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インフラストラクチャ管理を簡略化

AWS CloudFormation とは
AWS CloudFormation は AWS リソースのモデル化およびセットアップに役立つサービスです。リソース
管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケーションにより注力できるようになります。使用する
すべての AWS リソース (Amazon EC2 インスタンスや Amazon RDS DB インスタンスなど) を記述するテ
ンプレートを作成すれば、CloudFormation がお客様に代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設
定を受け持ちます。AWS リソースを個別に作成、設計して、それぞれの依存関係を考える必要はありませ
ん。CloudFormation がこれを処理します。次のシナリオは CloudFormation がどのように役立つかを示し
ます。

インフラストラクチャ管理を簡略化
バックエンドデータベースを含むスケーラブルなウェブアプリケーションで、Auto Scaling グルー
プ、Elastic Load Balancing ロードバランサー、Amazon Relational Database Service データベースインス
タンスを使用している場合があります。これらのリソースをプロビジョンするために個々のサービスを使
用する場合があります。また、リソースを作成した後で、連携するように設定する必要があります。この
ような作業は、まだアプリケーションを運用していないうちから、複雑な手間と時間がかかります。
代わりに、CloudFormation テンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更したりできま
す。テンプレートはすべてのリソースおよびプロパティについて記述します。テンプレートを使用し
て CloudFormation スタックを作成すると、CloudFormation が Auto Scaling グループ、ロードバラン
サー、およびデータベースをプロビジョニングします。スタックが正常に作成されると、AWS リソース
の利用を開始できます。スタックの削除も同様に簡単です。スタックのすべてのリソースを削除できま
す。CloudFormation を使用すると、リソースのコレクションを単一のユニットとして簡単に管理できま
す。

インフラストラクチャをすばやく複製
アプリケーションに追加の可用性が必要な場合は、複数のリージョンに複製して、1 つのリージョンが使
用できなくなった場合でも他のリージョンでアプリケーションを使用できるようにします。アプリケー
ションの複製における課題は、リソースも複製する必要があることです。アプリケーションに必要なすべ
てのリソースを記録する必要があるだけでなく、それぞれのリージョンでそれらのリソースをプロビジョ
ニングし、設定する必要があります。
CloudFormation テンプレートを再利用して、一貫性のある繰り返し可能な方法でリソースを作成します。
テンプレートを再利用するには、一度だけリソースを記述します。これにより、複数のリージョンで同じ
リソースを何度でもプロビジョニングできます。

インフラストラクチャの制御や変更の追跡も簡単
場合によっては、基盤となるリソースを段階的にアップグレードすることがあります。たとえば、Auto
Scaling グループのインスタンスの最大数を減らすために、Auto Scaling 起動インスタンスをより効率の
いいインスタンスタイプに変更する場合です。更新が完了した後で問題が発生した場合、インフラストラ
クチャを最初の設定にロールバックする必要がある場合があります。これを手動で行うには、変更したリ
ソースを覚えておく必要があるだけではなく、最初の設定を知っておく必要があります。
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CloudFormation でインフラストラクチャをプロビジョニングすると、CloudFormation テンプレートにプ
ロビジョニングされたリソースやその設定が正確に記述されます。これらのテンプレートはテキストファ
イルであるため、テンプレート間の違いを追跡するだけでインフラストラクチャに対する変更を追跡でき
ます。これは開発者がソースコードの変更を管理する方法に似ています。たとえば、バージョン管理シス
テムをテンプレートに使用して、変更内容、変更者、変更日時を正確に把握できます。インフラストラク
チャの変更を元に戻す必要がある場合はいつでも、テンプレートの以前のバージョンを使用できます。

関連情報
• CloudFormation スタックおよびテンプレートの詳細については、「AWS CloudFormation の概
念 (p. 2)」をご参照ください。
• CloudFormation の使用方法についての概要は、「AWS CloudFormation の仕組み (p. 5)」をご参照
ください。
• 料金については、AWS CloudFormation の料金を参照してください。

AWS CloudFormation の概念
AWS CloudFormation を使用する際には、テンプレートとスタックの作業を行います。テンプレー
トは、AWS リソースとそのプロパティを記述するために作成します。スタックを作成するたび
に、CloudFormation はテンプレートに記述されているリソースをプロビジョニングします。
トピック
• テンプレート (p. 2)
• スタック (p. 4)
• 変更セット (p. 5)

テンプレート
CloudFormation テンプレートは JSON または YAML 形式のテキストファイルです。これらのファイル
は、.json、.yaml、.template、.txt などの拡張子を使用して保存できます。CloudFormation はこ
れらのテンプレートを AWS リソースを作成する際の設計図として使用します。たとえば、テンプレー
トには、インスタンスタイプ、AMI ID、ブロックデバイスマッピング、Amazon EC2 キーペアの名前な
ど、Amazon EC2 インスタンスの情報を記述できます。スタックを作成する際には、CloudFormation がテ
ンプレートの記述内容を作成するために使用するテンプレートも指定します。
例えば、以下のテンプレートを指定してスタックを作成した場合、CloudFormation は
ami-0ff8a91507f77f867 AMI ID、t2.microインスタンスタイプ、testkey キーペアの名前、および
Amazon EBS ボリュームを持つインスタンスをプロビジョニングします。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "A sample template",
"Resources" : {
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"InstanceType" : "t2.micro",

API バージョン 2010-05-15
2

AWS CloudFormation ユーザーガイド
テンプレート

}

}

}

}

"KeyName" : "testkey",
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sdm",
"Ebs" : {
"VolumeType" : "io1",
"Iops" : 200,
"DeleteOnTermination" : false,
"VolumeSize" : 20
}
}
]

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A sample template
Resources:
MyEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867"
InstanceType: t2.micro
KeyName: testkey
BlockDeviceMappings:
DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeType: io1
Iops: 200
DeleteOnTermination: false
VolumeSize: 20

また単独のテンプレートに複数のリソースを指定し、これらのリソースが連携するように設定できます。
たとえば、Elastic IP (EIP) を含み、Amazon EC2 インスタンスとの関連付けを持つように、上記のテンプ
レートを変更することができます。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "A sample template",
"Resources" : {
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"InstanceType" : "t2.micro",
"KeyName" : "testkey",
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sdm",
"Ebs" : {
"VolumeType" : "io1",
"Iops" : 200,
"DeleteOnTermination" : false,
"VolumeSize" : 20
}
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]

}

}

}

}
},
"MyEIP" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"InstanceId" : {"Ref": "MyEC2Instance"}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A sample template
Resources:
MyEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867"
InstanceType: t2.micro
KeyName: testkey
BlockDeviceMappings:
DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeType: io1
Iops: 200
DeleteOnTermination: false
VolumeSize: 20
MyEIP:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
InstanceId: !Ref MyEC2Instance

上記のテンプレートは単一の Amazon EC2 インスタンスについて記述したものですが、CloudFormation
テンプレートの追加機能により、複雑なリソースセットを構築して、それらのテンプレートを複数のコン
テキストで再利用することができます。例えば、CloudFormation スタックの作成時に値を設定できる入力
パラメータを追加できます。つまり、インスタンスタイプなどの値を、テンプレート作成時ではなく、ス
タック作成時に指定することができ、さまざまな状況でテンプレートを再利用しやすくなります。
テンプレートの作成や機能に関する詳細については、「テンプレートの分析 (p. 262)」を参照してくださ
い。
特定のリソースを宣言する詳細については、AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレン
ス (p. 756) を参照してください。
AWS CloudFormation デザイナー で独自のテンプレートを設計するには、「https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/designer」を参照してください。

スタック
CloudFormation を使用する際、関連リソースはスタックと呼ばれる単一のユニットとして管理しま
す。スタックを作成、更新、削除することで、リソースのコレクションを作成、更新、削除します。
スタック内のすべてのリソースは、スタックの CloudFormation テンプレートで定義されます。Auto
Scaling グループ、Elastic Load Balancing ロードバランサー、および Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) データベースインスタンスを含むテンプレートを作成したとします。これらの
リソースを作成するには、作成したテンプレートを送信することによってスタックを作成します。これ
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により、CloudFormation によってすべてのリソースがプロビジョニングされます。スタックの操作に
は、CloudFormation コンソール、API、または AWS CLI を使用できます。
スタックの作成、更新、または削除の詳細については、スタックの操作 (p. 106)を参照してください。

変更セット
スタックで実行中のリソースに変更を加える必要がある場合は、スタックを更新します。リソースに変
更を加える前に、変更案の概要である変更セットを生成できます。変更セットで、変更が実行中のリソー
ス、特に重要なリソースに与える可能性のある影響を、実装前に確認できます。
例えば、Amazon RDS データベースインスタンスの名前を変更すると、CloudFormation によって新しい
データベースが作成され、古いものは削除されます。古いデータベースのデータは、バックアップしてい
ない限り、失われます。変更セットを生成すると、変更によってデータベースが置き換えられることがわ
かり、スタックを更新する前に対応策を立てることができます。詳細については、「変更セットを使用し
たスタックの更新 (p. 140)」を参照してください。

AWS CloudFormation の仕組み
スタックを作成するとき、AWS CloudFormation は AWS に基礎となるサービス呼び出しを行い、リソー
スをプロビジョニングおよび設定します。CloudFormation は、ユーザーが実行するためのアクセス権限を
持っているアクションのみを実行できます。例えば、CloudFormation を使用して EC2 インスタンスを作
成するには、インスタンスを作成するためのアクセス権限が必要です。インスタンスのスタックを削除す
る場合も同様にインスタンスを削除するアクセス権限が必要です。AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用してアクセス権限を管理できます。
CloudFormation が行う呼び出しは、すべてテンプレートで宣言されます。たとえば、EC2 インスタンスの
インスタンスタイプを t2.micro と記述するテンプレートがあるとします。このテンプレートを使ってス
タックを作成すると、CloudFormation は Amazon EC2 のインスタンス作成 API を呼び出し、インスタン
スタイプを t2.micro と指定します。次の図は、スタックを作成する CloudFormation ワークフローをま
とめたものです。

1. AWS CloudFormation デザイナー または独自のテキストエディタを使用して、JSON または YAML 形
式で CloudFormation テンプレートを作成または変更します。用意されたテンプレートを使用すること
もできます。CloudFormation テンプレートは必要なリソースとその設定を記述します。たとえば、EC2
インスタンスを作成するとします。テンプレートは次の例のように Amazon EC2 インスタンスを宣言
してそのプロパティを記述するものになります。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "A simple EC2 instance",
"Resources" : {
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}

}

"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"InstanceType" : "t2.micro"
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: A simple EC2 instance
Resources:
MyEC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
InstanceType: t2.micro

2. テンプレートをローカルまたは S3 バケットに保存します。テンプレートを作成した場合
は、.json、.yaml、または .txt などのファイル拡張子を使用して保存します。
3. テンプレートのファイルの場所 (ローカルコンピューターのパスや Amazon S3 の URL など) を指定
し、CloudFormation スタックを作成します。テンプレートにパラメーターが含まれる場合は、スタック
作成時に入力値を指定できます。パラメーターを使用してテンプレートに値を渡すことで、スタックを
作成するたびにリソースをカスタマイズできます。
CloudFormation コンソール (p. 108)、API、または AWS CLI を使用してスタックを作成できます。

Note
ローカルに保存されたテンプレートファイルを指定する場合、CloudFormation はそれを AWS
アカウントの S3 バケットにアップロードします。CloudFormation は各リージョンにテン
プレートファイルをアップロードするバケットを作成します。AWS アカウントの Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) アクセス権限があれば誰でもこのバケットにアクセスで
きます。CloudFormation が作成したバケットが既に存在する場合は、テンプレートはそのバ
ケットに追加されます。
手動でテンプレートを Amazon S3 にアップロードすることで、独自のバケットを使用してア
クセス権限を管理できます。その場合は、スタックを作成または更新するたびに、テンプレー
トファイルの Amazon S3 URL を指定します。
CloudFormation はテンプレートに記述されている AWS のサービスを呼び出して、リソースをプロビジョ
ニングして設定します。
すべてのリソースの作成が完了すると、CloudFormation はスタックが正常に作成された旨のレポートを
送信します。これで、スタック内のリソースが使用できるようになります。スタックの作成が失敗した場
合、CloudFormation は作成したリソースを削除して、変更をロールバックします。

変更セットを使用したスタックの更新
スタックのリソースを更新する必要がある場合、スタックのテンプレートを変更できます。新しいス
タックを作成して古いものを削除する必要はありません。スタックを更新するには、元のスタックテン
プレートの修正バージョン、異なる入力パラメータ値、またはその両方を送信して変更セットを作成しま
す。CloudFormation は修正済みのテンプレートを元のテンプレートと比較し、変更セットを生成します。
変更セットには、変更案がリストされます。変更を確認したら、変更セットを開始してスタックを更新し
ます。更新しない場合は新しい変更セットを作成できます。次の図は、スタックを更新するワークフロー
の概要です。
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Important
更新によって中断が発生する場合があります。更新しているリソースやプロパティによって、
既存のリソースが中断されたり、置き換えられる場合もあります。詳細については、「AWS
CloudFormation スタックの更新 (p. 136)」を参照してください。
1. CloudFormation スタックテンプレートは AWS CloudFormation デザイナー またはテキストエディタで
変更できます。たとえば、EC2 インスタンスのインスタンスタイプを変更する場合、元のスタックのテ
ンプレートの InstanceType プロパティの値を変更します。
詳細については、「スタックテンプレートの変更 (p. 138)」を参照してください。
2. CloudFormation テンプレートをローカルまたは S3 バケットに保存します。
3. 更新するスタックおよび修正済みテンプレートの場所 (ローカルコンピューターのパスや Amazon S3 の
URL など) を指定し、変更セットを作成します。テンプレートにパラメーターが含まれる場合は、変更
セットの作成時に値を指定できます。
変更セットの作成方法については、変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140) を参照してくださ
い。

Note
ローカルコンピュータに保存されたテンプレートを指定する場合は、CloudFormation は自動的
に AWS アカウントの S3 バケットにテンプレートをアップロードします。
4. 変更セットを参照して、CloudFormation が想定どおりに変更を実行することを確認します。例え
ば、CloudFormation が重要なスタックリソースを置き換えるかどうかを確認します。必要な変更が含ま
れるまで、いくつでも変更セットを作成できます。

Important
変更セットでは、スタックの更新が正常に行われるかどうかはわかりません。例えば、
アカウントのクォータ (p. 9)を超過するかどうか、更新をサポートしていないリソー
ス (p. 756)を更新しようとしているかどうか、リソースの変更に必要な許可 (p. 63)が足り
ていないかどうか (これらはスタックの更新が失敗する原因になる可能性があります) を、変更
セットでは確認しません。
5. スタックに適用する変更セットを開始します。CloudFormation では、変更したリソースのみを更新する
ことでスタックを更新し、スタックが正常に更新された旨の信号を送信します。スタックの更新が失敗
した場合、CloudFormation は変更箇所をロールバックして、スタックを正常な稼働が確認されている最
新の状態に復元します。

スタックの削除
スタックを削除する場合は、削除するスタックを指定します。CloudFormation はそのスタックとスタック
内のすべてのリソースを削除します。CloudFormation コンソール (p. 123)、API、または AWS CLI を使
用してスタックを削除できます。
API バージョン 2010-05-15
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スタックを削除してもその中のいくつかのリソースを保持する場合は、削除ポリシー (p. 6631)を使用して
そのリソースを保持できます。
すべてのリソースの削除が完了すると、CloudFormation はスタックが正常に削除された旨のシグナルを送
信します。CloudFormation がリソースを削除できない場合、スタックは削除されません。削除されなかっ
たリソースは、スタックが正常に削除されるまで保持されます。

その他のリソース
• CloudFormation テンプレート作成の詳細については、「テンプレートの分析 (p. 262)」をご参照くだ
さい。
• スタックの作成、更新、または削除の詳細については、スタックの操作 (p. 106)を参照してください。

API バージョン 2010-05-15
8

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS アカウントへのサインアップと料金

AWS CloudFormation のセットアッ
プ
AWS CloudFormation を使用する前に、どの IAM のアクセス権限が必要か、AWS CloudFormation API 呼
び出しのログ記録の開始方法、または使用するエンドポイントについて知っておく必要があります。以下
のトピックでは、AWS CloudFormation の使用を開始できるように、この情報を提供します。
トピック
• AWS アカウントへのサインアップと料金 (p. 9)
• AWS CloudFormation のクォータ (p. 9)
• AWS CloudFormation エンドポイント (p. 13)
• AWS CloudFormation の VPC エンドポイントの設定 (p. 14)

AWS アカウントへのサインアップと料金
AWS CloudFormation または Amazon Web Services を使用する前に、AWS アカウントにサインアップす
る必要があります。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには
1.
2.

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

AWS アカウントにサインアップした後、AWS Management Console、AWS CloudFormation API、または
AWS CLI で AWS CloudFormation を使用できます。

料金表
AWS CloudFormation は無料のサービスです。ただし、スタックに追加する AWS リソースには現在の料
金が課金されます。AWS の料金に関する詳細は、http://aws.amazon.com/ の各製品の詳細ページを参照し
てください。

AWS CloudFormation のクォータ
AWS アカウントには、テンプレートとスタックを作成する場合に知っておく必要がある AWS
CloudFormation のクォータがあります。これらのクォータを理解することで、テンプレートまたはスタッ
クの再設計が必要になる、クォータによるエラーを回避できます。

AWS CloudFormation のクォータ
クォータ

説明

値

調整方法

cfn-signal の待機条件
データ (p. 6715)

cfn-signal が渡すこと
ができるデータの最大
量。

4,096 バイト

より多くの量のデータ
を渡すには、データを
いったん Amazon S3 バ
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クォータ

説明

値

調整方法
ケットに送信します。
次に、cfn-signal を使用
して、Amazon S3 URL
をそのバケットへ渡し
ます。

カスタムリソース応答

カスタムリソースプロ
バイダが渡すことがで
きるデータの最大量。

4,096 バイト

マッピング (p. 262)

AWS CloudFormation
テンプレートで宣言で
きるマッピングの最大
数。

200 個のマッピング

マッピング属
性 (p. 262)

AWS CloudFormation テ 200 個の属性
ンプレートで宣言でき
る各マッピングのマッ
ピング属性の最大数。

マッピング名およ
びマッピング属性
名 (p. 262)

各マッピング名の最大
サイズ。

255 文字

モジュール (p. 657)

アカウントおよ
びリージョンごと
に、CloudFormation レ
ジストリに登録できる
モジュールの最大数。

100 モジュール

モジュールのバージョ
ン (p. 657)

特定のモジュールの
CloudFormation レジス
トリに登録できるバー
ジョンの最大数。

100 バージョン

出力 (p. 262)

AWS CloudFormation テ 200 個の出力
ンプレートで宣言でき
る出力の最大数。

出力名 (p. 262)

出力名の最大サイズ。

255 文字

パラメータ (p. 262)

AWS CloudFormation
テンプレートで宣言で
きるパラメータの最大
数。

200 個のパラメータ

パラメータ名 (p. 262)

パラメータ名の最大サ
イズ。

255 文字
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さらに多くのマッピン
グを指定するには、ネ
ストされたスタックを
使用するなどして、1 つ
のテンプレートを複数
のテンプレートに分離
します。
さらに多くのマッピ
ング属性を指定するに
は、1 つの属性を複数の
マッピングに分離しま
す。

新しいバージョンを登
録するには、最初に
DeregisterType を使用
して、使用していない
バージョンの登録を解
除します。

さらに多くのパラメー
タを指定するには、
複数の値を 1 つのパ
ラメータに割り当てる
ために、マッピングま
たはリストを使用しま
す。

AWS CloudFormation ユーザーガイド
クォータ

クォータ

説明

値

調整方法

パラメータ値 (p. 262)

パラメータ値の最大サ
イズ。

4,096 バイト

さらに大きなパラメー
タ値を使用するには、
複数のパラメータを作
成した後、Fn::Join
を使用して、1 つの値
に複数の値を追加しま
す。

プライベートリソース
(p. 745)

アカウントおよ
びリージョンごと
に、CloudFormation レ
ジストリに登録できる
プライベートリソース
の最大数。

50 プライベートリソー
ス

プライベートリソース
のバージョン (p. 745)

特定のプライベー
トリソースの
CloudFormation レジス
トリに登録できるバー
ジョンの最大数。

50 プライベートリソー
ス

リソース (p. 262)

AWS CloudFormation テ 500 個のリソース
ンプレートで宣言でき
るリソースの最大数。

同時スタックオペ
レーションのリソー
ス (p. 262)

リージョンで同時にス
タックオペレーション
(作成、更新、または削
除オペレーション) に関
与させることができる
リソースの最大数。

特定のリージョンにお
けるアカウントの現
在の制限を確認するに
は、DescribeAccountLimits
API を使用します。

リソース名 (p. 262)

リソース名の最大サイ
ズ。

255 文字

スタック (p. 106)

作成できる
CloudFormation スタッ
クの最大数。

2000 スタック

スタックの名
前 (p. 111)

スタック名の最大サイ
ズ。

128 文字
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新しいバージョンを登
録するには、最初に
DeregisterType を使用
して、使用していない
バージョンの登録を解
除します。
さらに多くのリソース
を指定するには、ネス
トされたスタックを使
用するなどして、1 つの
テンプレートを複数の
テンプレートに分離し
ます。

さらに多くのスタック
を作成するには、不
要なスタックを削除す
るか、AWS アカウン
トの最大スタック数の
増加をリクエストして
ください。詳細につい
ては、AWS General
Reference の AWS サー
ビスクォータを参照し
てください。
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クォータ

説明

値

スタックセッ
ト (p. 682)

管理者アカウントで作
100 個のスタックセット
成することができる最
大 AWS CloudFormation
スタックセット数。

さらに多くのスタッ
クセットを作成する
には、不要なスタッ
クセットを削除する
か、AWS アカウント
の最大スタックセット
数の引き上げをリクエ
ストしてください。詳
細については、AWS
General Reference の
AWS サービスクォー
タを参照してくださ
い。

スタックインスタン
ス (p. 682)

スタックセットごとに
作成できる最大スタッ
クインスタンス数。

スタックセットごとの
2000 個スタックインス
タンス

さらに多くのスタック
インスタンスを作成す
るには、不要なスタッ
クインスタンスを削
除するか、AWS アカ
ウントの最大スタック
インスタンス数の引き
上げをリクエストして
ください。詳細につい
ては、AWS General
Reference の AWS サー
ビスクォータを参照し
てください。

StackSets インスタ
ンスオペレーショ
ン (p. 682)

各リージョンで、関係
するスタックセット
全体で、管理者アカウ
ントにつき同時にオペ
レーションを実行でき
るスタックインスタン
スの最大数。

3500 件のオペレーショ
ン

この制限は、リージョ
ンに関係するすべての
スタックセットに適用
されます。これには、
スタックセットの作
成および更新オペレー
ションの影響を受け
るスタックインスタン
ス、およびスタックイ
ンスタンスの直接作
成、更新、または削除
が含まれます。

リクエストのテン
プレート本文のサイ
ズ (p. 262)

51,200 バイト
CreateStack、UpdateStack、
または
ValidateTemplate リ
クエストで渡すことが
できるテンプレート本
文の最大サイズ。
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さらに大きなテンプ
レート本文を使用する
には、ネストされたス
タックを使用するなど
して、1 つのテンプレー
トを複数のテンプレー
トに分離します。また
は、テンプレートを
Amazon S3 バケットに
アップロードします。
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機能を利用できるリージョン

クォータ

説明

値

Amazon S3 オブジェク
ト内のテンプレート本
文のサイズ (p. 262)

Amazon S3 テンプ
1 MB
レート URL を含む
CreateStack、UpdateStack、
または
ValidateTemplate
リクエストに対して
Amazon S3 オブジェク
トを渡すことができる
テンプレート本文の最
大サイズ。

テンプレートの説
明 (p. 262)

テンプレートの説明の
最大サイズ。

調整方法
さらに大きなテンプ
レート本文を使用する
には、ネストされたス
タックを使用するなど
して、1 つのテンプレー
トを複数のテンプレー
トに分離します。また
は、縮小を使用して
CloudFormation テンプ
レートのサイズを小さ
くします。

1,024 バイト

機能を利用できるリージョン
CloudFormation のすべての機能が全リージョンで使用できるわけではありません。AWS リージョンの詳
細については、グローバルインフラストラクチャリージョン表を参照してください。
• ドリフト検出は、現在以下のリージョンではご利用いただけません。
• アジアパシフィック (大阪)
• AWS CloudFormation を使用して CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するこ
とは、 現在、次のリージョンでは利用できません。
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)

StackSets およびマクロ
StackSets では現在、マクロを含むテンプレートから、サービス管理アクセス許可を使用してスタック
セットを作成または更新することができません。これには、AWS CloudFormation によってホストされる
マクロである変換が含まれます。マクロの詳細については、マクロのテンプレート (p. 643) を参照して
ください。

AWS CloudFormation エンドポイント
アプリケーションのデータレイテンシーを減らすために、ほとんどの Amazon Web Services 製品でリー
ジョンのエンドポイントを選択してリクエストを行うことができます。エンドポイントは、ウェブサービ
スのエントリポイントとなる URL です。
コマンドラインインターフェイスまたは API アクションを使用してスタックを操作するときは、リージョ
ンエンドポイントを指定できます。AWS CloudFormation のリージョンおよびエンドポイントの詳細につ
いては、『Amazon Web Services 全般的なリファレンス』の「リージョンとエンドポイント」を参照して
ください。
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AWS CloudFormation の VPC エンドポイントの設
定
interface VPC endpoint を使用するように AWS CloudFormation を設定することで、VPC のセキュリ
ティ体制を強化できます。インターフェイスエンドポイントは、プライベート IP アドレスを使用して
CloudFormation API にプライベートにアクセスできるテクノロジーである PrivateLink を使用していま
す。PrivateLink は、VPC および CloudFormation 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネッ
トワークに限定します。また、インターネットゲートウェイ、NAT デバイスあるいは仮想プライベート
ゲートウェイの必要はありません。
PrivateLink の設定は要件ではありませんが、推奨されます。PrivateLink と VPC エンドポイントの詳細に
ついては、 PrivateLink を介した AWS のサービスへのアクセスを参照してください。

開始する前に
CloudFormation の VPC エンドポイントを設定する前に、以下の考慮事項に注意してください。
• VPC エンドポイント機能を使用する場合は、カスタムリソースリクエストや待機条件に応答する必要が
ある VPC 内のリソース用に、CloudFormation 固有の S3 バケットへのアクセスを付与します。
CloudFormation を使用して VPC エンドポイントのある VPC にリソースを作成する場合、特定の S3 バ
ケットへのアクセスが許可されるように IAM エンドポイントの変更が必要になる可能性があります。
CloudFormation では、カスタムリソース (p. 613)リクエストまたは待機条件 (p. 436)への応答をモニ
タリングするための S3 バケットが各リージョンにあります。テンプレートに VPC 内のカスタムリソー
スや待機条件が含まれている場合、その VPC のエンドポイントポリシーにより、次のバケットへの応答
の送信がユーザーに許可されている必要があります。
• カスタムリソースの場合、cloudformation-custom-resource-response-region バケットへ
のトラフィックを許可します。カスタムリソースを使用する場合、リージョン名にダッシュは含まれ
ません。たとえば、uswest2 と指定します。
• 待機条件の場合、cloudformation-waitcondition-region バケットへのトラフィックを許可し
ます。待機条件を使用する場合、リージョン名にはダッシュが含まれます。たとえば、us-west-2
と指定します。
エンドポイントポリシーでこれらのバケットへのトラフィックがブロックされている場
合、CloudFormation は応答を受け取らず、スタックオペレーションは失敗します。たとえば、待
機条件に応答する必要がある us-west-2 リージョンの VPC にリソースがある場合、リソースは
cloudformation-waitcondition-us-west-2 バケットに応答を送信できる必要があります。
CloudFormation でサポートされているリージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般的
なリファレンス の「リージョンとエンドポイント」ページをご参照ください。
• 現在、VPC エンドポイントはクロスリージョンのリクエストをサポートしていません— 必ず
CloudFormation への API コールを発行する予定のリージョンと同じリージョンでエンドポイントを作成
してください。
• VPC エンドポイントは、Route 53 を介した Amazon 提供の DNS のみをサポートします。独自の DNS
を使用する場合には、条件付き DNS 転送を使用できます。詳細については、『Amazon VPC ユーザー
ガイド』の「DHCP オプションセット」を参照してください。
• VPC エンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、VPC のプライベートサブネットか
ら、ポート 443 で着信接続を許可する必要があります。
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AWS CloudFormation 用の VPC エンドポイントの作
成
CloudFormation サービス用の VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC ユーザーガイド の「イ
ンターフェイスエンドポイントの作成」の手順を使用して、以下のエンドポイントを作成します。
com.amazonaws.region.cloudformation
region は、米国東部 (オハイオ) リージョンの us-east-2 のように、CloudFormation でサポートされて
いる AWS リージョンのリージョン識別子を表します。
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AWS CloudFormation の開始方法
AWS CloudFormation はさまざまな種類のリソースの起動に使用できるため、開始方法のウォークスルー
では AWS CloudFormation の使用方法を理解するのに役立つ、いくつかの簡単なコンセプトについてのみ
説明します。
このセクションでは、AWS CloudFormation サンプルテンプレートライブラリのサンプルテンプレートか
ら AWS Management Console を使用してスタックを作成し、テンプレート作成の基本について学習しま
す。
このウォークスルーでは、スタックの起動、更新、および削除にサンプルテンプレートを使用します。基
礎を学習した後は、より複雑なテンプレートおよびスタックの作成の詳細について学ぶことができます。
AWS CloudFormation はテンプレートを送信するように簡単に、一連の Amazon Web Services (AWS) の
リソースをデプロイします。テンプレートは、スタックを記述したテキストファイルです。これは、グ
ループとして一緒にデプロイする AWS リソースの集まりです。テンプレートを使用して、スタックのす
べての AWS リソースを定義します。これには、Amazon Elastic Compute Cloud インスタンス、Amazon
Relational Database Service DB インスタンス、および他のリソースが含まれる場合があります。リソース
タイプのリストについては、「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス (p. 756)」を参照
してください。
トピック
• 開始する (p. 16)
• テンプレートの基礎についての学習 (p. 24)
• チュートリアル: スタックの更新 (p. 38)

開始する
適切なテンプレートを使用すると、アプリケーションに必要なすべての AWS リソースを迅速にデプロ
イすることができます。このセクションでは、WordPress ブログのリソースの宣言、スタックとしての
WordPress ブログの作成、スタック作成プロセスの監視、スタック上のリソースの検査、およびスタック
の削除を行うテンプレートについて詳しく説明します。これらのタスクを行うには、AWS Management
Console を使用します。

ステップ 1: テンプレートの選択
まず、スタックで必要なリソースを指定するテンプレートが必要です。この手順では、既に用意されてい
るサンプルテンプレートを使用します。サンプルテンプレートは、ストレージ用ローカル MySQL データ
ベースを使って、単一の Amazon EC2 インスタンスを使用する基本 WordPress ブログを作成します。こ
のテンプレートでは、Amazon EC2 インスタンスのファイアウォール設定を制御するために Amazon EC2
セキュリティグループを作成します。

Important
AWS CloudFormation は無料ですが、AWS が作成する CloudFormation リソースは実動のもので
す (サンドボックス環境では実行されません)。このチュートリアルにある最後のタスクで AWS
リソースを終了するまで、標準使用料が発生します。合計料金はごくわずかです。料金を最小限
に抑える方法については、「http://aws.amazon.com/free/」を参照してください。

テンプレートを表示するには
•

JSON、または YAML の WordPress サンプルテンプレートを表示できます。テンプレートの URL
は、このガイドの後半で使用するため、ここでダウンロードする必要はありません。テンプレート形
式の詳細については、「AWS CloudFormation テンプレート形式 (p. 261)」を参照してください。
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テンプレートは、スタックで作成する AWS リソースの設定情報を含む JSON また
は YAML テキストファイルです。このチュートリアルでは、6 つの最上位セクション
(AWSTemplateFormatVersion、Description、Parameters、Mappings、Resources、Outputs)
がありますが、必要なのは Resources セクションだけです。
Resources セクションには、テンプレートで作成する AWS リソースの定義が含まれます。各リソース
は個別にリストされ、その特定のリソースの作成に必要なプロパティを指定します。次のリソース宣言
は、EC2 インスタンスの設定です。この例では論理名 WebServer が含まれています。

Example JSON
"Resources" : {
...
"WebServer": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
"UserData" : { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum update -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServer ",
"
--configsets wordpress_install ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",

]]}}
},
...

"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServer ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

},
...
"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80 locked down to the load balancer
+ SSH access",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" : 80, "CidrIp" : "0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" : 22, "CidrIp" : { "Ref" :
"SSHLocation"}}
]
}
},
...
},

Example YAML
Resources:
...
WebServer:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
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ImageId: !FindInMap [AWSRegionArch2AMI, !Ref 'AWS::Region', !FindInMap
[AWSInstanceType2Arch, !Ref InstanceType, Arch]]
InstanceType:
Ref: InstanceType
KeyName:
Ref: KeyName
SecurityGroups:
- Ref: WebServerSecurityGroup
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
yum update -y aws-cfn-bootstrap
/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackId} --resource WebServer -configsets wordpress_install --region ${AWS::Region}
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackId} --resource WebServer -region ${AWS::Region}
...
...
WebServerSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: "Enable HTTP access via port 80 locked down to the load balancer +
SSH access"
SecurityGroupIngress:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 80
IpProtocol: tcp
ToPort: 80
- CidrIp: !Ref SSHLocation
FromPort: 22
IpProtocol: tcp
ToPort: 22
...

以前に EC2 インスタンスを作成したことがある場合は、インスタンスの設定を決定す
る、ImageId、InstanceType、KeyName などのプロパティに気が付くでしょう。リソース宣言は、こ
れらすべての設定を一度に指定するための効率的な方法です。テンプレートでリソースを宣言すると、テ
ンプレートを使用してスタックを作成することによって、宣言したすべてのリソースを作成および設定で
きます。同じテンプレートを使用してリソースの同じ設定を起動する新しいスタックを作成します。
リソース宣言は、リソースの論理名を指定する文字列で開始されます。後で説明するように、テンプレー
ト内のリソースを参照するために、論理名を使用できます。
スタックを作成する際にテンプレートに渡すことができる値を宣言するために、Parameters セクションを
使用します。パラメーターは、ユーザー名やパスワードなど、テンプレート自体には格納したくない機密
情報を指定する方法としても効果的です。これは、特定のアプリケーションに固有の情報や、デプロイし
ている設定 (例えば、ドメイン名やインスタンスタイプ) を指定する方法でもあります。このセクションの
後の方で WordPress スタックを作成するときに、テンプレートで宣言されている一連のパラメーターが
[スタックの作成] ウィザードの [詳細の指定] ページに表示されます。このページで、スタックを作成する
前にパラメーターを設定できます。
テンプレートでは、EC2 インスタンスのプロパティで使用される値を指定するために、次のパラメーター
が使用されています。

Example JSON
"Parameters" : {
...
"KeyName": {
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instances",
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"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "must be the name of an existing EC2 KeyPair."

},

"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [ "t1.micro", "t2.nano", "t2.micro", "t2.small", "t2.medium",
"t2.large", "m1.small", "m1.medium", "m1.large", "m1.xlarge", "m2.xlarge", "m2.2xlarge",
"m2.4xlarge", "m3.medium", "m3.large", "m3.xlarge", "m3.2xlarge", "m4.large", "m4.xlarge",
"m4.2xlarge", "m4.4xlarge", "m4.10xlarge", "c1.medium", "c1.xlarge", "c3.large",
"c3.xlarge", "c3.2xlarge", "c3.4xlarge", "c3.8xlarge", "c4.large", "c4.xlarge",
"c4.2xlarge", "c4.4xlarge", "c4.8xlarge", "g2.2xlarge", "g2.8xlarge", "r3.large",
"r3.xlarge", "r3.2xlarge", "r3.4xlarge", "r3.8xlarge", "i2.xlarge", "i2.2xlarge",
"i2.4xlarge", "i2.8xlarge", "d2.xlarge", "d2.2xlarge", "d2.4xlarge", "d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge", "hs1.8xlarge", "cr1.8xlarge", "cc2.8xlarge", "cg1.4xlarge"],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
},
...

Example YAML
Parameters:
...
KeyName:
ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair.
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instances
Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
InstanceType:
AllowedValues:
- t1.micro
- t2.nano
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m1.small
- m1.medium
- m1.large
- m1.xlarge
- m2.xlarge
- m2.2xlarge
- m2.4xlarge
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- c1.medium
- c1.xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
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...

- c4.8xlarge
- g2.2xlarge
- g2.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
- r3.2xlarge
- r3.4xlarge
- r3.8xlarge
- i2.xlarge
- i2.2xlarge
- i2.4xlarge
- i2.8xlarge
- d2.xlarge
- d2.2xlarge
- d2.4xlarge
- d2.8xlarge
- hi1.4xlarge
- hs1.8xlarge
- cr1.8xlarge
- cc2.8xlarge
- cg1.4xlarge
ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type.
Default: t2.small
Description: WebServer EC2 instance type
Type: String

WebServer リソース宣言では、次のように、KeyName プロパティが KeyName パラメーターで指定され
ています。

Example JSON
"WebServer" : {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
...
}
},

Example YAML
WebServer:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
KeyName:
Ref: KeyName
...

中括弧には、 KeyName を入力とする Ref (p. 6695) 関数への呼び出しが含まれています。Ref 関数は、参
照するオブジェクトの値を返します。ここでは、Ref 関数は KeyName プロパティを、スタックの作成時に
KeyName に指定された値に設定します。
また、Ref 関数は、リソースのプロパティを別のリソースの値に設定することもできます。たとえば、リ
ソース宣言 WebServer には、以下のプロパティ宣言が含まれています。

Example JSON
"WebServer" : {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
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}

...
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
...

},

Example YAML
WebServer:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
SecurityGroups:
- Ref: WebServerSecurityGroup
...

SecurityGroups プロパティは、EC2 セキュリティグループのリストを受け取ります。Ref 関数は
入力として WebServerSecurityGroup(テンプレート内のセキュリティグループの論理名) を受け取
り、WebServerSecurityGroup プロパティに SecurityGroups の名前を追加します。
テンプレートには、Mappings セクションもあります。マッピングを使用すると、ルックアップテーブル
ステートメントと同じように評価される条件値を宣言できます。テンプレートはマッピングを使用して、
リージョンの適切な Amazon マシンイメージ (AMI) やインスタンスタイプのアーキテクチャタイプを選
択します。[Outputs] (出力) は、aws cloudformation describe-stacks コマンドで返されたり、ス
タック作成後に CloudFormation コンソールの [Outputs] (出力) タブで返されたりするカスタム値を定義し
ます。出力値を使用すると、スタック内のリソースの情報 (テンプレートで作成したウェブサイトの URL
など) を返すことができます。マッピング、出力や、テンプレートに関するその他のことの詳細について
は、「テンプレートの基礎についての学習 (p. 24)」で説明しています。
ここでは、テンプレートについてはこれで十分です。スタックの作成を始めましょう。

ステップ 2: スタックに必要な項目の準備ができたこ
との確認
テンプレートからスタックを作成する前に、テンプレートに必要なすべての依存リソースが利用できるこ
とを確認する必要があります。既存の AWS リソースと、テンプレート自体で宣言されているリソースの
両方を使用または参照できます。CloudFormation によって、テンプレート内のリソースへの参照が確認さ
れ、既存のリソースへの参照についても、スタックを作成するリージョンにリソースが存在していること
が確認されます。存在しない依存リソースをテンプレートが参照している場合、スタックの作成は失敗し
ます。
サンプル WordPress テンプレートには、入力パラメータである KeyName が含まれています。このパラ
メータは、テンプレートで宣言された Amazon EC2 インスタンスに使用されるキーペアを指定します。テ
ンプレートからスタックを作成するユーザーは、KeyName パラメータの有効な Amazon EC2 キーペアを
指定する必要があります。有効なキーペア名を指定すると、スタックが正常に作成されます。有効なキー
ペア名を指定しないと、スタックはロールバックされます。
スタックを作成する前に、有効な Amazon EC2 キーペアがあることを確認し、キーペア名を記録しておき
ます。
キーペアを表示するには、Amazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで [Key Pairs] (キーペ
ア) を選択します。

Note
Amazon EC2 キーペアがない場合は、スタックを作成するのと同じリージョンでキーペアを作
成する必要があります。キーペアの作成については、『Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド』の「SSH キーペアの取得」を参照してください。
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有効なキーペアができたので、WordPress テンプレートを使用してスタックを作成しましょう。

ステップ 3: スタックの作成
前に説明した WordPress-1.0.0 ファイルに基づいてスタックを作成します。テンプレートには、EC2 イン
スタンスなど、いくつかの AWS リソースが含まれています。

WordPress スタックを作成するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。
これが新しい CloudFormation アカウントである場合は、[Create New Stack] (新しいスタックを作成)
を選択します。それ以外の場合は、[Create Stack (スタックの作成)] を選択します。
[Template] (テンプレート) セクションで、[Specify an Amazon S3 Template URL] (Amazon S3 テン
プレート URL を指定) を選択してサンプルテンプレート WordPress の URL を入力または貼り付けた
後、[Next] (次へ) を選択します。
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-west-2/
WordPress_Single_Instance.template

Note
S3 バケットに格納されている AWS CloudFormation テンプレートは、スタックを作成する
ユーザーにアクセスでき、スタックが作成されたリージョンと同じリージョンにある必要が
あります。したがって、S3 バケットが us-east-2 リージョンにある場合、スタックは useast-2 で作成される必要があります。
4.
5.

6.

[詳細の指定] セクションでは、[名前] フィールドにスタックの名前を入力します。この例では
MyWPTestStack を使用します。スタック名にスペースを含めることはできません。
[Specify Parameters (パラメータを指定)] ページに、テンプレートの Parameters セ
クションのパラメータが表示されます。デフォルト値のないすべてのパラメータ
(DBUser、DBPassword、DBRootPassword、KeyName など) に値を指定する必要があります。
[KeyName] フィールドに、スタックを作成するのと同じリージョン内の有効な Amazon EC2 ペアの
名前を入力します。
[Next (次へ)] を選択します。

7.

このシナリオでは、タグは追加しません。[Next (次へ)] を選択します。キーと値のペアであるタグ
は、スタックの識別に役立ちます。詳細については、「CloudFormation スタックへのタグの追加」を
ご参照ください。

8.

スタックの情報を確認します。設定が適切であることを確認したら、[Create] (作成) を選択します。

スタックの作成には数分かかることがありますが—ただぼんやりと座って待っていたくはないでしょう。
その場合は、スタックの作成状況を確認することができます。

ステップ 4: スタックの作成状況の監視
[Create Stack] (スタックを作成) のウィザードを完了すると、CloudFormation はテンプレートで指定され
ているリソースの作成を開始します。新しいスタックである MyWPTestStack が、CloudFormation コン
ソールの上部のリストに表示されます。そのステータスは、CREATE_IN_PROGRESS である必要があり
ます。スタックの詳細なステータスは、イベントを表示して確認できます。

スタックのイベントを表示するには
1.
2.

CloudFormation コンソールのリストで、スタック MyWPTestStack を選択します。
スタックの詳細ペインで、[Events] (イベント) タブを選択します。
コンソールは自動的に更新され、60 秒ごとに最新のイベントがイベントリストに表示されます。
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[イベント] タブには、スタックの作成の主要な各ステップが、最新のイベントが一番上になるように時間
順に表示されます。
最初のイベント (イベントリストの一番下のイベント) は、スタック作成プロセスの開始です。
2013-04-24 18:54 UTC-7 CREATE_IN_PROGRESS AWS::CloudFormation::Stack
MyWPTestStack User initiated
続いて、各リソースの作成の開始と終了を示すイベントが表示されます。たとえば、EC2 インスタンスの
作成は、次のようなエントリになります。
2013-04-24 18:59 UTC-7 CREATE_COMPLETE AWS::EC2::Instance...
2013-04-24 18:54 UTC-7 CREATE_IN_PROGRESS AWS::EC2::Instance...
CloudFormation がリソースの作成を開始したことがレポートされると、CREATE_IN_PROGRESS イベント
が記録されます。リソースが正常に作成されると、CREATE_COMPLETE イベントが記録されます。
CloudFormation によって正常にスタックが作成されると、[Events] (イベント) タブの上部に次のイベント
が表示されます。
2013-04-24 19:17 UTC-7 CREATE_COMPLETE AWS::CloudFormation::Stack MyWPTestStack
CloudFormation がリソースを作成できない場合は、CREATE_FAILED イベントがレポートされます。ま
た、デフォルトではスタックがロールバックされて、作成されたリソースがある場合はすべて削除されま
す。[状況の理由] 列には、失敗の原因となった問題が表示されます。

ステップ 5: スタックリソースの使用
スタック MyWPTestStack のステータスが CREATE_COMPLETE になっていれば、CloudFormation はス
タックの作成を完了しており、リソースを使い始めることができます。
サンプル WordPress スタックは、WordPress ウェブサイトを作成します。WordPress インストールスク
リプトを実行すると、WordPress の設定を続けることができます。

WordPress のインストールを完了するには
1.

[Outputs] (出力) タブの [WebsiteURL] 行で、[Value] 列のリンクを選択します。
WebsiteURL 出力値は、スタックで作成した WordPress ウェブサイトのインストールスクリプトの
URL です。

2.

WordPress インストールのウェブページで、WordPress の設定を完了するための画面の手順に従いま
す。WordPress のインストールの詳細については、https://wordpress.org/support/article/how-to-installwordpress/ を参照してください。
インストールとログインが完了するとダッシュボードが表示されるので、ここで WordPress ブログに
追加オプションを設定することができます。その後、CloudFormation テンプレートを使用して、正常
に作成されたブログへの投稿を開始できます。

ステップ 6: クリーンアップ
CloudFormation の基本的なタスクを完了しました。不要なサービスに対して課金されていないことを確認
するために、スタックとそのリソースを削除して、クリーンアップすることができます。

スタックとそのリソースを削除するには
1.

CloudFormation コンソールから、MyWPTestStack スタックを選択します。

2.
3.

[Delete Stack] を選択します。
表示された確認メッセージで、[Yes, Delete] (はい、削除します) を選択します。
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MyWPTestStack のステータスが DELETE_IN_PROGRESS に変わります。スタックの作成を監視したのと
同じ方法で、[イベント] タブを使用して削除を監視できます。CloudFormation がスタックの削除を完了す
ると、リストからスタックが削除されます。
おめでとうございます。 テンプレートの選択、スタックの作成、リソースの表示と使用、スタックとその
リソースの削除を正常に行うことができました。それだけでなく、CloudFormation テンプレートを使用し
て WordPress ブログを設定することもできました。その他のテンプレートは、AWS CloudFormation サン
プルテンプレートライブラリで見つけることができます。
次は、簡単に既存のテンプレートを変更したり独自のテンプレートを作成したりできるように、「テンプ
レートの基礎についての学習 (p. 24)」でテンプレートについてより詳しく知る必要があります。

テンプレートの基礎についての学習
トピック
• AWS CloudFormation テンプレートとは？ (p. 24)
• Resources: Hello Bucket! (p. 24)
• リソースのプロパティとリソースの同時使用 (p. 25)
• 入力パラメーターを使用したユーザー入力の取得 (p. 31)
• Mappings を使用した条件値の指定 (p. 33)
• 構築された値および出力値 (p. 35)
• 次のステップ (p. 38)
「開始する (p. 16)」では、テンプレートを使用してスタックを作成する方法について学習しました。
テンプレートで宣言されたリソースと、スタックでリソースをマッピングする方法を確認しました。ま
た、入力パラメーターについて説明し、テンプレートからスタックを作成するときに特定の値を渡す方法
についても説明しました。このセクションでは、リソースとパラメーターについて詳しく説明します。さ
らに、テンプレートのその他のコンポーネントについても説明します。これにより、これらのコンポーネ
ントを組み合わせて使用して、目的の AWS リソースを生成するテンプレートを作成できるようになりま
す。

AWS CloudFormation テンプレートとは？
テンプレートとは、スタックを構成する AWS リソースの宣言です。テンプレートはテキストファイルと
して保存され、そのフォーマットは JavaScript Object Notation (JSON) または YAML の標準に準拠してい
ます。テキストファイルであるため、どのテキストエディタでも作成および編集でき、他のすべてのソー
スコードとともにソースコード管理システム内で管理することができます。テンプレート形式の詳細につ
いては、「AWS CloudFormation テンプレート形式 (p. 261)」を参照してください。
テンプレートで、作成および設定したい AWS リソースを宣言します。オブジェクトを、名前と値のペア
として、または囲まれた子オブジェクトを持つ名前のペアとして宣言します。構文は、使用する形式に
よって異なります。詳細については、「テンプレートの分析 (p. 262)」を参照してください。最上位オブ
ジェクトのうち必須項目は Resource オブジェクトのみです。このオブジェクトでは、リソースを少なく
とも 1 つ宣言する必要があります。まず、リソース宣言を 1 つだけ含む Resource オブジェクトを使用し
て、最も基本的なテンプレートを作成しましょう。

Resources: Hello Bucket!
Resource オブジェクトには、リソースオブジェクトのリストが含まれます。リソース宣言には、子オブ
ジェクトとして宣言されるリソースの属性が含まれます。リソースには、作成する AWS リソースの種類
を定義する Type 属性が必要です。Type 属性には、以下のような特別なフォーマットを使用します。
AWS::ProductIdentifier::ResourceType
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たとえば、Amazon S3 バケットのリソースタイプは AWS::S3::Bucket となります。リソースタイプの一
覧については、「テンプレートリファレンス (p. 756)」を参照してください。
基本的なテンプレートを見てみましょう。以下のテンプレートでは、AWS::S3::Bucket:タイプで
HelloBucket という名前の単一のリソースを宣言しています。

JSON
{

}

"Resources" : {
"HelloBucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket"
}
}

YAML
Resources:
HelloBucket:
Type: AWS::S3::Bucket

このテンプレートを使用してスタックを作成すると、AWS CloudFormation は Amazon S3 バケットを
作成します。CloudFormation ではデフォルト設定を使用してバケットを作成できるため、バケットの作
成は簡単です。Amazon EC2 Auto Scaling グループや EC2 インスタンスのようなその他のリソースの場
合、CloudFormation はさらに多くの情報を必要とします。リソース宣言では、Properties 属性を使用
して、リソースの作成に使用する情報を指定します。
リソースタイプに応じて、必須のプロパティ (AWS::EC2::Instance リソースの ImageId プロパティ
など) と、オプションのプロパティがあります。AWS::S3::Bucket リソースの AccessControl プ
ロパティなどのようにデフォルト値が決まっているプロパティの場合、値の指定はオプションで
す。AWS::S3::Bucketリソースの WebsiteConfiguration プロパティなど、必須ではないものの、機能を
追加するために使用できるものもあります。このようなプロパティについては、必要に応じて値は設定し
てもしなくてもかまいません。上記の例では、AWS::S3::Bucket リソースにはオプションのプロパティ
しかなく、ここではオプション機能は必要ないため、デフォルトをそのまま使用し、Properties 属性は省
略します。
各リソースタイプのプロパティについては、「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレン
ス (p. 756)」の各トピックを参照してください。

リソースのプロパティとリソースの同時使用
通常、リソースのプロパティは文字列値です。たとえば以下のテンプレートでは、バケットの
AccessControl プロパティに既定 ACL (PublicRead) を指定しています。

JSON
{

}

"Resources" : {
"HelloBucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket",
"Properties" : {
"AccessControl" : "PublicRead"
}
}
}
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YAML
Resources:
HelloBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
AccessControl: PublicRead

リソースによっては複数のプロパティを持つものがあります。また、プロパティによっては 1 つまたは
複数のサブプロパティを持つものがあります。例えば、AWS::S3::Bucket リソースには、AccessControl
と WebsiteConfiguration の 2 つのプロパティがあります。さらに、WebsiteConfiguration プロパティに
は、IndexDocument と ErrorDocument の 2 つのサブプロパティがあります。次のテンプレートは、追加
のプロパティを含む元のバケットリソースを示しています。

JSON
{

}

"Resources" : {
"HelloBucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket",
"Properties" : {
"AccessControl" : "PublicRead",
"WebsiteConfiguration" : {
"IndexDocument" : "index.html",
"ErrorDocument" : "error.html"
}
}
}
}

YAML
Resources:
HelloBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
AccessControl: PublicRead
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html

テンプレートと CloudFormation の最大の利点の 1 つは、アプリケーションまたはソリューションを作成
するために連携するリソースのセットを作成できることにあります。テンプレート内でリソース用に使用
される名前は、論理名です。CloudFormation は、リソースを作成するときに、論理名、スタック名、およ
び一意の ID の組み合わせに基づいた物理的な名前を生成します。
では、他のリソースの名前やプロパティに基づいてリソースにどのようにプロパティを設定するのでしょ
うか。例えば、S3 バケットに基づく CloudFront ディストリビューションまたは EC2 セキュリティグ
ループを使用する EC2 インスタンスを作成できます。これらのリソースはすべて同じテンプレートで作
成できます。CloudFormation には複数の組み込み関数が用意されており、これらを使用して他のリソー
スやプロパティを参照できます。Ref 関数 (p. 6695)を使用すると、リソースの識別プロパティを参照
できます。通常、これは、リソースの物理名です。ただし、AWS::EC2::EIP リソースの IP アドレスや
Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) などの識別子を使用することもできます。Ref
関数から返される値の一覧については、「Ref 関数 (p. 6695)」を参照してください。次のテンプレートに
は、AWS::EC2::Instance リソースが含まれています。リソースの SecurityGroups プロパティは、Ref 関
数を呼び出して、AWS::EC2::SecurityGroupリソースの InstanceSecurityGroup を参照します。
API バージョン 2010-05-15
26

AWS CloudFormation ユーザーガイド
リソースのプロパティとリソースの同時使用

JSON
{

}

"Resources": {
"Ec2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "InstanceSecurityGroup"
}
],
"KeyName": "mykey",
"ImageId": ""
}
},
"InstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
Ec2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
SecurityGroups:
- !Ref InstanceSecurityGroup
KeyName: mykey
ImageId: ''
InstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0

SecurityGroups プロパティはセキュリティグループのリストです。次の例では、リストに項目が 1 つだけ
含まれています。次のテンプレートの SecurityGroups のプロパティリストには、その他の項目が含まれて
います。

JSON
{
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}

"Resources": {
"Ec2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "InstanceSecurityGroup"
},
"MyExistingSecurityGroup"
],
"KeyName": "mykey",
"ImageId": "ami-7a11e213"
}
},
"InstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
Ec2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
SecurityGroups:
- !Ref InstanceSecurityGroup
- MyExistingSecurityGroup
KeyName: mykey
ImageId: ami-7a11e213
InstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0

MyExistingSecurityGroup は、テンプレートで宣言されるセキュリティグループの代わりに既存の EC2 セ
キュリティグループを参照する文字列です。既存の AWS リソースを参照するには、リテラル文字列を使
用します。
上の例で、AWS::EC2::Instance の KeyName プロパティは、リテラル文字列 mykey です。これは、名前
が mykey のキーペアが、スタックが作成されるリージョンに存在する必要があることを意味します。キー
ペアがない場合、スタックの作成は失敗します。使用できるキーペアは、スタックを作成するリージョン
によって異なります。他のユーザーとテンプレートを共有すると、そのユーザーは自分の AWS アカウン
トでテンプレートを使用できるようになります。その場合、スタックを作成する際にキーペアの名前を指
定できるように、入力パラメーターを使用できます。Ref 関数は、スタックの作成時に指定された入力パ
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ラメーターを参照できます。次のテンプレートには、AWS::EC2::Instance リソースの KeyName プロ
パティを指定するために使用される、KeyName パラメータを含む Parameters オブジェクトが追加されて
います。パラメータータイプは AWS::EC2::KeyPair::KeyName です。アカウントおよびスタックが作
成されるリージョンの有効なキーペア名を確実に指定できます。

JSON
{

}

"Parameters": {
"KeyName": {
"Description": "The EC2 Key Pair to allow SSH access to the instance",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
}
},
"Resources": {
"Ec2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "InstanceSecurityGroup"
},
"MyExistingSecurityGroup"
],
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"ImageId": "ami-7a11e213"
}
},
"InstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
}
}

YAML
Parameters:
KeyName:
Description: The EC2 Key Pair to allow SSH access to the instance
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
Resources:
Ec2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
SecurityGroups:
- !Ref InstanceSecurityGroup
- MyExistingSecurityGroup
KeyName: !Ref KeyName
ImageId: ami-7a11e213
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InstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0

Ref 関数はリソースに対して返されるパラメーターまたは値が目的の値そのものである場合に便利です
が、リソースの他の属性が必要になる場合もあります。たとえば、S3 オリジンを含む CloudFront ディス
トリビューションを作成するには、DNS 形式のアドレスを使用してバケットの場所を指定する必要があり
ます。いくつかのリソースには、その値をテンプレートで使用できる追加の属性があります。にこれらの
属性を取得するには、Fn::GetAtt (p. 6676) 関数を使用します。次のテンプレートで作成する CloudFront
ディストリビューションリソースは、バケットの DomainName 属性を取得する Fn::GetAtt 機能を使用し
て S3 バケットリソースの DNS 名を指定しています。

JSON
{

}

"Resources": {
"myBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"myDistribution": {
"Type": "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties": {
"DistributionConfig": {
"Origins": [
{
"DomainName": {
"Fn::GetAtt": [
"myBucket",
"DomainName"
]
},
"Id": "myS3Origin",
"S3OriginConfig": {}
}
],
"Enabled": "true",
"DefaultCacheBehavior": {
"TargetOriginId": "myS3Origin",
"ForwardedValues": {
"QueryString": "false"
},
"ViewerProtocolPolicy": "allow-all"
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
myBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
myDistribution:
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Type: 'AWS::CloudFront::Distribution'
Properties:
DistributionConfig:
Origins:
- DomainName: !GetAtt
- myBucket
- DomainName
Id: myS3Origin
S3OriginConfig: {}
Enabled: 'true'
DefaultCacheBehavior:
TargetOriginId: myS3Origin
ForwardedValues:
QueryString: 'false'
ViewerProtocolPolicy: allow-all

Fn::GetAtt 関数は、2 つのパラメーターを受け取ります。1 つはリソースの論理名、もう 1 つは取得する
属性の名前です。リソースで使用可能な属性の完全な一覧については、「Fn::GetAtt (p. 6676)」を参照し
てください。Fn::GetAtt 関数では、2 つのパラメーターが配列として指定されています。複数のパラメー
ターを受け取る関数に対しては、配列を使用してパラメーターを指定します。

入力パラメーターを使用したユーザー入力の取得
ここまで、リソースについて説明するとともに、テンプレート内でリソースを組み合わせて使用する方法
についても説明してきました。入力パラメーターを参照する方法については説明しましたが、入力パラ
メーターを定義する方法についてはまだ詳しく説明していません。ここでは、パラメーター宣言について
説明し、ユーザー入力を制限する方法と検証する方法について説明します。
パラメーターは、テンプレートの Parameters オブジェクト内で宣言します。パラメーターは、値と値に
対する制約を定義する属性のリストを含みます。唯一の必須属性は Type で、String、Number、または
AWS 固有タイプのいずれかを指定します。さらに、Description 属性を追加して、どのような値を指定
する必要があるかをユーザーに示すこともできます。パラメーターの名前と説明は、ユーザーが [Create
Stack] ウィザードでテンプレートを使用するときに [Specify Parameters] ページに表示されます。
次のテンプレートフラグメントは、上記の [Specify Parameters] ページに使用されるパラメーターを宣言
する Parameters オブジェクトです。

JSON
"Parameters": {
"KeyName": {
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access into the
WordPress web server",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
},
"WordPressUser": {
"Default": "admin",
"NoEcho": "true",
"Description" : "The WordPress database admin account user name",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*"
},
"WebServerPort": {
"Default": "8888",
"Description" : "TCP/IP port for the WordPress web server",
"Type": "Number",
"MinValue": "1",
"MaxValue": "65535"
}
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}

YAML
Parameters:
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access into the WordPress
web server
Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
WordPressUser:
Default: admin
NoEcho: true
Description: The WordPress database admin account user name
Type: String
MinLength: 1
MaxLength: 16
AllowedPattern: "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*"
WebServerPort:
Default: 8888
Description: TCP/IP port for the WordPress web server
Type: Number
MinValue: 1
MaxValue: 65535

デフォルト値を持つパラメータについては、ユーザーが別の値を指定しない限り、CloudFormation でデ
フォルト値が使用されます。デフォルト属性を除外すると、そのパラメーターの値はユーザーが指定する
必要があります。ただし、ユーザーが指定した値が有効である保証はありません。パラメータの値を検証
するには、制限を宣言するか、AWS 固有のパラメータタイプを指定することができます。
KeyName 属性は、Default にはなく、その他のパラメーターにはあります。たとえ
ば、WordPressUser 属性は、Default: admin パラメーターにはありますが、KeyName パラメーター
にはありません。ユーザーは、スタックの作成時にキー名の値を指定する必要があります。指定しない
と、CloudFormation ではスタックを作成できないため、例外として Parameters: [KeyName] must
have values がスローされます。
AWS 固有のパラメータについては、ユーザーの AWS アカウントまたはスタックを作成するリージョンの
既存の値と照らし合わせて入力値が正しいかどうかが、スタックリソースの作成前に CloudFormation で
検証されます。サンプルテンプレートでは、KeyName パラメータは AWS 固有のパラメータタイプであ
る AWS::EC2::KeyPair::KeyName です。CloudFormation では、スタックを作成する前に、ユーザー
が指定した EC2 キーペア名が有効であるかどうかを確認します。AWS 固有のパラメータタイプの別の
例は、AWS::EC2::VPC::Id です。このタイプでは、ユーザーが有効な VPC ID を指定する必要があり
ます。事前の確認に加えて、ユーザーが [Create Stack (スタックを作成)] ウィザードを使用するときに
も、AWS 固有のパラメータータイプの有効な値 (EC2 キーペア名や VPC ID など) のドロップダウンリス
トが AWS コンソールに表示されます。
String タイプについて
は、MinLength、MaxLength、Default、AllowedValues、AllowedPattern の各属性を使用して制
約を宣言できます。上の例では、WordPressUser パラメーターに 3 つの制約があります。パラメーター
値は長さが 1～16 文字であること (MinLength、MaxLength)、先頭が文字でその後に文字と数値の任意
の組み合わせが続くこと (AllowedPattern) です。
Number タイプについては、制約として MinValue、MaxValue、Default、AllowedValues を宣言で
きます。数字には、整数または浮動小数点値を指定できます。上の例では、WebServerPort パラメー
ターは 1～65535 の範囲内の数値である必要があります (MinValue、MaxValue)。
このセクションの前の方で、パラメータは、必要である一方でテンプレート自体に組み込むことは避けた
い機密データや実装に固有のデータ (パスワード、ユーザー名など) を指定するのに便利であることを説明
しました。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイベントを
記述するすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメータ値を返します。
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ただし、以下に指定された場所に保存されている情報は除きます。上の例では、WordPressUser パラ
メータ値はスタックの設定を表示している誰に対しても表示されず、その値はアスタリスクとして返され
ます。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。

Mappings を使用した条件値の指定
パラメーターは、スタックリソースのプロパティで使用する一意の値や機密の値をユーザーが指定できる
ようにするための優れた方法です。ただし、リージョンに依存する設定や、他の条件や依存関係のため
にユーザーにとってわかりにくい設定がある場合もあります。このような場合は、テンプレート自体にロ
ジックを組み込むことにより、ユーザーがより単純な指定するだけで (またはユーザーが値を指定する必
要なく)、目的の結果を得られるようにすることができます。前の例では、EC2 インスタンスの ImageId
プロパティに対して AMI ID がハードコーディングされていました。これは、目的の AMI を表す米国東部
リージョンでは正常に動作します。ただし、ユーザーが別のリージョンでスタックを構築しようとする
と、誤った AMI が得られるか、または AMI がまったく得られない結果になります。(AMI ID はリージョン
に固有のため、異なるリージョンの同じ AMI ID が任意の AMI やまったく異なる AMI を表すとは限りませ
ん)。
この問題を回避するには、条件入力 (この例では、スタックが作成されるリージョン) に基づいて適切
な AMI ID を指定する方法が必要です。そのためのテンプレート機能として、Mappings オブジェクトと
AWS::Region 擬似パラメーターの 2 つがあります。
AWS::Region 擬似パラメータは、 にCloudFormationよってスタックが作成されるリージョンとし
て解決される値です。擬似パラメータは、スタックの作成時に CloudFormation によって解決され
ます。Mappings を使用すると、別の値を判定する条件として入力値を使用できます。スイッチス
テートメントと同様、マッピングによって値のセットを別の値のセットに関連付けることができま
す。AWS::Region パラメーターをマッピングとともに使用することで、リージョンに適した AMI ID が
指定されることを保証できます。次のテンプレートの Mappings オブジェクトには、AMI ID を適切なリー
ジョンにマッピングするために使用される、RegionMap という名前のマッピングが含まれています。

JSON
{

"Parameters": {
"KeyName": {
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance",
"Type": "String"

API バージョン 2010-05-15
33

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Mappings を使用した条件値の指定

}

}
},
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-east-1": {
"AMI": "ami-76f0061f"
},
"us-west-1": {
"AMI": "ami-655a0a20"
},
"eu-west-1": {
"AMI": "ami-7fd4e10b"
},
"ap-southeast-1": {
"AMI": "ami-72621c20"
},
"ap-northeast-1": {
"AMI": "ami-8e08a38f"
}
}
},
"Resources": {
"Ec2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"RegionMap",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"AMI"
]
},
"UserData": {
"Fn::Base64": "80"
}
}
}
}

YAML
Parameters:
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance
Type: String
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
AMI: ami-76f0061f
us-west-1:
AMI: ami-655a0a20
eu-west-1:
AMI: ami-7fd4e10b
ap-southeast-1:
AMI: ami-72621c20
ap-northeast-1:
AMI: ami-8e08a38f
Resources:
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Ec2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
KeyName: !Ref KeyName
ImageId: !FindInMap
- RegionMap
- !Ref 'AWS::Region'
- AMI
UserData: !Base64 '80'

RegionMap 内では、各リージョンが名前と値のペアにマッピングされます。名前と値のペアは、ラベ
ルとマッピングする値から構成されます。RegionMap では、AMI がラベルであり、AMI ID が値です。
マップを使用して値を返すには、Fn::FindInMap (p. 6674) 関数を使用して、マップの名前、マッピングさ
れた値を見つけるための値、および取得するマッピングされた値のラベルを渡します。 上の例のリソー
ス Ec2Instance の ImageId プロパティでは、Fn::FindInMap 関数を使用して値を判定しています。関数
には、使用するマップとして RegionMap が指定され、マッピング元の入力値として AWS::Region が指
定されています。さらに、マッピング先の値を識別するためのラベルとして AMI が指定されています。
例えば、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンでこのテンプレートを使用してスタックを作成した場
合、ImageId は ami-655a0a20 に設定されます。

Tip
AWS::Region 擬似パラメーターを使用すると、スタックが
作成されるリージョンを取得できます。いくつかのリソース
(AWS::EC2::Instance、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup、AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
など) にはアベイラビリティーゾーンを指定するプロパティがあります。Fn::GetAZs 関
数 (p. 6678)を使用すると、リージョンでのすべてのアベイラビリティーゾーンのリストを取得で
きます。

構築された値および出力値
パラメーターとマッピングはスタックの作成時に特定の値を渡したり判定したりするのに優れた
方法ですが、パラメーターまたはその他のリソース属性からの値が目的とする値の一部分のみを表
すこともあります。例えば、次の WordPress テンプレートのフラグメントでは、Fn::Join 関数を
使用して WebServerPort パラメータと他のリテラル文字列を連結して目的の値を生成すること
で、ElasticLoadBalancer リソースの HealthCheck プロパティの Target サブプロパティを構築し
ています。

JSON
{

"Resources": {
"ElasticLoadBalancer": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"AvailabilityZones": {
"Fn::GetAZs": ""
},
"Instances": [
{
"Ref": "Ec2Instance1"
},
{
"Ref": "Ec2Instance2"
}
],
"Listeners": [
{
"LoadBalancerPort": "80",
"InstancePort": {
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"Ref": "WebServerPort"
},
"Protocol": "HTTP"

}

}

}

}

}
],
"HealthCheck": {
"Target": {
"Fn::Join": [
"",
[
"HTTP:",
{
"Ref": "WebServerPort"
},
"/"
]
]
},
"HealthyThreshold": "3",
"UnhealthyThreshold": "5",
"Interval": "30",
"Timeout": "5"
}

YAML
Resources:
ElasticLoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer'
Properties:
AvailabilityZones: !GetAZs ''
Instances:
- !Ref Ec2Instance1
- !Ref Ec2Instance2
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: !Ref WebServerPort
Protocol: HTTP
HealthCheck:
Target: !Join
- ''
- - 'HTTP:'
- !Ref WebServerPort
- /
HealthyThreshold: '3'
UnhealthyThreshold: '5'
Interval: '30'
Timeout: '5'

Fn::Join 関数は、連結する値を区切る区切り記号と、目的の順序で記述された値の配列の 2 つのパラメー
ターを受け取ります。上の例の Fn::Join 関数では、区切り文字として空の文字列が指定され、連結する値
として HTTP:、WebServerPort パラメーターの値、および文字 / が指定されています。WebServerPort の
値が 8888 であった場合、Target プロパティは次の値に設定されます。
HTTP:8888/

Fn::Join 関数は、スタックの出力値を宣言する場合にも有用です。テンプレートの Outputs オブジェクト
には、スタックが作成された後に利用可能にする値の宣言を含めます。出力は、リソースや入力パラメー
API バージョン 2010-05-15
36

AWS CloudFormation ユーザーガイド
構築された値および出力値

ターについての重要な情報をキャプチャするのに便利な方法です。たとえば、WordPress テンプレートで
は、次の Outputs オブジェクトが宣言されています。

JSON
"Outputs": {
"InstallURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"http://",
{
"Fn::GetAtt": [
"ElasticLoadBalancer",
"DNSName"
]
},
"/wp-admin/install.php"
]
]
},
"Description": "Installation URL of the WordPress website"
},
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"http://",
{
"Fn::GetAtt": [
"ElasticLoadBalancer",
"DNSName"
]
}
]
]
}
}
}

YAML
Outputs:
InstallURL:
Value: !Join
- ''
- - 'http://'
- !GetAtt
- ElasticLoadBalancer
- DNSName
- /wp-admin/install.php
Description: Installation URL of the WordPress website
WebsiteURL:
Value: !Join
- ''
- - 'http://'
- !GetAtt
- ElasticLoadBalancer
- DNSName
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各出力値に対し、名前、出力値として返される値の宣言を含む Value 属性、およびオプションで値の
説明を定義します。前の例の InstallURL は、Fn::Join 関数呼び出しから返された、http://、リソース
ElasticLoadBalancer の DNS 名、および /wp-admin/install.php を連結した結果の文字列です。出力値は次
の例のようになります。
http://mywptests-elasticl-1gb51l6sl8y5v-206169572.us-east-2.elb.amazonaws.com/wp-admin/
install.php

「はじめに」のチュートリアルでは、作成した WordPress ブログのインストールページに簡単に移動す
るための手段としてこのリンクを使用しました。CloudFormation はスタックの作成が完了した後に出力
値を生成します。出力値を表示するには、CloudFormation コンソールの [Outputs] (出力) タブまたは aws
cloudformation describe-stacks コマンドを使用します。

次のステップ
これまで、テンプレートの基礎と、テンプレートの使用方法について説明してきました。テンプレートに
ついて、以下のことを学習しました。
• リソースおよびプロパティの宣言
• Ref 関数を使用して他のリソースを参照する方法と、Fn::GetAtt 関数を使用してリソース属性を参照す
る方法。
• パラメータを使用してスタックの作成時にユーザーが値を指定できるようにする方法と、制約を使用し
てパラメータ入力を検証する方法。
• マッピングを使用して条件値を判定する方法。
• Fn::Join 関数を使用して、パラメータ、リソース属性、およびその他の文字列に基づいて値を生成する
方法。
• 出力値を使用してスタックのリソースに関する情報をキャプチャする方法
テンプレート内の 2 つの最上位オブジェクト (AWSTemplateFormatVersion および Description) について
は触れませんでした。AWSTemplateFormatVersion は、単にテンプレートフォーマットのバージョンで
す。これを指定しない場合、CloudFormation は最新バージョンを使用します。
説明は、有効な JSON または YAML の文字列です。この説明は、[Create Stack] ウィザードの [Specify
Parameters] ページに表示されます。詳細については、形式バージョン (p. 265) および 説明 (p. 265)
を参照してください。
もちろん、より高度なテンプレート機能やスタック機能があります。いくつかの重要な機能を次に示しま
す。
すべてのリソースで使用できるオプション属性:
• DependsOn 属性 (p. 6633): あるリソースに続けて別のリソースを作成する必要があることを指定でき
ます。
• DeletionPolicy 属性 (p. 6631): リソースの削除を CloudFormation でどのように処理するかを指定できま
す。
• Metadata (p. 6639) 属性: リソースを含む構造化データを指定できます。
AWS::CloudFormation::Stack: テンプレート内に別のスタックをリソースとしてネストできます。

チュートリアル: スタックの更新
AWS CloudFormation では、既存のスタックのリソースのプロパティを更新できます。単純な設定の変更
(CloudWatch アラームのしきい値を変更するなど) から、もっと複雑な変更 (Amazon EC2 インスタンスで
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実行されている Amazon マシンイメージ (AMI) を更新するなど) まで、変更は多岐にわたります。テンプ
レート内の AWS リソースは、その多くが更新に対応しているため、継続的に機能を拡充していくことが
可能です。
このセクションでは、実行されているスタックのアップデートのシンプルな進行過程について説明しま
す。テンプレートを使用して、実行中のソフトウェアのバージョン管理と同様に、AWS インフラストラ
クチャの構成にもバージョン管理システムを使用できることを説明します。以下の手順について説明しま
す。
1. 初期スタックの作成 (p. 46) — 基本の Amazon Linux AMI を使用してスタックを作成し、AWS
CloudFormation ヘルパースクリプトを使用して Apache Web Server と単純な PHP ウェブアプリケー
ションをインストールします。
2. アプリケーションの更新 (p. 46)—アプリケーション内のファイルのいずれかを更新
し、CloudFormation を使用してソフトウェアをデプロイします。
3. インスタンスタイプのアップデート (p. 49)。基盤となる Amazon EC2 インスタンスのインスタンス
タイプを変更します。
4. Amazon EC2 インスタンス上の AMI の更新 (p. 51)。スタック内の Amazon EC2 インスタンスの
Amazon マシンイメージ (AMI) を変更します。
5. インスタンスへのキーペアの追加 (p. 52)—インスタンスに Amazon EC2 キーペアを追加してから、
セキュリティグループを更新して、インスタンスへの SSH アクセスを許可します。
6. スタックのリソースの変更 (p. 53)。テンプレートを更新することでスタックのリソースを追加およ
び削除し、自動スケーリングされ負荷分散されるアプリケーションに変換します。

単純なアプリケーション
まず、このセクション全体で使用するスタックを作成します。Apache Web Server でホストされ Amazon
Linux Linux AMI 上で実行される単一のインスタンス PHP ウェブアプリケーションを起動する単純なテン
プレートが用意されています。
Apache Web Server、PHP、および単純な PHP アプリケーションはすべて、Amazon Linux Linux AMI に
デフォルトでインストールされている CloudFormation ヘルパースクリプトによってインストールされま
す。以下のテンプレートスニペットには、インストールするパッケージとファイルを記述するメタデー
タが表示されています。この場合は、Amazon Linux Linux AMI の Yum リポジトリからの Apache Web
Server と PHP 実行環境です。またこのスニペットには、Apache Web Server の実行を確認する Service
セクションが含まれています。Amazon EC2 インスタンス定義の Properties セクションでは、UserData
プロパティに、パッケージとファイルをインストールするための cfn-init を呼び出す CloudInit スクリプト
が含まれています。

"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
"packages" : {
"yum" : {
"httpd"
: [],
"php"
: []
}
},
"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"<?php\n",
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP application</h1>';\n",
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"echo '<p>", { "Ref" : "WelcomeMessage" }, "</p>';\n",
"?>\n"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "apache",
"group"
: "apache"
},

},
:

}
},

}

"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}

"Properties": {
:
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
:

}

"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
:
]]}}

},

アプリケーション自体は 2 行の「Hello, World」サンプルで、その全体がテンプレート内で定義されていま
す。実際のアプリケーションの場合、ファイルは、Amazon S3、GitHub、または別のリポジトリに保存さ
れ、テンプレートから参照される場合があります。CloudFormation は、パッケージ (RPM や RubyGems
など) をダウンロードし、個々のファイルを参照し、.zip および .tar ファイルを展開して、Amazon
EC2 インスタンス上にアプリケーションアーティファクトを作成できます。
テンプレートは cfn-hup デーモンを有効化して設定し、Amazon EC2 インスタンスのメタデータ内で定義
された設定への変更をリッスンします。cfn-hup デーモンを使用することで、Apache や PHP のバージョ
ンなどのアプリケーションソフトウェアをアップデートしたり、または AWS CloudFormation から PHP
アプリケーションファイル自体を更新したりすることができます。テンプレートの同じ Amazon EC2 リ
ソースから取り出した以下のスニペットには、メタデータへの変更が検出されたときにソフトウェアを
アップデートする cfn-init を呼び出す cfn-hup を設定するために必要な部分が示されています。

"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
:
"files" : {
:
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"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackName" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.WebServerInstance.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -s ", { "Ref" : "AWS::StackId" }, " -r
WebServerInstance ",
" --region
", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
:
},
"Properties": {
:
"UserData"

: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [

:
"# Start up the cfn-hup daemon to listen for changes to the Web Server metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-hup || error_exit 'Failed to start cfn-hup'\n",

}

:
]]}}

},

最後に Amazon EC2 セキュリティグループを作成すれば、スタックの完成です。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template: Sample template that can be used to
test EC2 updates. **WARNING** This template creates an Amazon Ec2 Instance. You will be
billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
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"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"

}

],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."

},

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch"
"t2.nano"
: { "Arch"
"t2.micro"
: { "Arch"
"t2.small"
: { "Arch"
"t2.medium"
: { "Arch"
"t2.large"
: { "Arch"
"m1.small"
: { "Arch"
"m1.medium"
: { "Arch"
"m1.large"
: { "Arch"
"m1.xlarge"
: { "Arch"
"m2.xlarge"
: { "Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
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"m2.2xlarge"
"m2.4xlarge"
"m3.medium"
"m3.large"
"m3.xlarge"
"m3.2xlarge"
"m4.large"
"m4.xlarge"
"m4.2xlarge"
"m4.4xlarge"
"m4.10xlarge"
"c1.medium"
"c1.xlarge"
"c3.large"
"c3.xlarge"
"c3.2xlarge"
"c3.4xlarge"
"c3.8xlarge"
"c4.large"
"c4.xlarge"
"c4.2xlarge"
"c4.4xlarge"
"c4.8xlarge"
"g2.2xlarge"
"g2.8xlarge"
"r3.large"
"r3.xlarge"
"r3.2xlarge"
"r3.4xlarge"
"r3.8xlarge"
"i2.xlarge"
"i2.2xlarge"
"i2.4xlarge"
"i2.8xlarge"
"d2.xlarge"
"d2.2xlarge"
"d2.4xlarge"
"d2.8xlarge"
"hi1.4xlarge"
"hs1.8xlarge"
"cr1.8xlarge"
"cc2.8xlarge"
},

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVMG2"
"HVMG2"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64"
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64"
"us-west-1"
: {"HVM64"
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64"
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64"
"eu-west-3"
: {"HVM64"
"eu-central-1"
: {"HVM64"
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64"
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64"
"ap-northeast-3"
: {"HVM64"
"ap-southeast-1"
: {"HVM64"
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64"
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
: {"HVM64"
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
}

: "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
: "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
: "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
: "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
: "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
: "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
: "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
: "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
: "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
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}

"us-east-2"
"ca-central-1"
"sa-east-1"
"cn-north-1"
"cn-northwest-1"

:
:
:
:
:

{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"

:
:
:
:
:

"ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

},

"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple
"AWS::CloudFormation::Init" :
"config" : {
"packages" : {
"yum" : {
"httpd"
:
"php"
:
}
},

PHP application",
{

[],
[]

"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"<?php\n",
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP application</h1>';\n",
"?>\n"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "apache",
"group"
: "apache"
},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackId" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.WebServerInstance.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -s ", { "Ref" : "AWS::StackId" }, " -r
WebServerInstance ",
" --region
", { "Ref" :
"AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true",
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reloader.conf"]}
}
}
}
}
},

"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf", "/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-

"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"# Start up the cfn-hup daemon to listen for changes to the Web Server

metadata\n",

"/opt/aws/bin/cfn-hup || error_exit 'Failed to start cfn-hup'\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

]]}}
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT5M"
}
}
},

"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80", "CidrIp" :
"0.0.0.0/0"}
]
}
}
},
"Outputs" : {
"WebsiteURL" : {
"Description" : "Application URL",
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "WebServerInstance",
"PublicDnsName" ]}]] }
}
}

}

この例では単一の Amazon EC2 インスタンスを使用しますが、Elastic Load Balancing や Auto Scaling グ
ループを利用する複雑なソリューションで同じ仕組みを利用して、一連のアプリケーションサーバーを管
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理することもできます。ただし Auto Scaling グループについては注意すべき点があります。詳細について
は、「Auto Scaling グループの更新 (p. 48)」を参照してください。

初期スタックの作成
この例の目的上、AWS Management Console を使用して、サンプルテンプレートから初期スタックを作成
します。

Warning
この手順が完了すると、ライブ AWS サービスがデプロイされます。それらのサービスが実行さ
れている間は、標準使用料が課金されます。

AWS Management Consoleからスタックを作成するには
1.
2.

前のテンプレートをコピーし、お使いのシステムのローカルにテキストファイルとして保存します。
このファイルは後続の手順で必要となるため、保存場所をメモしておいてください。
[https://console.aws.amazon.com/cloudformation] で CloudFormation コンソールにログインします。

3.

[Create New Stack] を選択します。

4.

[新しいスタックの作成] ウィザードの [テンプレートの選択] 画面で、[名前] フィールドに
UpdateTutorial と入力します。同じページで [Upload a template to Amazon S3] (テンプレートを
Amazon S3 にアップロード) を選択し、最初の手順でダウンロードしたファイルを参照して、[Next]
(次へ) を選択します。

5.

[Specify Parameters (パラメータを指定)] 画面の [Instance Type (インスタンスタイプ)] ボックスに
t1.micro と入力します。続いて、[次へ] を選択します。
[Options] (オプション) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。

6.
7.

[Review] (確認) 画面で、意図したとおりの設定になっていることを確認し、[Create] (作成) を選択し
ます。

スタックのステータスが [CREATE_COMPLETE] に変更された後、出力タブに、あなたのウェブサイトの
URL が表示されます。WebsiteURL 出力の値を選択した場合、新しい PHP アプリケーションが実行され
ていることを確認できます。

アプリケーションの更新
スタックをデプロイしたので、今度はアプリケーションを更新してみましょう。アプリケーション
によって出力されるテキストに簡単な変更を加えます。以下のテンプレートスニペットに示したよう
に、index.php ファイルに echo コマンドを追加します。
"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
:
"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"<?php\n",
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP application</h1>';\n",
"echo '<p>Updated version via UpdateStack</p>';\n ",
"?>\n"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "apache",
"group"
: "apache"
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},
:
}
},

テキストエディタを使用して、ローカルに保存したテンプレートファイルを手動で編集します。
次にスタックを更新します。

AWS Management Consoleからスタックを更新するには
1.

[ https://console.aws.amazon.com/cloudformation] で AWS CloudFormation コンソールにログインし
ます。

2.

AWS CloudFormation ダッシュボードで、以前作成したスタックを選択し、[Update Stack] (スタック
の更新) を選択します。

3.

[Update Stack] (スタックの更新) ウィザードの [Select Template] (テンプレートの選択) 画面で
[Upload a template to Amazon S3] (テンプレートを Amazon S3 にアップロード) を選択し、修正した
テンプレートを選択して、[Next] (次へ) を選択します。

4.
5.

[Options] (オプション) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。
スタックポリシーはないので [Next] (次へ) を選択します。オーバーライドポリシーを使用せずにすべ
てのリソースを更新できます。
[Review] (確認) 画面で、すべての設定が意図したとおりになっていることを確認し、[Update] (更新)
を選択します。

6.

AWS Management Consoleからスタックを更新した場合、[Update Stack (スタックの更新)] ウィザードの
[パラメータ] ページに、初期スタックの作成に使用したパラメータが既に設定されていることがわかりま
す。aws cloudformation update-stack コマンドを使用する場合、最初にスタックを作成するとき
に使用したパラメーターに対して必ず同じ値を入力してください。
スタックの状態が UPDATE_COMPLETE になったら、WebsiteURL の出力値を再度選択して、アプリケー
ションに対する変更が反映されていることを確認できます。デフォルトでは、cfn-hup デーモンが 15 分間
隔で実行されます。スタックが更新されてからアプリケーションが変更されるまでに最大 15 分程度かか
る場合があります。
更新された一連のリソースを確認するには、AWS CloudFormation コンソールを使用します。[イベ
ント] タブでスタックイベントに注目してください。この場合は、Amazon EC2 インスタンスのメ
タデータ WebServerInstance が更新されます。また AWS CloudFormation によって他のリソース
(WebServerSecurityGroup) も再評価され、ほかに変更がないことが確認されます。他のスタックリ
ソースは一切変更されていません。AWS CloudFormation によって更新されるスタック内のリソースは、
そのスタックに対する変更の影響を受けるリソースだけです。そうした変更には、プロパティやメタデー
タの変更など直接的なものもあれば、Ref、GetAtt など、組み込みテンプレート関数を介したデータフ
ローや依存関係に起因するものもあります。
単純なアップデート例で必要なプロセスを紹介しましたが、Amazon EC2 インスタンスにデプロイす
るファイルやパッケージに対し、もっと複雑な変更を行うこともできます。たとえば、インスタンスに
MySQL を追加しなければならなくなったとします。MySQL の PHP サポートも必要です。そのための作
業は単に、追加サービスと併せて、必要なパッケージとファイルを設定に追加するだけです。そのうえで
スタックを更新して変更をデプロイすることになります。次のテンプレートスニペットでは、変更箇所を
赤色で示しています。
"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple PHP application",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
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"packages" : {
"yum" : {
"httpd"
"php"
"php-mysql"
"mysql-server"
"mysql-libs"
"mysql"
}
},

:
:
:
:
:
:

[],
[],
[],
[],
[],
[]

:
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true",
"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf", "/etc/cfn/hooks.d/cfn-autoreloader.conf"]},
"mysqld"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}
}
}
},

}

"Properties": {
:
}

CloudFormation のメタデータを更新して、アプリケーションで使用するパッケージを新しいバージョン
に更新できます。これまでの例では、各パッケージのバージョンプロパティが空になっています。この場
合、cfn-init によって最新バージョンのパッケージがインストールされます。
"packages" : {
"yum" : {
"httpd"
"php"
}

: [],
: []

必要であれば、パッケージのバージョン文字列を指定することもできます。以降のスタック更新要求で
バージョン文字列を変更した場合、その新しいバージョンのパッケージがデプロイされます。以下に示し
たのは、RubyGems パッケージのバージョン番号を使用した例です。バージョニングをサポートするパッ
ケージはすべて、特定のバージョンを持つことができます。
"packages" : {
"rubygems" : {
"mysql"
"rubygems-update"
"rake"
"rails"
}
}

:
:
:
:

[],
["1.6.2"],
["0.8.7"],
["2.3.11"]

Auto Scaling グループの更新
テンプレートで Amazon EC2 インスタンスリソースではなく Auto Scaling グループを使用している場合
も、アプリケーションを更新する方法はまったく同じですが、AWS CloudFormation には、Auto Scaling
グループ内の Amazon EC2 インスタンス間で同期やシリアル化を行う手段が用意されていません。各ホス
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ト上の cfn-hup デーモンは個別に実行され、独自のスケジュールでアプリケーションを更新します。イン
スタンス上の設定を cfn-hup を使用して更新する場合、各インスタンスが独自のスケジュールで cfn-hup
フックを実行します。スタック内のインスタンス間の調整機能はありません。開発者は次の点を考慮する
必要があります。
• cfn-hup による変更が、Auto Scaling グループ内のすべての Amazon EC2 インスタンスで同時に実行さ
れた場合、更新中はサービスが利用できなくなることがあります。
• cfn-hup による変更がそれぞれ異なるタイミングで実行された場合、古いバージョンと新しいバージョ
ンのソフトウェアが同時に実行される可能性があります。
これらの問題を回避するには、Auto Scaling グループのインスタンスでローリング更新を強制することを
検討してください。詳細については、「UpdatePolicy 属性 (p. 6639)」を参照してください。

リソースのプロパティの変更
AWS CloudFormation では、スタック内の既存のリソースのプロパティを変更することができます。次の
セクションでは、特定の問題を解決するための各種のアップデートについて説明します。ただし、スタッ
ク内のアップデートをサポートするリソースのすべてのプロパティは、必要に応じて編集することができ
ます。

インスタンスタイプのアップデート
ここまでで構築したスタックは、t1.micro Amazon EC2 インスタンスを使用します。例として、新しく
作成したウェブサイトに、t1.micro インスタンスで処理できる以上のトラフィックが発生しているとしま
す。このため、m1.small Amazon EC2 インスタンスタイプに移行する必要が生じました。インスタンスタ
イプのアーキテクチャーが変わると、異なる AMI でインスタンスが作成されます。テンプレート内でマッ
ピングを調べると、t1.micro と m1.small は両方とも同じアーキテクチャーで、同じ Amazon Linux AMI を
使用していることがわかります。
"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch"
"t2.nano"
: { "Arch"
"t2.micro"
: { "Arch"
"t2.small"
: { "Arch"
"t2.medium"
: { "Arch"
"t2.large"
: { "Arch"
"m1.small"
: { "Arch"
"m1.medium"
: { "Arch"
"m1.large"
: { "Arch"
"m1.xlarge"
: { "Arch"
"m2.xlarge"
: { "Arch"
"m2.2xlarge" : { "Arch"
"m2.4xlarge" : { "Arch"
"m3.medium"
: { "Arch"
"m3.large"
: { "Arch"
"m3.xlarge"
: { "Arch"
"m3.2xlarge" : { "Arch"
"m4.large"
: { "Arch"
"m4.xlarge"
: { "Arch"
"m4.2xlarge" : { "Arch"
"m4.4xlarge" : { "Arch"
"m4.10xlarge" : { "Arch"
"c1.medium"
: { "Arch"
"c1.xlarge"
: { "Arch"
"c3.large"
: { "Arch"
"c3.xlarge"
: { "Arch"
"c3.2xlarge" : { "Arch"
"c3.4xlarge" : { "Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
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"c3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"g2.2xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"g2.8xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"r3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"i2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"d2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hi1.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hs1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cr1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cc2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" }
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64" : "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
"us-west-1"
: {"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64" : "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"eu-west-3"
: {"HVM64" : "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"eu-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64" : "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ap-northeast-3"
: {"HVM64" : "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ap-southeast-1"
: {"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
: {"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
: {"HVM64" : "ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ca-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"sa-east-1"
: {"HVM64" : "ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"cn-north-1"
: {"HVM64" : "ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"cn-northwest-1"
: {"HVM64" : "ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}
}

前のセクションで編集したテンプレートを使用して、インスタンスタイプを変更しましょ
う。InstanceType はテンプレートへの入力パラメータであるため、テンプレートを変更する必要はありま
せん。Stack Update ウィザードの [Specify Parameters] (パラメータを指定) ページでパラメータの値を変
更できます。

AWS Management Consoleからスタックを更新するには
1.

[https://console.aws.amazon.com/cloudformation] で AWS CloudFormation コンソールにログインしま
す。
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2.

CloudFormation ダッシュボードで、以前作成したスタックを選択し、[Update Stack] (スタックの更
新) を選択します。

3.

[Update Stack] (スタックの更新) ウィザードの [Select Template] (テンプレートの選択) 画面で [Use
current template] (現在のテンプレートの使用) を選択して、[Next] (次へ) を選択します。
[詳細の指定] ページの [パラメータを指定] セクションに、初期スタックを作成した際に使用したパラ
メータがあらかじめ入力された状態で表示されます。

4.

[InstanceType] テキストボックスの値を t1.micro から m1.small に変更します。続いて、[Next] を
選択します。

5.

[Options] (オプション) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。

6.

スタックポリシーはないので [Next] (次へ) を選択します。オーバーライドポリシーを使用せずにすべ
てのリソースを更新できます。

7.

[Review] (確認) 画面で、すべての設定が意図したとおりになっていることを確認し、[Update] (更新)
を選択します。

インスタンスを起動および停止することで、EBS-backed Amazon EC2 インスタンスのインスタンスタ
イプを動的に変更できます。AWS CloudFormation は、インスタンスタイプを更新してインスタンスを
再起動することによって変更を最適化しようとします。そのため、インスタンス ID は変更されません。
ただしインスタンスが再開されると、インスタンスのパブリック IP アドレスは変更されます。変更後に
Elastic IP アドレスが正しくバインドされるよう、AWS CloudFormation は Elastic IP アドレスも更新しま
す。AWS CloudFormation コンソールの [Events] タブで変更を見ることができます。
AWS Management Console からインスタンスタイプを確認するには 、 Amazon EC2 コンソールを開き、
そこでインスタンスを探します。

Amazon EC2 インスタンス上の AMI の更新
今度は、インスタンス上で実行されている Amazon マシンイメージ (AMI) の変更方法について見ていきま
す。AMI の変更を開始するにあたり、ここではまず、新しい Amazon EC2 インスタンスタイプ (HVM64
インスタンスタイプである t2.medium など) を使用するようにスタックを更新します。
前のセクションと同様、既存のテンプレートを使用して、サンプルスタックで使用されているインスタン
スタイプを変更します。Stack Update ウィザードの [Specify Parameters] ページで、[ Instance Type] の値
を変更します。
このケースでは、単純にインスタンスの開始と停止によって AMI を変更することはできません。このよう
な変更は、AWS CloudFormation によって不変のリソースプロパティに対する変更とみなされます。不変
のプロパティに変更を加える場合、AWS CloudFormation は、代替リソース (このケースでは、新しい AMI
を実行する新しい Amazon EC2 インスタンス) を起動する必要があります。
新しいインスタンスが実行状態になった後、AWS CloudFormation は、スタック内の他のリソースが新し
いリソースを指し示すように更新します。新しいリソースがすべて作成されると、古いリソースは削除さ
れます。このプロセスを UPDATE_CLEANUP といいます。更新後、スタック内のインスタンスの ID と
アプリケーション URL が変わっています。Event テーブル内のイベントには、"Requested update has a
change to an immutable property and hence creating a new physical resource" という説明が表示され、リ
ソースが置き換えられたことがわかります。
更新対象の AMI に組み込むアプリケーションコードを記述した場合、同じスタック更新メカニズムを使用
して AMI を更新し、新しいアプリケーションをロードすることができます。

スタック上のインスタンスの AMI を更新するには
1.

アプリケーションまたはオペレーティング システムの変更を含んだ新しい AMI を作成します。詳細に
ついては、『Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド』の「独自の AMI の作成」を参照し
てください。

2.

テンプレートに新しい AMI ID を追加します。
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3.

AWS Management Console (「アプリケーションの更新 (p. 46)」を参照) から、または AWS コマ
ンド aws cloudformation update-stack を使用してスタックを更新します。

スタックが更新されると、AMI ID が変更されたことを CloudFormation が検出し、先ほどと同じようにス
タックの更新を開始します。

Auto Scaling グループに必要な Amazon EC2 起動設定の更新
Amazon EC2 インスタンスではなく Auto Scaling グループを使用している場合、実行中のインスタンス
を更新する手順が若干異なります。Auto Scaling リソースでは、Amazon EC2 インスタンスの設定 (イン
スタンスタイプ、AMI ID など) が Auto Scaling 起動設定にカプセル化されています。起動設定の変更方法
は、前のセクションで説明した Amazon EC2 インスタンスリソースに対する変更と同じです。ただし、起
動設定を変更しても、Auto Scaling グループ内の実行中の Amazon EC2 インスタンスにはいずれも、その
変更が反映されません。更新した起動設定が適用されるのは、更新後に作成された新しいインスタンスの
みです。
起動設定の変更を Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスに伝達する場合には、更新の属性を使
用できます。詳細については、「UpdatePolicy 属性 (p. 6639)」を参照してください。

リソースのプロパティの追加
ここまでで、テンプレート内でリソースの既存のプロパティを変更する方法を見てきました。テン
プレート内で元々指定されていなかったプロパティを追加することもできます。これについて学ぶた
め、Amazon EC2 キーペアを既存の EC2 インスタンスに追加し、Amazon EC2 Security Group でポート
22 を開きます。これにより、Secure Shell (SSH) を使用してインスタンスにアクセスできるようになりま
す。

インスタンスへのキーペアの追加
既存の Amazon EC2 インスタンスに SSH アクセスを追加するには
1.

既存の Amazon EC2 キーペアおよび SSH ロケーションの名前を渡すため、テンプレートに 2 つのパ
ラメーターを追加します。
"Parameters" : {
"KeyName" : {
"Description" : "Name of an existing Amazon EC2 key pair for SSH access",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
},
"SSHLocation" : {
"Description" : " The IP address range that can be used to SSH to the EC2
instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
}
:
},

2.

Amazon EC2 インスタンスに KeyName プロパティを追加します。
"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
:
"Properties": {
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:
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
:
}
},

3.

Amazon EC2 セキュリティグループの Ingress ルールに、ポート 22 と SSH ロケーションを追加しま
す。
"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP and SSH",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" : "22", "CidrIp" :
{ "Ref" : "SSHLocation"}},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80", "CidrIp" :
"0.0.0.0/0"}
]
}
},

4.

AWS Management Console (「アプリケーションの更新 (p. 46)」を参照) から、または AWS コマ
ンド aws cloudformation update-stack を使用してスタックを更新します。

スタックのリソースの変更
アプリケーションのニーズは時とともに変化するため、AWS CloudFormation は、スタックを構成するリ
ソースセットの変更を許可します。これを説明するため、「リソースのプロパティの追加 (p. 52)」の単
一インスタンスアプリケーションを例に取り、スタックを更新することで、自動スケーリングされ負荷分
散されるアプリケーションに変換します。
このテンプレートは、Elastic IP アドレスを使用して、シンプルな単一インスタンスの PHP アプリケー
ションを作成するものです。ここでは、更新の際にリソースを変更することで、自動スケーリングされ負
荷分散される、可用性の高いアプリケーションに変換します。
1.

Elastic Load Balancing リソースを追加します。
"ElasticLoadBalancer" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"CrossZone" : "true",
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : "" },
"LBCookieStickinessPolicy" : [ {
"PolicyName" : "CookieBasedPolicy",
"CookieExpirationPeriod" : "30"
} ],
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP",
"PolicyNames" : [ "CookieBasedPolicy" ]
} ],
"HealthCheck" : {
"Target" : "HTTP:80/",
"HealthyThreshold" : "2",
"UnhealthyThreshold" : "5",
"Interval" : "10",
"Timeout" : "5"
}
}
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}

2.

テンプレート内の EC2 インスタンスを Auto Scaling Launch Configuration に変換します。プロパティ
は同一ですので、タイプの名前を変更するだけです。これまでの名前:

"WebServerInstance": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",

先:

"LaunchConfig": {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",

テンプレート内で明確にするため、リソースの名前を WebServerInstance から LaunchConfig に変更
してあります。このため、cfn-init および cfn-hup が参照するリソース名を更新する必要があります
(WebServerInstance を探して LaunchConfig に変更。cfn-signal を除く)。cfn-signal の場合、次のスニ
ペットに示すように、インスタンスではなく、Auto Scaling グループ (WebServerGroup) に対してシ
グナルを送信する必要があります。
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerGroup ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

3.

Auto Scaling Group リソースを追加します。
"WebServerGroup" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : "" },
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "LaunchConfig" },
"MinSize" : "1",
"DesiredCapacity" : "1",
"MaxSize" : "5",
"LoadBalancerNames" : [ { "Ref" : "ElasticLoadBalancer" } ]
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M"
}
},
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingRollingUpdate": {
"MinInstancesInService": "1",
"MaxBatchSize": "1",
"PauseTime" : "PT15M",
"WaitOnResourceSignals": "true"
}
}
}

4.

トラフィックを、ロードバランサーからのインスタンスに絞るよう、Security Group 定義を更新しま
す。
"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
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"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80 locked down to the ELB and
SSH access",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80",
"SourceSecurityGroupOwnerId" : {"Fn::GetAtt" : ["ElasticLoadBalancer",
"SourceSecurityGroup.OwnerAlias"]},
"SourceSecurityGroupName" : {"Fn::GetAtt" : ["ElasticLoadBalancer",
"SourceSecurityGroup.GroupName"]}},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" : "22", "CidrIp" :
{ "Ref" : "SSHLocation"}}
]
}
}

5.

Elastic Load Balancing の DNS Name をアプリケーションの場所として返すために Outputs を更新し
ます。更新前:
"WebsiteURL" : {
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://",
{ "Fn::GetAtt" : [ "WebServerInstance", "PublicDnsName" ]}]]},
"Description" : "Application URL"
}

先:
"WebsiteURL" : {
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://",
{ "Fn::GetAtt" : [ "ElasticLoadBalancer", "DNSName" ]}]]},
"Description" : "Application URL"
}

参考のために、完成したテンプレートを以下に示します。このテンプレートを使用してスタックを更新す
ると、単純な単一インスタンスのアプリケーションが、自動スケーリングされ、負荷分散される、可用性
の高い、マルチ AZ のアプリケーションに変換されます。更新の必要があるリソースのみが変更されます
ので、このアプリケーション用に格納されたデータが存在する場合、それらのデータは変更されません。
これで、ニーズが変化したときにも、AWS CloudFormation を使用してスタックを拡大することができま
す。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template: Sample template that can be used to
test EC2 updates. **WARNING** This template creates an Amazon Ec2 Instance. You will be
billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"KeyName": {
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"SSHLocation" : {
"Description" : " The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
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"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
},
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"
],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
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}

},

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.nano"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m3.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.10xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"g2.2xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"g2.8xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"r3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"i2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"d2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hi1.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hs1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cr1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cc2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" }
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64" : "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
"us-west-1"
: {"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
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"eu-west-1"
:
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
:
"eu-west-3"
:
"eu-central-1"
:
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
:
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
:
"ap-northeast-3"
:
"ap-southeast-1"
:
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
:
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
:
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
:
"ca-central-1"
:
"sa-east-1"
:
"cn-north-1"
:
"cn-northwest-1"
:
}
},

{"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"

:
:
:
:
:

"ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

"Resources" : {
"ElasticLoadBalancer" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"CrossZone" : "true",
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : "" },
"LBCookieStickinessPolicy" : [ {
"PolicyName" : "CookieBasedPolicy",
"CookieExpirationPeriod" : "30"
} ],
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP",
"PolicyNames" : [ "CookieBasedPolicy" ]
} ],
"HealthCheck" : {
"Target" : "HTTP:80/",
"HealthyThreshold" : "2",
"UnhealthyThreshold" : "5",
"Interval" : "10",
"Timeout" : "5"
}
}
},
"WebServerGroup" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : "" },
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "LaunchConfig" },
"MinSize" : "1",
"DesiredCapacity" : "1",
"MaxSize" : "5",
"LoadBalancerNames" : [ { "Ref" : "ElasticLoadBalancer" } ]
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M"
}
},

API バージョン 2010-05-15
58

AWS CloudFormation ユーザーガイド
スタックのリソースの変更
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingRollingUpdate": {
"MinInstancesInService": "1",
"MaxBatchSize": "1",
"PauseTime" : "PT15M",
"WaitOnResourceSignals": "true"
}
}
},
"LaunchConfig": {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple PHP application",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
"packages" : {
"yum" : {
"httpd"
: [],
"php"
: []
}
},
"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"<?php\n",
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP application</h1>';\n",
"echo 'Updated version via UpdateStack';\n ",
"?>\n"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "apache",
"group"
: "apache"
},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackId" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -s ", { "Ref" : "AWS::StackId" }, " -r
LaunchConfig ",
" --region
", { "Ref" :
"AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
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"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true",
"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf", "/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-

reloader.conf"]}
}
}
}
}
},

"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"# Start up the cfn-hup daemon to listen for changes to the Web Server

metadata\n",

"/opt/aws/bin/cfn-hup || error_exit 'Failed to start cfn-hup'\n",

}
},

]]}}

"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerGroup ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80 locked down to the ELB and SSH
access",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80",
"SourceSecurityGroupOwnerId" : {"Fn::GetAtt" : ["ElasticLoadBalancer",
"SourceSecurityGroup.OwnerAlias"]},"SourceSecurityGroupName" : {"Fn::GetAtt" :
["ElasticLoadBalancer", "SourceSecurityGroup.GroupName"]}},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" : "22", "CidrIp" : { "Ref" :
"SSHLocation"}}
]
}
}
},
"Outputs" : {
"WebsiteURL" : {
"Description" : "Application URL",
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "ElasticLoadBalancer",
"DNSName" ]}]] }
}
}

}
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アベイラビリティーと影響に関する検討事項
プロパティによって、スタック内のリソースに異なる影響が及ぼされます。CloudFormation を使用してあ
らゆるプロパティを更新できますが、変更を加える前に、以下の点について検討する必要があります。
1. アップデートによって、リソース自体にどのような影響が与えられるか。 たとえば、アラームのしき
い値を変更すると、アップデート中にアラームが非アクティブになります。既に説明したように、イ
ンスタンスタイプを変更するには、インスタンスをいったん停止して再開する必要があります。AWS
CloudFormation は、基盤となるリソースの更新または変更アクションを使用してリソースに変更を加え
ます。アップデートの影響を理解するには、特定のリソースのドキュメントを参照してください。
2. 変更は可変か不変か。 Amazon EC2 インスタンスでの AMI の変更など、リソースプロパティへの変更
のタイプによっては、基盤となるサービスにサポートされていない場合があります。可変の変更の場
合、CloudFormation は、基盤となるリソースの Update または Modify タイプの API を使用します。不
変のプロパティの変更の場合、CloudFormation は、アップデートされたプロパティを使用して新しいリ
ソースを作成し、古いリソースを削除する前にそれらをスタックにリンクします。CloudFormation はス
タックリソースのダウンタイムを削減しようとしますが、リソースは複数のステップが必要な処理であ
り、ある程度の時間がかかります。スタックの再構成中、アプリケーションは完全には機能しません。
たとえば、要求への応答や、データベースへのアクセスができない可能性があります。

関連リソース
CloudFormation を使用してアプリケーションを開始する方法と、Puppet や Opscode Chef のようなその
他の設定やデプロイメントサービスと統合する方法については、以下のホワイトペーパーをご参照くださ
い。
• AWS CloudFormation によるアプリケーションのブートストラップ
• AWS CloudFormation と Opscode Chef の統合
• AWS CloudFormation と Puppet の統合
このセクションを通じて使用したテンプレートは、「Hello, World」PHP アプリケーションです。テンプ
レートライブラリには、 Amazon ElastiCache キャッシュクラスターの設定の変更に対応するために cfnhup と cfn-init を使用して PHP アプリケーションを ElasticCache と統合する方法 (すべて Update Stack に
より実行可能) を示した、Amazon ElastiCache サンプルテンプレートも含まれています。
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AWS CloudFormation でのセキュリ
ティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内で AWS サービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWSコンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS CloudFormation に適用するコンプライアンスプログラムの詳細につい
ては、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスを参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任はお客様が使用する AWS のサービスによって決まります。
また、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の
要因についても責任を担います。
このドキュメントは、AWS CloudFormation を使用する際に責任共有モデルを適用する方法について
説明します。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成に向けて AWS
CloudFormation を設定する方法について説明します。また、AWS CloudFormation リソースのモニタリン
グや保護に役立つ、他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS CloudFormation でのデータ保護 (p. 62)
• AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)
• AWS CloudTrail による AWS CloudFormation API コールのログ記録 (p. 75)
• AWS CloudFormation のインフラストラクチャセキュリティ (p. 79)
• AWS CloudFormation での耐障害性 (p. 79)
• AWS CloudFormation のコンプライアンス検証 (p. 79)
• AWS CloudFormation での設定と脆弱性の分析 (p. 80)
• AWS CloudFormation のセキュリティのベストプラクティス (p. 80)

AWS CloudFormation でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS CloudFormation のデータ保護に適用されます。このモデルで説明したよ
うに、AWS は、すべての AWS クラウド クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを保護し
ます。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任
があります。このコンテンツには、使用する AWS サービスのセキュリティ設定および管理タスクが含ま
れます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。 欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログの「AWS の責任共有モデルと
GDPR」のブログ記事を参照してください。
データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のユーザーアカウントを AWS Identity
and Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれの職務を遂行
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するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、以下の方法でデータを保護する
ことをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを、AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンドポ
イントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報や重要情報は、タグや 自由形式のフィールド ([名前] フィール
ドなど) に配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS で
AWS CloudFormation または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグ、または名前に使用さ
れる自由形式のフィールドに入力するデータは、請求や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへの URL を指定する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

保管時の暗号化
AWS の責任共有モデルに従って、AWS CloudFormation は保存時に暗号化されたデータを保存します。
アカウントに保存されているデータの暗号化ポリシーとストレージポリシーを設定するのは顧客の責任で
す。たとえば、S3 バケットまたは SNS トピックに保存されているテンプレートやその他のデータについ
ては、保存時の暗号化を有効にすることをお勧めします。同様に、顧客は CloudFormation によってプロ
ビジョニングされるデータストレージシステムの暗号化設定を定義します。

転送時の暗号化
AWS CloudFormation は、責任共有モデルに基づくサービス通信に暗号化されたチャネルを使用します。

インターネットトラフィックのプライバシー
AWS CloudFormation サービス通信は、デフォルトでリージョンまたはアベイラビリティーゾーン間で安
全に暗号化されます。

AWS Identity and Access Management によるアク
セスの制御
AWS Identity and Access Management (IAM) により、IAM ユーザーを作成して、各ユーザーが AWS ア
カウントのどのリソースにアクセスできるかを制御することができます。IAM と AWS CloudFormation
を使用して、スタックテンプレートの表示、スタックの作成、スタックの削除など、ユーザーが AWS
CloudFormation で実行できるアクションを制御できます。
AWS CloudFormation アクションに加えて、各ユーザーが利用できる AWS サービスおよびリソースを管
理できます。この方法で、ユーザーが AWS CloudFormation の使用時にアクセスできるリソースを管理で
きます。たとえば、Amazon EC2 インスタンスを作成できるユーザー、データベースインスタンスを終了
できるユーザ、または VPC を更新できるユーザを指定できます。AWS CloudFormation を使用してそれら
のアクションを実行するときはいつでも同じ権限が適用されます。
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アクセスを制御できる全サービスの詳細については、IAM ユーザーガイド の IAM をサポートする AWS の
サービスを参照してください。
トピック
• AWS CloudFormation アクション (p. 64)
• AWS CloudFormation のリソース (p. 65)
• AWS CloudFormation の条件 (p. 67)
• AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認 (p. 72)
• Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションの認証情報の管理 (p. 73)
• 一時的なアクセス権の付与 (フェデレーションアクセス) (p. 73)
• AWS CloudFormation サービスロール (p. 74)

AWS CloudFormation アクション
AWS アカウントでグループまたは IAM ユーザーを作成するときは、そのグループまたはユーザーと
IAM ポリシーを関連付けることができます。これにより、付与する権限が指定されます。たとえば、
入門レベルの開発者グループを想定してみましょう。入門レベルの開発者がすべて含まれる Junior
application developers グループを作成できます。次に、ユーザーに AWS CloudFormation スタッ
クの表示のみを許可しているポリシーをグループとを関連付けます。このシナリオでは、以下のサンプル
のようなポリシーを使用します。

Example スタック表示アクセス許可を付与するポリシー例
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStackResources"
],
"Resource":"*"
}]

このポリシーは、DescribeStack エレメントにリストされたすべての Action API アクションへのアク
セス許可を付与します。

Important
ステートメントでスタック名または ID を指定しない場合は、* 要素に Resource ワイルドカー
ドを使用してアクションにすべてのリソースを使用するためのアクセス許可も付与する必要があ
ります。
AWS CloudFormation アクションに加えて、スタックを作成または削除する IAM ユーザーには、スタッ
クテンプレートに応じて追加の権限が必要です。たとえば、Amazon SQS キューを説明するテンプレー
トがある場合、ユーザーは、以下のサンプルポリシーに示すように、スタックを正常に作成するために
Amazon SQS アクションに対する当該の権限が必要です。

Example スタックアクションの作成と表示、およびすべての Amazon SQS アクションを付与する
サンプルポリシー
{
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}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sqs:*",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:GetTemplate",
"cloudformation:ValidateTemplate"
],
"Resource":"*"
}]

許可または拒否できるすべての AWS CloudFormation アクションのリストについては、AWS
CloudFormation API Reference を参照してください。

AWS CloudFormation コンソール固有のアクション
AWS CloudFormation コンソールを使用する IAM ユーザーには、AWS Command Line Interface または
AWS CloudFormation API を使用する場合に必要とならない追加の権限が必要です。CLI および API と比
較して、コンソールには追加の権限が必要な追加の機能 (Amazon S3 バケットへのテンプレートアップ
ロード、AWS 固有のパラメータタイプ (p. 295)のドロップダウンリストなど) が備わっています。
次のすべてのアクションで、すべてのリソースに対する権限を付与します。アクションを特定のスタック
またはバケットに制限しないでください。
以下の必須アクションは、AWS CloudFormation コンソールでのみ使用されるため、API リファレンスに
は記載されていません。このアクションにより、ユーザーは Amazon S3 バケットにテンプレートをアッ
プロードできるようになります。
cloudformation:CreateUploadBucket

ユーザーがテンプレートをアップロードするときは、次の Amazon S3 権限が必要です。
s3:PutObject
s3:ListBucket
s3:GetObject
s3:CreateBucket

AWS 固有パラメータタイプ (p. 295)のテンプレートでは、ユーザーには対応する記述用の API コールを
行うためのアクセス権限が必要です。たとえば、テンプレートに AWS::EC2::KeyPair::KeyName パラ
メータータイプが含まれる場合、ユーザーには EC2 DescribeKeyPairs アクション (コンソールがパラ
メータードロップダウンリストの値を取得する方法) をコールするためのアクセス権限が必要です。次の
例は、他のパラメータータイプでユーザーに必要なアクションです。
ec2:DescribeSecurityGroups (for the AWS::EC2::SecurityGroup::Id parameter type)
ec2:DescribeSubnets (for the Subnet::Id parameter type)
ec2:DescribeVpcs (for the AWS::EC2::VPC::Id parameter type)

AWS CloudFormation のリソース
AWS CloudFormation はリソースレベルのアクセス許可をサポートしているため、以下のポリシーに示す
ように、特定のスタックに対するアクションを指定できます。
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Example MyProductionStack に対するスタックアクションの削除と更新を拒否するサンプルポリ
シー
{

*"
}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Deny",
"Action":[
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:UpdateStack"
],
"Resource":"arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/MyProductionStack/
}]

上記のポリシーでは、スタック名の最後にワイルドカードを使用して、完全なスタック ID
(arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/MyProductionStack/
abc9dbf0-43c2-11e3-a6e8-50fa526be49c など) およびスタック名 (MyProductionStack など) に
基づいてスタックの削除と更新を拒否します。
変更セットの作成を AWS::Serverless トランスフォームに許可するには、次の例に示すよう
に、arn:aws:cloudformation:<region>:aws:transform/Serverless-2016-10-31 リソースレ
ベルのアクセス許可をポリシーに含める必要があります。

Example トランスフォームによる変更セットの作成アクションを許可するポリシーの例
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateChangeSet"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:aws:transform/Serverless-2016-10-31"
}]

サービスマネージド型のスタックセットのアクセス許可を付与す
るサンプルポリシー
以下は、サービスマネージド型のスタックセットのアクセス許可をプリンシパルエンティティ (ユー
ザー、ロール、またはグループ) に付与するサンプル IAM ポリシーです。このポリシーを持つユー
ザーは、 Amazon S3 リソースタイプ (AWS:: S3:: *) または AWS::SES::ConfigurationSet
リソースタイプを含むテンプレートを含むスタックセットに対してのみオペレーションを実行で
きます。ID 123456789012 を持つ組織管理アカウントにサインインした場合、ユーザーは、ID
ou-1fsfsrsdsfrewr の OU をターゲットとするスタックセットに対してのみオペレーションを実行で
き、さらに ID 987654321012 の AWS アカウントをターゲットとする ID stack-set-id のスタック
セットに対してのみオペレーションを実行できます。
スタックセットテンプレートに、ポリシーで指定されているリソース以外のリソースタイプが含まれてい
る場合、またはデプロイターゲットが、対応する管理アカウントとスタックセットのポリシーで指定され
ているもの以外の OU またはアカウント ID である場合、スタックセットオペレーションは失敗します。
これらのポリシー制限は、スタックセットオペレーションが us-east-1、us-west-2、または euwest-2 リージョンをターゲットとする場合にのみ適用されます。
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/*",
"arn:aws:cloudformation:*::type/resource/AWS-S3-*",
"arn:aws:cloudformation:us-west-2::type/resource/AWS-SES-ConfigurationSet",
"arn:aws:cloudformation::123456789012:stackset-target/*/ou-1fsfsrsdsfrewr",
"arn:aws:cloudformation::123456789012:stackset-target/stack-setid/987654321012"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase": {
"cloudformation:TargetRegion": [
"us-east-1",
"us-west-2",
"eu-west-1"
]
}
}
}
]
}

AWS CloudFormation の条件
IAM ポリシーでは、必要に応じて、ポリシーを有効にするタイミングを制御する条件を指定できます。た
とえば、特定のテンプレート URL を指定したときにのみ IAM がユーザーにスタックの作成を許可するよ
うに、ポリシーを定義できます。AWS CloudFormation 固有の条件や AWS 全体に対する、ポリシーが有
効でなくなるタイミングを指定する DateLessThan などの条件を定義できます。AWS 全体の条件のリス
トについては、IAM ユーザーガイド の IAM policy elements reference を参照してください。

Note
aws:SourceIp AWS 全体に対する条件を使用しないでください。AWS CloudFormation は
リクエストの送信元 IP アドレスではなく、独自の IP アドレスを使用してリソースをプロビ
ジョニングします。たとえば、スタックを作成する際に、AWS CloudFormation は、EC2 イン
スタンスを起動したり S3 バケットを作成したりするために、CreateStack 呼び出しや aws
cloudformation create-stack コマンドを実行した IP アドレスではなく、その IP アドレス
からリクエストを行います。
次のリストは、AWS CloudFormation 固有の条件要件について説明しています.これらの条件は、ユーザー
がスタックを作成または更新する場合にのみ適用されます。
cloudformation:ChangeSetName
ポリシーに関連付ける AWS CloudFormation 変更セットの名前。この条件を使用して、IAM ユーザー
がどの変更セットを実行、または削除するかを制御します。
cloudformation:ImportResourceTypes
ポリシーに関連付ける、AWS::EC2::Instance などのテンプレートリソースタイプ。この条件を使
用して、IAM ユーザーがスタックにリソースをインポートするときに、操作できるリソースタイプを
指定します。この条件は、ユーザーが ResourcesToImport パラメーターで宣言したリソースタイ
プに対して確認されます。このパラメーターは、現在のところ CLI および API リクエストでのみサ
ポートされています。このパラメータを使用する場合は、インポートオペレーション中にユーザーが
制御するリソースタイプをすべて指定する必要があります。ResourcesToImport パラメータの詳細
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については、AWS CloudFormation API Reference の「CreateChangeSet」アクションを参照してく
ださい。
可能な ResourcesToImport のリストについては、「インポートオペレーションをサポートするリ
ソース」を参照してください。
3 つの部分からなるリソース命名規則を使用して、組織全体のすべてのリソースから個々のリソース
タイプまで、ユーザーが操作できるリソースタイプを指定します。
organization::*
所定の組織のすべてのリソースタイプを指定します。
organization::service_name::*
所定の組織内で指定されたサービスのすべてのリソースタイプを指定します。
organization::service_name::resource_type
特定のリソースタイプを指定します。
次に例を示します。
AWS::*
サポートされているすべての AWS リソースを指定します。
AWS::service_name::*
固有の AWS サービスでサポートされているすべてのリソースを指定します。
AWS::service_name::resource_type
AWS::EC2::Instance (すべての EC2 インスタンス) などの特定の AWS リソースタイプを指定
します。
cloudformation:ResourceTypes
ポリシーに関連付ける AWS::EC2::Instance などのテンプレートリソース。この条件を使用し
て、IAM ユーザーがスタックを作成または更新したときに、操作できるリソースタイプを指定しま
す。この条件は、ユーザーが ResourceTypes パラメーターで宣言したリソースタイプに対して確認
されます。このパラメーターは、現在のところ CLI および API リクエストでのみサポートされていま
す。このパラメーターを使用する場合、ユーザーはそのテンプレートにあるすべてのリソースタイプ
を指定する必要があります。ResourceTypes パラメータの詳細については、AWS CloudFormation
API Reference の「CreateStack」アクションを参照してください。
リソースタイプのリストについては、「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレン
ス (p. 756)」を参照してください。
3 つの部分からなるリソース命名規則を使用して、組織全体のすべてのリソースから個々のリソース
タイプまで、ユーザーが操作できるリソースタイプを指定します。
organization::*
所定の組織のすべてのリソースタイプを指定します。
organization::service_name::*
所定の組織内で指定されたサービスのすべてのリソースタイプを指定します。
organization::service_name::resource_type
特定のリソースタイプを指定します。
次に例を示します。
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AWS::*
サポートされているすべての AWS リソースを指定します。
AWS::service_name::*
固有の AWS サービスでサポートされているすべてのリソースを指定します。
AWS::service_name::resource_type
AWS::EC2::Instance (すべての EC2 インスタンス) などの特定の AWS リソースタイプを指定
します。
Alexa::ASK::*
Alexa スキルキットですべてのリソースタイプを指定します。
Alexa::ASK::Skill
個々の Skill リソースタイプを指定します。
Custom::*
すべてのカスタムリソースを指定します。
カスタムリソースについてさらに詳しくは、「カスタムリソース」を参照してください。
Custom::resource_type
特定のカスタムリソースタイプを指定します。
カスタムリソースについてさらに詳しくは、「カスタムリソース」を参照してください。
cloudformation:RoleARN
ポリシーに関連付ける IAM サービスロールの Amazon リソースネーム (ARN)。この条件を使用し
て、IAM ユーザーがスタックまたは変更セットを操作するとき、どのサービスロールを使用できるか
を制御します。
cloudformation:StackPolicyUrl
ポリシーに関連付ける Amazon S3 スタックポリシーの URL。IAM ユーザーがスタックの作成または
更新アクション時にスタックに関連付けることができるスタックポリシーを制御するには、この条件
を使用します。スタックポリシーの詳細については、「スタックのリソースが更新されないようにす
る (p. 168)」を参照してください。

Note
アップロードしたスタックポリシーを使用した場合のみ IAM ユーザーがスタックを作成また
は更新できるようにするには、それらのユーザーの S3 バケットを read only に設定しま
す。
cloudformation:TemplateUrl
ポリシーに関連付ける Amazon S3 テンプレートの URL。この条件を使用して、スタックを作成また
は更新したときに IAM ユーザーが使用できるテンプレートを指定します。

Note
アップロードしたテンプレートを使用した場合のみ IAM ユーザーがスタックを作成または更
新できるようにするには、それらのユーザーの S3 バケットを read only に設定します。

Note
同じ名前の API パラメータには、次の AWS CloudFormation 固有の条件が適用されます。
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• cloudformation:ChangeSetName
• cloudformation:RoleARN
• cloudformation:StackPolicyUrl
• cloudformation:TemplateUrl
例えば、cloudformation:TemplateUrl は、CreateStack、UpdateStack、および
CreateChangeSet API の TemplateUrl パラメータにのみ適用されます。

例
次のポリシー例では、ユーザーがスタックを作成または更新する場合に、https://
s3.amazonaws.com/testbucket/test.template テンプレート URL のみを使用することができま
す。

Example テンプレート URL の条件
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [ "cloudformation:CreateStack", "cloudformation:UpdateStack" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"ForAllValues:StringEquals" : {
"cloudformation:TemplateUrl" : [ "https://s3.amazonaws.com/testbucket/
test.template" ]
}
}
}
]
}

次のポリシー例では、ユーザーがインポートオペレーションを除くすべての AWS CloudFormation オペ
レーションを完了することを許可します。

Example リソースタイプのインポート条件
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllStackOperations",
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudformation:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyImport",
"Effect": "Deny",
"Action": "cloudformation:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"cloudformation:ImportResourceTypes": [
"*"
]
}
}
}
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}

]

次のポリシー例では、すべてのスタックオペレーションと、指定したリソース（この例で
は、AWS::S3::Bucket）でのインポートオペレーションのみを許可します。

Example リソースタイプのインポート条件
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowImport",
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudformation:*",
"Resource": "*"
"Condition": {
"ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase": {
"cloudformation:ImportResourceTypes": [
"AWS::S3::Bucket"
]
}
}
}
]

次のポリシー例では、スタックのテンプレートに IAM サービスからのリソースが含まれていなければ、
ユーザーにスタックの作成を許可します。このポリシーでは、ユーザーが ResourceTypes パラメーター
(CLI および API リクエストでのみ使用可能) を指定することも要求されます。このポリシーは、明示的な
拒否ステートメントを使用することにより、他のポリシーが追加のアクセス権限を付与している場合、
このポリシーが常に有効なままになるようにします (明示的な拒否ステートメントは常に明示的な許可ス
テートメントより優先されます)。

Example リソースタイプの条件
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [ "cloudformation:CreateStack" ],
"Resource" : "*"
},
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : [ "cloudformation:CreateStack" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"ForAnyValue:StringLikeIfExists" : {
"cloudformation:ResourceTypes" : [ "AWS::IAM::*" ]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action" : [ "cloudformation:CreateStack" ],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"cloudformation:ResourceTypes": "true"
}

API バージョン 2010-05-15
71

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS CloudFormation テンプ
レートでの IAM リソースの承認

}

]

}

}

次のポリシー例は、前述の例と似ています。このポリシーでは、スタックのテンプレートに IAM サービ
スからのリソースが含まれていなければ、ユーザーにスタックの作成を許可します。さらに、ユーザーが
ResourceTypes パラメーター (CLI および API リクエストでのみ使用可能) を指定することも要求しま
す。このポリシーはよりシンプルですが、明示的な拒否ステートメントを使用しません。追加のアクセス
権限を付与する他のポリシーにより、このポリシーがオーバーライドされる可能性があります。

Example リソースタイプの条件
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : [ "cloudformation:CreateStack" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"ForAllValues:StringNotLikeIfExists" : {
"cloudformation:ResourceTypes" : [ "AWS::IAM::*" ]
},
"Null":{
"cloudformation:ResourceTypes": "false"
}
}
}
]

AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソース
の承認
スタックを作成する前に、AWS CloudFormation によってテンプレートが検証されます。検証中に、AWS
CloudFormation は IAM リソースが作成する可能性があるテンプレートを確認します。完全アクセス権を
持つ IAM ユーザーなどの IAM リソースは、AWS アカウントの任意のリソースにアクセスし、変更できま
す。したがって、拡大した権限で意図していないリソースを作成しないように、進める前に各 IAM に関連
付けられた権限を確認することをお勧めします。実行されたことを確認するには、スタックを作成する前
に、AWS CloudFormation に指定された機能を付与して、テンプレートにそれらのリソースを含めること
を承認する必要があります。
AWS CloudFormation コンソール、AWS Command Line Interface (CLI)、または API を使用して、AWS
CloudFormation テンプレートの機能を承認できます。
• AWS CloudFormation コンソールで、[スタックの作成] または [スタックの更新] ウィザードの [確認]
ページで [I acknowledge that this template may create IAM resources (このテンプレートが IAM リソー
スを作成する可能性を認識しています)] を選択します。
• CLI で、aws cloudformation create-stack および aws cloudformation updatestack コマンドを使用する場合は、--capabilities パラメータに CAPABILITY_IAM または
CAPABILITY_NAMED_IAM 値を指定します。テンプレートに IAM リソースがある場合、いずれかの機能
を指定できます。テンプレートの IAM リソースにカスタム名がある場合、CAPABILITY_NAMED_IAM を
指定する必要があります。
• API で CreateStack と UpdateStack アクションを使用するため
には、Capabilities.member.1=CAPABILITY_IAM あるいは
Capabilities.member.1=CAPABILITY_NAMED_IAM を指定します。テンプレートに IAM リソー
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スがある場合、いずれかの機能を指定できます。テンプレートの IAM リソースにカスタム名がある場
合、CAPABILITY_NAMED_IAM を指定する必要があります。

Important
テンプレートにカスタム名の IAM リソースが含まれている場合、同じテンプレートを再利用する
複数のスタックを作成しないでください。IAM リソースはアカウント内でグローバルに一意でな
ければなりません。同じテンプレートを使用して異なるリージョンで複数のスタックを作成する
場合、それぞれのスタックは一意なリソースを持つのではなく、同じ IAM リソースを共有する
可能性があります。スタック間でリソースを共有すると、回復不可能な意図しない結果をまねく
可能性があります。たとえば、1 つのスタックの共有された IAM リソースを削除または更新する
と、意図せずに他のスタックのリソースの変更することになります。

Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケー
ションの認証情報の管理
Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションで、Amazon S3 バケットや DynamoDB テー
ブルなどの AWS リソースにリクエストを送信する必要がある場合、そのアプリケーションでは AWS セ
キュリティ認証情報が必要になります。ただし、起動するすべてのインスタンスにおける長期的なセキュ
リティ認証情報を配信して埋め込むことは非常に難しく、潜在的なセキュリティリスクを伴います。IAM
ユーザー認証情報のような長期認証情報を使用する代わりに、インスタンスが起動される際に Amazon
EC2 インスタンスに関連付けられる IAM ロールを作成することをお勧めします。アプリケーションは
Amazon EC2 インスタンスから一時的な認証情報を得ることができます。インスタンスに長期認証情報を
埋め込む必要はありません。また、認証情報を管理しやすくするために、複数の Amazon EC2 インスタン
スに対して 1 つのロールのみを指定できます。インスタンスごとに個別の認証情報を作成する必要はあり
ません。
ロールでのインスタンスの起動方法を示すテンプレートスニペットについては、「IAM ロールのテンプ
レートの例 (p. 574)」を参照してください。

Note
一時的なセキュリティ認証情報を使用するインスタンスにあるアプリケーションでは、AWS
CloudFormation アクションを呼び出すことができます。ただし、AWS CloudFormation は他の多
数の AWS サービスとやり取りするため、使用するすべてのサービスが一時的なセキュリティ認
証情報をサポートすることを確認する必要があります。詳細については、AWS STS がサポート
する AWS サービスを参照してください。

一時的なアクセス権の付与 (フェデレーションアクセ
ス)
場合によっては、AWS アカウントに対して AWS 認証情報のない一時的なアクセス権をユーザーに付与
する必要があります。一時的なアクセス権を付与する場合は、長期認証情報を作成して削除するのではな
く、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用します。たとえば、IAM ロールを使用できます。1 つ
の IAM ロールから、多くの一時的なセキュリティ認証情報 (アクセスキー、シークレットアクセスキー、
およびセキュリティトークンを含む) をプログラムで作成し、配信することができます。こうした認証情
報の有効期限は限られているため、期限が切れた後は AWS アカウントへのアクセスに使用することはで
きません。複数の IAM ロールを作成し、個々のユーザーに異なるレベルのアクセス許可を付与することも
できます。IAM ロールは、フェデレーティッドアイデンティティやシングルサインオンのようなシナリオ
に対して有用です。
フェデレーティッドアイデンティティは、複数のシステムで使用できる固有のアイデンティティです。
確立されたオンプレミスアイデンティティシステム (LDAP または Active Directory など) を使用している
企業ユーザーの場合、そのオンプレミスアイデンティティシステムを使用してすべての認証を処理でき
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ます。ユーザーが認証された後で、適切な IAM ユーザーまたは IAM ロールから一時的なセキュリティ認
証情報を提供します。たとえば、管理者が AWS アカウントへの完全アクセス権を持ち、デベロッパー
が AWS CloudFormation スタックでの作業のみのアクセス許可を持つ、administrators ロールおよび
developers ロールを作成できます。管理者は、認証された後で、administrators ロールから一時的
なセキュリティ認証情報を取得することが許可されます。一方で、開発者は developers ロールからのみ
一時的なセキュリティ認証情報を取得できます。
また、AWS Management Console にフェデレーションユーザーアクセスを付与できます。ユーザーがオ
ンプレミスアイデンティティシステムで認証された後で、AWS Management Console への直接アクセス権
を付与する一時的な URL をプログラムによって作成できます。ユーザーは既に認証されているため (シン
グルサインオン)、その一時的な URL を使用するときには AWS にサインインする必要がありません。ま
た、この URL はユーザーの一時的なセキュリティ認証情報から作成されるため、この認証情報で利用でき
るアクセス許可によって、AWS Management Console でユーザーに付与されるアクセス許可が決まりま
す。
一時的なセキュリティ認証情報を生成するために複数のさまざまな AWS STS API を使用できます。使用
する API の詳細については、『一時的なセキュリティ認証情報の使用』の「一時的セキュリティ認証情報
を取得する方法」を参照してください。

Important
GetFederationToken API から生成された一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合
は、IAM で作業することはできません。IAM での作業が必要な場合、代わりにロールからの一時
的なセキュリティ認証情報を使用します。
AWS CloudFormation は他の多数の AWS サービスとやり取りします。AWS CloudFormation で一時的な
セキュリティ認証情報を使用する場合は、使用するすべてのサービスが一時的なセキュリティ認証情報を
サポートすることを確認してください。詳細については、AWS STS がサポートする AWS サービスを参照
してください。
詳細については、一時的なセキュリティ認証情報の使用 で以下の関連リソースを参照してください。
• 一時的なアクセス権を付与するシナリオ
• フェデレーティッドユーザーに AWS Management Console への直接アクセス権を付与する

AWS CloudFormation サービスロール
サービスロールは AWS CloudFormation にユーザーに代わってスタック内のリソースを呼び出すアクセ
ス権限を許可する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールです。AWS CloudFormation にス
タックリソースの作成、更新、または削除を許可する IAM ロールを指定できます。デフォルトでは、AWS
CloudFormation はユーザー認証情報からスタック操作に対して作成される一時的セッションを使用しま
す。サービスロールを指定する場合、AWS CloudFormation はロールの認証情報を使用します。
サービスロールを使用して、AWS CloudFormation が実行できるアクションを明示的に指定します。それ
はユーザー自身か他のユーザーが実行するアクションと同じではない場合があります。たとえば、管理者
権限がある場合でも、制限できるのは AWS CloudFormation の Amazon EC2 アクションへのアクセスの
みです。
IAM サービスを使用して、サービスロールと権限ポリシーを作成します。サービスロールの作
成の詳細については、IAM ユーザーガイドの AWS サービスに許可を委任するロールの作成を
参照してください。ロールを引き受けることのできるサービスとして AWS CloudFormation
(cloudformation.amazonaws.com) を指定します。
サービスロールをスタックと関連付けるには、スタックを作成するときにロールを指定します。詳細につ
いては、「AWS CloudFormation スタックオプションの設定 (p. 112)」を参照してください。コンソー
ルでスタックを更新 (p. 136)するときに、サービスロールを変更したり、API を使用してスタックを削
除したりすることもできます。サービスロールを指定する前に、サービスロールを割り当てるアクセス権
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限 (iam:PassRole) があるかどうかを確認します。iam:PassRole アクセス権限は、どのロールを使用
できるかを指定します。

Important
サービスロールを指定すると、AWS CloudFormation はスタックで実行されるすべてのオペレー
ションにそのロールを必ず使用します。スタックの作成後に、スタックにアタッチされたサービ
スロールを削除することはできません。このスタックでオペレーションを実行するアクセス権限
を持つ他のユーザーは、割り当てるアクセス権限がない場合でも、このロールを使用できます。
ユーザーが持つべきではないアクセス権限がロールに含まれる場合、ユーザーのアクセス権限
を非意図的にエスカレーションできてしまいます。ロールが最小特権を付与することを確認しま
す。

AWS CloudTrail による AWS CloudFormation API
コールのログ記録
AWS CloudFormation は、AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、CloudFormation 内
でユーザーやロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスで
す。CloudTrail は、CloudFormation コンソールからの呼び出しや、CloudFormation API へのコード呼
び出しを含む、CloudFormation のすべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。証跡を
作成する場合は、CloudFormation のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継
続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event
history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用し
て、CloudFormation に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストしたユーザー、リク
エスト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail User Guide」を参照してください。
トピック
• CloudTrail での CloudFormation 情報 (p. 75)
• CloudFormation ログファイルエントリについて (p. 76)

CloudTrail での CloudFormation 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウントで有効になります。CloudFormation でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベ
ントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、
ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してく
ださい。
CloudFormation のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべてのリージョンに適用されます。証跡では、AWS パー
ティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した Amazon S3 バケットにロ
グファイルが配信されます。さらに、より詳細な分析と CloudTrail ログで収集されたデータに基づいた行
動のためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。
•
•
•
•

証跡を作成するための概要
CloudTrail でサポートされるサービスと統合
CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
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CloudFormation アクションはすべて CloudTrail によってログ記録されます。また、これらのアクション
は AWS CloudFormation API Reference に記録されます。たとえば、[CreateStack]、[DeleteStack]、
[ListStacks] セクションの呼び出しは、CloudTrail ログファイルにエントリを生成します。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。
• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

CloudFormation ログファイルエントリについて
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できる設定です。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは任意の送信元からの単一のリクエ
ストを表し、リクエストされたオペレーション、オペレーションの日時、リクエストのパラメータなどに
関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタック
トレースではないため、特定の順序では表示されません。
CreateStack オペレーションを示す CloudTrail ログエントリの例は、次のとおりです。アクションは
Alice という IAM ユーザーによって行われました。

Note
入力パラメーターのキー名のみがログに記録されます。パラメーター値は記録されません。
{

"eventVersion": "1.01",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIDEXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-03-24T21:02:43Z",
"eventSource": "cloudformation.amazonaws.com",
"eventName": "CreateStack",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"templateURL": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"tags": [
{
"key": "test",
"value": "tag"
}
],
"stackName": "my-test-stack",
"disableRollback": true,
"parameters": [
{
"parameterKey": "password"
},
{
"parameterKey": "securitygroup"
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]

}

},
"responseElements": {
"stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/my-test-stack/a38e6a60b397-11e3-b0fc-08002755629e"
},
"requestID": "9f960720-b397-11e3-bb75-a5b75389b02d",
"eventID": "9bf6cfb8-83e1-4589-9a70-b971e727099b"
}

次の例は、Alice が my-test-stack スタックの UpdateStack オペレーションを呼び出したことを示し
ています。
{

"eventVersion": "1.01",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIDEXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-03-24T21:04:29Z",
"eventSource": "cloudformation.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateStack",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"templateURL": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"parameters": [
{
"parameterKey": "password"
},
{
"parameterKey": "securitygroup"
}
],
"stackName": "my-test-stack"
},
"responseElements": {
"stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/my-test-stack/a38e6a60b397-11e3-b0fc-08002755629e"
},
"requestID": "def0bf5a-b397-11e3-bb75-a5b75389b02d",
"eventID": "637707ce-e4a3-4af1-8edc-16e37e851b17"
}

次の例は、Alice が ListStacks オペレーションを呼び出したことを示しています。
{

"eventVersion": "1.01",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIDEXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-03-24T21:03:16Z",
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"eventSource": "cloudformation.amazonaws.com",
"eventName": "ListStacks",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "b7d351d7-b397-11e3-bb75-a5b75389b02d",
"eventID": "918206d0-7281-4629-b778-b91eb0d83ce5"

次の例は、Alice が my-test-stack スタックの DescribeStacks オペレーションを呼び出したことを
示しています。
{

}

"eventVersion": "1.01",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIDEXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-03-24T21:06:15Z",
"eventSource": "cloudformation.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeStacks",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"stackName": "my-test-stack"
},
"responseElements": null,
"requestID": "224f2586-b398-11e3-bb75-a5b75389b02d",
"eventID": "9e5b2fc9-1ba8-409b-9c13-587c2ea940e2"

次の例は、Alice が my-test-stack スタックの DeleteStack オペレーションを呼び出したことを示し
ています。
{

"eventVersion": "1.01",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:user/Alice",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIDEXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-03-24T21:07:15Z",
"eventSource": "cloudformation.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteStack",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"stackName": "my-test-stack"
},
"responseElements": null,
"requestID": "42dae739-b398-11e3-bb75-a5b75389b02d",
"eventID": "4965eb38-5705-4942-bb7f-20ebe79aa9aa"
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AWS CloudFormation のインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージド型サービスとしての AWS CloudFormation は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: セ
キュリティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護
されています。
AWS が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS CloudFormation にアクセスしま
す。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS
1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral DiffieHellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサ
ポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサ
ポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットのアク
セスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用し
て、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、AWS
CloudFormation ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレ
スに基づく制限を含めることができます。また、AWS CloudFormation ポリシーを使用して、特定の
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御
することもできます。これにより、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの特定の AWS
CloudFormation リソースへのネットワークアクセスが分離されます。

AWS CloudFormation での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。AWS リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS CloudFormation のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として AWS
CloudFormation のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
AWS は、「コンプライアンスプログラムの対象範囲内の AWS のサービス」で説明しているように、特定
のコンプライアンスプログラムの対象範囲内で AWS のサービスを頻繁に更新しています。
サードパーティーの監査レポートは、AWS Artifact を使用してダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロードを参照してください。
AWS コンプライアンスプログラムの詳細については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照して
ください。
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AWS CloudFormation を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織の
コンプライアンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。AWS CloudFormation の使用が
HIPAA、PCI、FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援する
リソースを提供します。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイドでは、AWS のデプロイメントセキュリ
ティやコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境におけるアーキテクチャ上の考慮事項や手順
について説明しています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンス向けアーキテクチャ設計ホワイトペーパーでは、企業が
AWS を使用して HIPAA 要件を満たす方法について説明しています。
• AWS コンプライアンスリソースを使用すると、業界や地域で使用できるワークブックとガイドとを選択
できます。
• AWS Config を使用すると、社内プラクティス、業界ガイドライン、およびに対するリソースの設定の
準拠状態を評価できます。CloudFormation レジストリからプライベートリソースタイプを追跡するため
に AWS Config を使用します。
• Security Hub を使用すると、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示し、セキュリティ業界の標準お
よびベストプラクティスへの準拠を確認できます。

AWS CloudFormation での設定と脆弱性の分析
設定および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。

AWS CloudFormation のセキュリティのベストプラ
クティス
AWS CloudFormation には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のある
いくつかのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインで
あり、完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティス
はお客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮
事項と見なしてください。
トピック
• IAM を使用したアクセス制御 (p. 80)
• テンプレートに認証情報を埋め込まない (p. 81)
• AWS CloudTrail を使用して AWS CloudFormation 呼び出しを記録する (p. 81)

IAM を使用したアクセス制御
IAM は AWS のユーザーとそのアクセス権限を管理できる AWS サービスです。IAM と AWS
CloudFormation を使用して、スタックテンプレートの表示、スタックの作成、スタックの削除など、ユー
ザーが実行できる AWS CloudFormation アクションを指定できます。さらに、AWS CloudFormation ス
タックを管理するには、そのスタックのリソースに対するアクセス権限が必要です。たとえば、ユーザー
が AWS CloudFormation を使用して Amazon EC2 インスタンスを、起動、更新、終了する場合、その
ユーザーは関連する Amazon EC2 アクションを呼び出す権限を持っている必要があります。
ほとんどの場合、ユーザーがテンプレートのすべてのリソースを管理するにはフルアクセスが必要で
す。AWS CloudFormation は、ユーザーに代わってそれらのリソースを作成、変更、削除するための呼
び出しを行います。ユーザーと AWS CloudFormation サービスの間でアクセス許可を分割するには、
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サービスロールを使用します。AWS CloudFormation では、サービスロールのポリシーを使用して、ユー
ザーのポリシーに代わって呼び出しを行います。詳細については、「AWS CloudFormation サービスロー
ル (p. 74)」を参照してください。

テンプレートに認証情報を埋め込まない
AWS CloudFormation テンプレートに機密情報を埋め込むのではなく、スタックテンプレートで 動的なリ
ファレンス を使用することをお勧めします。
動的なリファレンスにより、AWS Systems Manager パラメータストアや AWS Secrets Manager などの他
のサービスで保存、管理されている外部値をスタックテンプレートに指定するためのシンプルで強力な方
法が提供されます。動的なリファレンスを使用すると、CloudFormation は、スタックオペレーションおよ
び変更セットオペレーション中に指定されたリファレンスの値を取得して、その値を適切なリソースに渡
します。ただし、CloudFormation が実際の参照値を保存することはありません。詳細については、「動的
な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。
AWS Secrets Manager を使用して、データベースやその他のサービスの認証情報を安全に暗号化、保存、
取得できます。AWS Systems Manager パラメータストア は、設定データ管理のための安全な階層型スト
レージを提供します。
起動テンプレートのパラメータの詳細については、「パラメータ (p. 290)」を参照してください。

AWS CloudTrail を使用して AWS CloudFormation 呼
び出しを記録する
AWS CloudTrail は、AWS アカウントで AWS CloudFormation API を呼び出したすべてのユーザーを追跡
します。API 呼び出しは、AWS CloudFormation API、AWS CloudFormation コンソール、バックエンドコ
ンソール、または AWS CloudFormation AWS CLI CLI コマンドの使用時にログに記録されます。ログ記録
を有効にして Amazon S3 バケットを指定し、ログを保存します。こうすることで、必要ならばアカウン
トで誰がどのような AWS CloudFormation 呼び出しを行ったかを監査できます。詳細については、AWS
CloudTrail による AWS CloudFormation API コールのログ記録 (p. 75) をご参照ください。
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AWS CloudFormation ベストプラク
ティス
ベストプラクティスはワークフロー全体で AWS CloudFormation をより効率的かつ安全に使用するために
役立つ推奨事項です。スタックの計画方法と整理方法を学習し、リソースとそこで実行するソフトウェア
アプリケーションを記述するテンプレートを作成して、スタックとそのリソースを管理します。次のベス
トプラクティスは、現在の CloudFormation のお客様の実際の経験に基づいています。
計画と編成
• ライフサイクルと所有権によるスタックの整理 (p. 82)
• クロススタック参照を使用して共有リソースをエクスポートします (p. 83)
• IAM を使用したアクセス制御 (p. 80)
• テンプレートを再利用して複数の環境にスタックを複製する (p. 83)
• すべてのリソースタイプのクォータを確認する (p. 83)
• モジュールを使用してリソース構成を再利用する (p. 84)
テンプレートの作成
• テンプレートに認証情報を埋め込まない (p. 81)
• AWS 固有のパラメータタイプを使用する (p. 84)
• パラメータの制約の使用 (p. 84)
• AWS::CloudFormation::Init を使用してAmazon EC2 インスタンスにソフトウェアアプリケー
ションをデプロイします。 (p. 84)
• 最新のヘルパースクリプトを使用する (p. 85)
• テンプレートを使用する前に検証する (p. 85)
スタックの管理
• AWS CloudFormation ですべてのスタックリソースを管理する (p. 85)
• スタックを更新する前に変更セットを作成する (p. 86)
• スタックポリシーを使用する (p. 86)
• AWS CloudTrail を使用して AWS CloudFormation 呼び出しを記録する (p. 81)
• コードの確認とリビジョン管理を使用してテンプレートを管理する (p. 86)
• Amazon EC2 Linux インスタンスを定期的に更新する (p. 86)

ライフサイクルと所有権によるスタックの整理
AWS リソースのライフサイクルと所有権を使用して、各スタックでどのリソースを使うを判断します。最
初はすべてのリソースを 1 つのスタックに置いてもかまいませんが、スタックの規模が大きくなり範囲が
拡大するにつれて、単一のスタックの管理は面倒で時間かかる場合があります。共通のライフサイクルと
所有権を持つリソースのグループ化により、所有者は独自のプロセスやスケジュールを使用して、他のリ
ソースに影響を与えることなくリソースのセットを変更できます。
たとえば、ロードバランサーの背後にある自動拡張インスタンスにホストされているウェブサイトを所有
する開発者とエンジニアのチームがあったとしましょう。ウェブサイトは独自のライフサイクルを持ち
ウェブサイトチームによって保守されているため、このウェブサイトのスタックやそのリソースを作成で
きます。それでは、同様にバックエンドのデータベースを使用するウェブサイトがあり、そのデータベー
スは別のスタックでデータベース管理者が所有し保守しているとしましょう。ウェブサイトチームまたは
データベースチームがリソースを更新する必要があるときはいつでも、互いのスタックに影響を与えるこ
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となく実行できます。すべてのリソースが単一のスタックにある場合は、更新の連携や連絡は難しくなる
でしょう。
スタックの整理についての詳細なガイダンスについては、2 つの一般的なフレームワークを使用できま
す。多層アーキテクチャーとサービス指向アーキテクチャー (SOA) です。
多層アーキテクチャーは、スタックを積み上げて構築する複数の水平の層に整理します。各層はその直下
の層に依存します。各層には 1 つ以上のスタックを持つことができますが、各層のスタックは類似したラ
イフサイクルと所有権を持つ AWS リソースを持つ必要があります。
サービス指向アーキテクチャーを使用すると、業務上の大きな問題を処理しやすい大きさに整理できま
す。これらのパートはそれぞれ、明確に定義された目的があり、機能の自己充足単位を表します。これら
のサービスを、それぞれ独自のライフサイクルと所有者があるスタックにマッピングできます。これらの
サービス (スタック) を 1 つに繋いで、相互に通信するようにできます。

クロススタック参照を使用して共有リソースをエク
スポートします
ライフサイクルと所有権に基づいて AWS リソースを整理するときに、別のスタックにあるリソースを使
用するスタックを構築することもできます。値をハードコード化することで、または入力パラメーターを
使用して、リソース名と ID を割り当てることができます。ただし、これらのメソッドはテンプレートの
再利用を困難にしたり、スタック実行のオーバーヘッドを増やす場合があります。代わりに、スタックか
らリソースをエクスポートするクロススタック参照を使用すると、他のスタックがリソースを使用できま
す。スタックは Fn::ImportValue 関数を使用して、エクスポートされたリソースを呼び出して使用でき
ます。
たとえば、VPC、セキュリティグループ、およびサブネットを含むネットワークスタックがあるかもし
れません。すべてのパブリックウェブアプリケーションにこれらのリソースを使用する場合。リソースを
エクスポートすることによって、パブリックウェブアプリケーションのすべてのスタックでリソースが使
用できるようになります。詳細については、「チュートリアル: 別の AWS CloudFormation スタックのリ
ソース出力を参照する (p. 401)」を参照してください。

すべてのリソースタイプのクォータを確認する
スタックを起動する前に、必要なすべてのリソースを AWS アカウントの制限に触れずに作成でき
ることを確認します。制限に触れる場合は、クオータを増やすかまたは追加リソースを削除するま
で、CloudFormation でスタックが正常に作成されません。各サービスには、スタックを起動する前に知っ
ておくべきさまざまな制限があります。例えば、デフォルトでは、AWS アカウントのリージョンごとに起
動できる CloudFormation スタックは 200 のみです。制限およびデフォルトの制限を増やす方法の詳細に
ついては、AWS General Reference の「AWS のサービスの制限」をご参照ください。

テンプレートを再利用して複数の環境にスタックを
複製する
スタックとリソースをセットアップした後、テンプレートを再利用してインフラストラクチャを複数の環
境に複製できます。たとえば、開発、テスト、本番の環境を作成して、本番環境に実装する前に変更を
テストすることができます。テンプレートを再利用可能にするには、パラメーター、マッピング、および
条件セクションを使用してスタックの作成時にカスタマイズできるようにします。たとえば、開発環境で
は、本番環境と比べて低価格のインスタンスタイプを指定し、その他の構成や設定は同じにできます。パ
ラメーター、マッピング、条件の詳細については、「テンプレートの分析 (p. 262)」を参照してくださ
い。
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モジュールを使用してリソース構成を再利用する
インフラストラクチャが大きくなるにつれ、各テンプレートで同じコンポーネントを宣言する共通パター
ンができてきます。モジュールは、スタックテンプレート全体に含めるリソース設定をパッケージ化す
る、透過的で管理しやすく、繰り返し可能な方法です。モジュールは、共通のサービス設定とベストプ
ラクティスを、スタックテンプレートに含めるためのモジュール式のカスタマイズ可能なビルディングブ
ロックとしてカプセル化できます。
これらのビルディングブロックは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを定義す
るためのベストプラクティスなど、単一のリソース用にすることも、アプリケーションアーキテクチャの
一般的なパターンを定義するために、複数のリソース用にすることもできます。これらのビルディングブ
ロックは他のモジュールにネストできるため、ベストプラクティスを上位レベルのビルディングブロック
に積み重ねることができます。CloudFormation モジュールは CloudFormation レジストリで利用できるた
め、ネイティブリソースと同じように使用できます。CloudFormation モジュールを使用すれば、モジュー
ルテンプレートが使用テンプレートに展開され、Ref または Fn::GetAtt を使用してモジュール内のリソー
スにアクセスできるようになります。詳細については、モジュールを参照してください。

AWS 固有のパラメータタイプを使用する
テンプレートに Amazon Virtual Private Cloud ID や Amazon EC2 キーペア名など既存の AWS 固
有値の入力が必須の場合は、AWS 固有パラメータタイプを使用します。例えば、パラメータを
AWS::EC2::KeyPair::KeyName タイプと指定して、AWS アカウントとスタックを作成するリー
ジョンの既存のキーペア名を取得します。AWS CloudFormation はスタックを作成する前にすばや
く AWS 固有パラメータタイプの値を検証します。また、CloudFormation コンソールを使用する場合
は、CloudFormation が有効な値のドロップダウンリストを表示するため、現在の VPC ID またはキーペア
の名前を調べたり暗記する必要はありません。詳細については、パラメータ (p. 290) を参照してくださ
い。

パラメータの制約の使用
制約を使用すると、許可される入力値を記述することで CloudFormation がスタックを作成する前に無効
な値を捕捉できます。最小文字数、最長文字数、許可パターンなどの制限を設定できます。例えば、デー
タベースのユーザー名の値は最小 8 文字で英数字のみ、といった制限を設定できます。詳細については、
「 パラメータ (p. 290) 」を参照してください。

AWS::CloudFormation::Init を使用して
Amazon EC2 インスタンスにソフトウェアアプリ
ケーションをデプロイします。
スタックを起動する際に、cfn-init ヘルパースクリプトと AWS::CloudFormation::Init リソースを
使用して、Amazon EC2 インスタンスでソフトウェアアプリケーションをインストールして設定できま
す。AWS::CloudFormation::Init を使用することで、スクリプトで手順を順番に実行するよりも自由
に設定を記述できます。また、インスタンスを作り直すことなく設定を更新できます。また、設定に不具
合があれば、CloudFormation が生成するログで問題を調査できます。
テンプレートで、AWS::CloudFormation::Init リソースにインストールと設定の状態を指定しま
す。cfn-init および AWS::CloudFormation::Init の使用方法についてのウォークスルーは、「AWS
CloudFormation による Amazon EC2 へのアプリケーションのデプロイ (p. 413).」を参照してくださ
い。
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最新のヘルパースクリプトを使用する
ヘルパースクリプト (p. 6709)は定期的に更新されます。テンプレートの UserData プロパティに必ず次
のコマンドを含めてからヘルパースクリプトを呼び出し、起動したインスタンスで最新のヘルパースクリ
プトを取得できるようにしてください。
yum install -y aws-cfn-bootstrap

最新のヘルパースクリプトの取得の詳細については、「CloudFormation ヘルパースクリプトリファレン
ス (p. 6709)」を参照してください。

テンプレートを使用する前に検証する
スタックの作成または更新にテンプレートを使用する前に、CloudFormation を使用してテンプレートを
検証できます。テンプレートを検証することで、CloudFormation がリソースを作成する前に、依存関係
の循環などの構文エラーや意味的エラーを捕捉するのに役立ちます。CloudFormation コンソールを使用
する場合は、入力パラメータを指定するとコンソールが自動的にテンプレートを検証します。AWS CLI
または CloudFormation API の場合は、aws cloudformation validate-template コマンドまたは
ValidateTemplate アクションを使用します。
検証中に、CloudFormation はテンプレートが有効な JSON であるかどうかをまず確認します。そうでない
場合は、CloudFormation はテンプレートが有効な YAML であるかどうかを確認します。両方のチェック
が失敗すると、CloudFormation はテンプレートの検証エラーを返します。

組織のポリシーに準拠するためにテンプレートを検証
する
組織のポリシーガイドラインに準拠しているかどうかテンプレートを検証することもできます。AWS
CloudFormation Guard (cfn-guard) は、オープンソースのコマンドラインインターフェイス (CLI) ツー
ルです。コードとしてのポリシー言語を提供し、必要なリソース設定と禁止されたリソース設定の両方を
チェックできるルールを定義します。その後、これらのルールに対してテンプレートを検証できます。例
えば、管理者はルールを作成して、ユーザーが常に暗号化された Amazon S3 バケットを作成するように
できます。
ユーザーは、テンプレートの編集中にローカルで、または CI/CD パイプラインの一部として自動的に
cfn-guard を使用して、非準拠リソースのデプロイメントを停止できます。
さらに、cfn-guard には、既存の準拠 CloudFormation テンプレートからルールを抽出できる機能
rulegen が含まれています。
詳細については、GitHub の cfn-guard リポジトリを参照してください。

AWS CloudFormation ですべてのスタックリソース
を管理する
スタックを起動した後、CloudFormation コンソール、API、または AWS CLI を使用して、スタック内の
リソースを更新します。スタックのリソースを CloudFormation 以外の方法で変更しないでください。
変更するとスタックのテンプレートとスタックリソースの現在の状態の間で不一致が起こり、スタック
の更新または削除でエラーが発生する場合があります。詳細については、チュートリアル: スタックの更
新 (p. 38) をご参照ください。
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スタックを更新する前に変更セットを作成する
変更セットによって、スタックの変更案が実行中のリソースに与える影響を、実装前に確認できま
す。CloudFormation では変更セットが実行されるまでスタックは変更されないため、変更案のまま続行す
るか別の変更案を作成するかを決定できます。
変更セットを使用して、変更が実行中のリソース、特に重要なリソースに与える可能性のある影響を確
認できます。例えば、Amazon RDS データベースインスタンスの名前を変更すると、CloudFormation に
よって新しいデータベースが作成され、古いものは削除されます。古いデータベースのデータをバック
アップしていないと、データは失われます。変更設定を生成することで、変更によってデータベースが置
き換えられることがわかります。このように、スタックを更新する前に計画を立てることができます。詳
細については、「変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)」を参照してください。

スタックポリシーを使用する
スタックポリシーは、重要なスタックリソースを保護して、意図しない更新でリソースが中断されたり置
き換えられるのを防ぎます。スタックポリシーは、指定したリソースに対して実行できる更新アクション
を記述する JSON ドキュメントです。重要なリソースがあるスタックを作成するときは常に、スタックポ
リシーを指定してください。
スタックの更新中に、保護されたリソースを明示的に指定して更新する必要があります。指定しない場合
は保護されたリソースは変更されません。詳細については、「スタックのリソースが更新されないように
する (p. 168)」を参照してください。

コードの確認とリビジョン管理を使用してテンプ
レートを管理する
スタックのテンプレートには、プロパティ値などの AWS リソースの設定が記述されています。リソース
の変更を確認し正確な履歴を保持するには、コードの確認とリビジョン管理を使用します。この方法は、
テンプレートの異なるバージョン間の変更を追跡するのに役立ちます。また、スタックリソースの変更
を追跡するのにも役立ちます。また、履歴を保守することで、いつでもスタックをテンプレートの特定の
バージョンに戻すことができます。

Amazon EC2 Linux インスタンスを定期的に更新す
る
すべての Amazon EC2 Linux インスタンスおよび CloudFormation を使用して作成された Amazon EC2
Linux インスタンスで、定期的に yum update コマンドを実行して RPM パッケージを更新します。こう
することで、最新の修正およびセキュリティの更新を確実に取得します。
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CodePipeline を使用した継続的デリ
バリー
継続的デリバリーは、コードの変更が毎回自動的に構築、テストされ、本稼働環境へのリリースのために
準備されるリリースのプラクティスです。AWS CloudFormation および CodePipeline では、継続的な配信
を使用して、AWS CloudFormation テンプレートへの変更を自動的に構築してテストしてから、本稼働ス
タックに昇格させることができます。このリリースプロセスにより、すばやく確実で AWS インフラスト
ラクチャに変更を加えることができます。
たとえば、コードリポジトリに更新されたテンプレートを送信すると、自動的にテストスタックを構築す
るワークフローを作成できます。AWS CloudFormation がテストスタックを作成した後、それをテストし
て、変更を本稼働スタックにプッシュするかどうかを決定できます。継続的デリバリーの利点の詳細につ
いては、「継続的な配信とは」を参照してください。
CodePipeline を使用して、AWS CloudFormation スタックのパイプラインを構築し、継続的デリバリー
ワークフローを作成します。CodePipeline には AWS CloudFormation との統合が組み込まれているため、
パイプライン内で、スタックの作成、更新、削除など AWS CloudFormation 固有のアクションを指定でき
ます。CodePipeline の詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」を参照してください。
トピック
• チュートリアル: テストおよび本稼働スタック用のパイプラインを構築する (p. 87)
• AWS CloudFormation 設定プロパティのリファレンス (p. 95)
• AWS CloudFormation アーティファクト (p. 100)
• CodePipeline パイプラインでのパラメーターオーバーライド関数の使用 (p. 102)

チュートリアル: テストおよび本稼働スタック用の
パイプラインを構築する
AWS CloudFormation テンプレートを送信すると、AWS CloudFormation でそれを使用して自動的にテス
トスタックが構築されるリリースプロセスを考えてみてください。テストスタックを確認してから、変
更によって本稼働スタックがどのように変更されるかをプレビューして、実装するかどうかを選択できま
す。このワークフローは、AWS CloudFormation を使用してテストスタックの構築、テストスタックの削
除、変更設定の作成、そして変更設定の実行を行うことで実現できます。ただし、各アクションで、手動
で AWS CloudFormation を操作する必要があります。このウォークスルーでは、このようなアクションの
多くを自動化する CodePipeline パイプラインを構築し、AWS CloudFormation スタックを使用した継続的
な配信ワークフローを実現します。

前提条件
このワークフローでは、お客様に CodePipeline および AWS CloudFormation を使用した経験があり、パ
イプラインおよび AWS CloudFormation テンプレート、およびスタックがどのように動作するかを理解
していることを前提としています。CodePipeline の詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイ
ド」を参照してください。また、パイプラインを作成するのと同じ AWS リージョンに Amazon S3 バケッ
トがある必要があります。
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Important
サンプルの WordPress テンプレートは、インターネットへの接続を必要とする EC2 インスタン
スを作成します。インターネットへのトラフィックを許可しているデフォルト VPC とサブネット
があることを確認してください。

チュートリアルの概要
このウォークスルーでは、スタックにある WordPress サンプルサイト用のパイプラインを構築します。パ
イプラインは、3 つのステージに分かれています。各ステージに少なくとも 1 つのアクションが含まれて
いる必要があります。このアクションは、お客様のアーティファクト (入力) に対してパイプラインが実行
するタスクです。ステージはパイプライン内のアクションを整理します。ステージが次のアーティファク
トに進む前に (たとえば、パイプラインを再実行する新しい入力を送信した場合)、CodePipeline で 1 つの
ステージのすべてのアクションが完了している必要があります。
このウォークスルーを完了すると、次のワークフローを実行するパイプラインができあがります。
1. パイプラインの最初のステージで、リポジトリからソースアーティファクト (AWS CloudFormation テ
ンプレートおよび設定ファイル) を取得します。
WordPress のサンプルテンプレートを含むアーティファクトを準備して、S3 バケットにアップロード
します。
2. 2 番目のステージで、パイプラインはテストスタックを作成し、承認を待ちます。
テストスタックを確認した後、元のパイプラインを使用して続行するか、別のアーティファクトを作成
して送信することで変更を加えるかを選択できます。承認すると、このステージはテストスタックを削
除し、パイプラインは次のステージに進みます。
3. 3 番目のステージで、パイプラインは本稼働スタックに対する変更セットを作成し、承認を待ちます。
初めて実行する場合は、本稼働スタックはありません。変更設定には、AWS CloudFormation によって
作成されるリソースがすべて表示されます。承認すると、このステージは変更セットを実行し、本番用
スタックを構築します。

Note
AWS CloudFormation は無料サービスです。ただし、スタックに含める EC2 インスタンスなどの
AWS リソースには、それぞれの現在の料金が課金されます。AWS の料金に関する詳細は、http://
aws.amazon.com/ で各製品の詳細ページを参照してください。

ステップ 1: アーティファクトを編集し、S3 バケット
にアップロードする
パイプラインを構築する前に、ソースリポジトリとファイルを設定する必要があります。CodePipeline
によってこれらのソースファイルがパイプラインのアーティファクトストアにコピーされ、AWS
CloudFormation スタックの作成などパイプラインでのアクションの実行に使用されます。
ソースリポジトリとして Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用する場合、CodePipeline
ではソースファイルを zip にしてから S3 バケットにアップロードする必要があります。zip ファ
イルは、AWS CloudFormation テンプレート、テンプレート設定ファイル、またはその両方を含む
CodePipeline アーティファクトです。WordPress サンプルテンプレートと 2 つのテンプレート設定ファ
イルを含むアーティファクトが用意されています。2 つの設定ファイルは、WordPress テンプレートの
パラメータ値を指定します。CodePipeline は WordPress スタックを作成する際にこれらを使用します。
ファイルの 1 つにはテストスタック用のパラメーター値、もう 1 つには本稼働スタック用のパラメーター
値が含まれます。たとえばお客様が所有する既存の EC2 キーペア名を指定するために、設定ファイルを
編集する必要があります。アーティファクトの詳細については、「AWS CloudFormation アーティファク
ト (p. 100)」を参照してください。
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アーティファクトを構築したら、S3 バケットにアップロードします。

アーティファクトを編集してアップロードするには
1.

サンプルアーティファクトをダウンロードして開きます (https://s3.amazonaws.com/cloudformationexamples/user-guide/continuous-deployment/wordpress-single-instance.zip)。
アーティファクトには 3 つのファイルが含まれています。
• WordPress サンプルテンプレート: wordpress-single-instance.yaml
• テストスタック用テンプレート設定ファイル: test-stack-configuration.json
• 本稼働スタック用テンプレート設定ファイル: prod-stack-configuration.json

2.

ファイルをすべて展開し、任意のテキストエディタを使用してテンプレート設定ファイルを変更しま
す。
設定ファイルを開いて、WordPress テンプレートのパラメーターにマッピングするキーと値のペア
が含まれていることを確認します。設定ファイルは、パイプラインがテストスタックおよび本稼働ス
タックを作成するときに使用するパラメーター値を指定します。
テストスタック用のパラメーター値を指定するには test-stack-configuration.json ファイル
を編集します。本稼働スタック用には prod-stack-configuration.json ファイルです。
• DBPassword キーおよび DBRootPassword キーの値の値を、WordPress データベースへのログ
インに使用するパスワードに変更します。WordPress テンプレートで定義されたとおり、このパラ
メーターの値は英文字のみを使用する必要があります。
• KeyName キーの値を、パイプラインを作成するリージョンにある既存の EC2 キーペア名に変更し
ます。

3.

変更した設定ファイルを元のアーティファクト (.zip) ファイルに追加して、重複したファイルを置
き換えます。
これで、S3 バケットにアップロードできるカスタマイズされたアーティファクトができました。

4.

お客様が所有する S3 バケットにアーティファクトをアップロードします。
ファイルの場所をメモしておきます。パイプラインを構築するときに、このファイルの場所を指定し
ます。
アーティファクトおよび S3 バケットに関する注意事項:
• パイプラインを作成する AWS リージョンと同じリージョンに存在するバケットを使用してくださ
い。
• CodePipeline では、バケットはバージョニングが有効になっている必要があります。
• ソースリポジトリには、GitHub や CodeCommit など、ファイルをアップロードする前に zip 化する
必要がないサービスも使用できます。
• アーティファクトには、パスワードなどの機密情報が含まれることがあります。アクセスを
制限して、許可されたユーザーのみがファイルを表示できるようにしてください。これを行う
際、CodePipeline がファイルにアクセスできるようにしてください。

これで、CodePipeline がパイプラインに引き込むことができるアーティファクトができました。次のス
テップでは、アーティファクトの位置を指定して、WordPress のパイプラインを構築します。

ステップ 2: パイプラインスタックを作成する
WordPress パイプラインを作成するには、サンプルの AWS CloudFormation テンプレートを使用しま
す。テンプレートは、パイプラインの構築に加えて、CodePipeline および AWS CloudFormation 用の
AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロール、CodePipeline アーティファクトストア
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用の S3 バケット、パイプラインが通知 (確認に関する通知など) を送信する Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) トピックもセットアップします。サンプルテンプレートを使用すると、単一の
AWS CloudFormation スタック内のこのようなリソースを簡単にプロビジョンし設定できます。
パイプラインの設定の詳細については、「パイプラインの仕組み (p. 91)」を参照してください。

Important
サンプルの WordPress テンプレートは、インターネットへの接続を必要とする EC2 インスタン
スを作成します。ご使用のデフォルト VPC とサブネットがインターネットへのトラフィックを許
可していることを確認してください。

パイプラインスタックを作成するには
1.

https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/user-guide/continuous-deployment/basicpipeline.yml でサンプルテンプレートをダウンロードします。ご使用のコンピューターに保存します。

2.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。

3.

CodePipeline および AWS CloudFormation をサポートする AWS リージョンを選択します。
詳細については、AWS General Reference の AWS リージョンとエンドポイントを参照してくださ
い。

4.

[スタックの作成] を選択します。

5.

[Specify template (テンプレートの指定)] で [Upload a template file (テンプレートファイルのアップ
ロード)] を選択し、先ほどダウンロードしたテンプレート basic-pipeline.yml を選択します。
[次へ] を選択します。

6.
7.
8.

[スタックの名前] に sample-WordPress-pipeline を入力します。
[パラメータ] セクションで、次のパラメータ値を指定し、[次へ] を選択します。WordPress テンプ
レートとその設定ファイルの名前を同じにしている場合は、スタックのパラメーターを設定する際に
デフォルト値を使用できます。そうでない場合は、使用するファイル名を指定します。
PipelineName
パイプラインの名前 (たとえば WordPress-test-pipeline)。
S3 バケット
アーティファクト (.zip ファイル) を保存した S3 バケットの名前。
SourceS3Key
アーティファクトのファイル名。アーティファクトをフォルダに保存した場合は、folder/
subfolder/wordpress-single-instance.zip のようにファイル名の一部に含めます。
E メール

CodePipeline からのパイプラインの通知を受信するメールアドレス (myemail@example.com な
ど)。
9. このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。[次へ] を選択します。
10. スタック名とテンプレート URL が正しいことを確認し、[スタックの作成] を選択します。
11. AWS CloudFormation が IAM リソースを作成する可能性があることを認識していることを確認するに
は、チェックボックスをオンにします。
AWS CloudFormation によってスタックが作成されるまでに数分かかることもあります。進捗状況を監視
するには、スタックイベントを確認します。詳細については、「AWS Management Console での AWS
CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。
スタックが作成されると、CodePipeline は新しいパイプラインを開始します。ステータスを表示するに
は、「CodePipeline コンソール」を参照してください。パイプラインのリストから、[WordPress-testpipeline] を選択します。
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パイプラインの仕組み
このセクションでは、WordPress パイプラインテンプレートの例のスニペットを使用して、パイプライン
の 3 つのステージについて説明します。

ステージ 1: Source
パイプラインの最初のステージはソースステージです。ここでソースコードの位置を指定します。この場
所にリビジョンをプッシュするたびに、CodePipeline はパイプラインを再実行します。
ソースコードは S3 バケットにあり、ファイル名で識別されます。パイプラインのスタックを作成すると
きに、これらの値を入力パラメーター値として指定しました。その後のステージでソースアーティファク
トを使用できるように、スニペットでは OutputArtifacts プロパティを TemplateSource という名前
で指定しています。この後のステージでこのアーティファクトを使用するには、入力アーティファクトに
TemplateSource を指定します。
- Name: S3Source
Actions:
- Name: TemplateSource
ActionTypeId:
Category: Source
Owner: AWS
Provider: S3
Version: '1'
Configuration:
S3Bucket: !Ref 'S3Bucket'
S3ObjectKey: !Ref 'SourceS3Key'
OutputArtifacts:
- Name: TemplateSource

ステージ 2: TestStage
TestStage ステージでは、パイプラインはテストスタックを作成し、承認を待ってから、テストスタッ
クを削除します。
CreateStack アクションでは、パイプラインはテスト設定ファイルおよび WordPress テン
プレートを使用してテストスタックを作成します。ファイルはどちらもソースステージで持
ち込まれた TemplateSource 入力アーティファクトに含まれています。このスニペットで
は、REPLACE_ON_FAILURE アクションモードを使用します。スタックの作成が失敗すると、パイプラ
インはこれを置き換えます。パイプラインを再実行する前にスタックを消去したりトラブルシューティ
ングする必要はありません。アクションモードは、テストスタックですばやく反復処理する場合に便利で
す。RoleArn プロパティの値は、テンプレートの他の場所で指定されている AWS CloudFormation サー
ビスロールです。
ApproveTestStack アクションはパイプラインを一時停止し、パイプラインスタックの作成時に指定さ
れた E メールアドレスに通知を送信します。パイプラインが一時停止している間に、WordPress テスト
スタックとそのリソースを確認できます。CodePipeline を使用してこのアクションを承認または却下しま
す。CustomData プロパティには、承認するアクションの説明が含まれています。これはパイプラインに
よって通知 E メールに追加されています。
このアクションを承認すると、CodePipeline は DeleteTestStack アクションに移行し、テスト
WordPress スタックおよびそのリソースを削除します。
- Name: TestStage
Actions:
- Name: CreateStack
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
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Version: '1'
InputArtifacts:
- Name: TemplateSource
Configuration:
ActionMode: REPLACE_ON_FAILURE
RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: !Ref TestStackName
TemplateConfiguration: !Sub "TemplateSource::${TestStackConfig}"
TemplatePath: !Sub "TemplateSource::${TemplateFileName}"
RunOrder: '1'
- Name: ApproveTestStack
ActionTypeId:
Category: Approval
Owner: AWS
Provider: Manual
Version: '1'
Configuration:
NotificationArn: !Ref CodePipelineSNSTopic
CustomData: !Sub 'Do you want to create a change set against the production stack
and delete the ${TestStackName} stack?'
RunOrder: '2'
- Name: DeleteTestStack
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
Version: '1'
Configuration:
ActionMode: DELETE_ONLY
RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: !Ref TestStackName
RunOrder: '3'

ステージ 3: ProdStage
パイプラインの ProdStage ステージでは、既存の本稼働スタックに対する変更セットを作成し、承認を
待ってから、変更セットを実行します。
AWS CloudFormation が本稼働スタックに対して行うすべての変更を、実装前に変更セットで確認できま
す。初めてパイプラインを実行する場合は、実行中の本稼働スタックはありません。変更セットには、テ
ストスタック作成時に AWS CloudFormation が実行したアクションが表示されます。CreateChangeSet
アクションは、変更セットの作成に、TemplateSource 入力アーティファクトからの WordPress サンプ
ルテンプレートおよび本稼働テンプレート設定を使用します。
前のステージと同様に、ApproveChangeSet アクションでパイプラインが一時停止し、E メール通知
が送信されます。パイプラインが一時停止している間に、変更セットを確認して、本稼働 WordPress ス
タックに対する変更案をすべて確認できます。CodePipeline を使用して、このアクションを承認または却
下し、それに合わせてパイプラインを続行または停止します。
アクションを承認した場合、ExecuteChangeSet アクションによって変更セットが実行されるため、変
更セットに記述されたアクションがすべて AWS CloudFormation によって実行されます。初めて実行する
場合は、AWS CloudFormation によって WordPress 本稼働スタックが作成されます。それ以降の実行で
は、AWS CloudFormation はそのスタックを更新します。
- Name: ProdStage
Actions:
- Name: CreateChangeSet
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
Version: '1'
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InputArtifacts:
- Name: TemplateSource
Configuration:
ActionMode: CHANGE_SET_REPLACE
RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: !Ref ProdStackName
ChangeSetName: !Ref ChangeSetName
TemplateConfiguration: !Sub "TemplateSource::${ProdStackConfig}"
TemplatePath: !Sub "TemplateSource::${TemplateFileName}"
RunOrder: '1'
- Name: ApproveChangeSet
ActionTypeId:
Category: Approval
Owner: AWS
Provider: Manual
Version: '1'
Configuration:
NotificationArn: !Ref CodePipelineSNSTopic
CustomData: !Sub 'A new change set was created for the ${ProdStackName} stack. Do
you want to implement the changes?'
RunOrder: '2'
- Name: ExecuteChangeSet
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
Version: '1'
Configuration:
ActionMode: CHANGE_SET_EXECUTE
ChangeSetName: !Ref ChangeSetName
RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: !Ref ProdStackName
RunOrder: '3'

ステップ 3: WordPress スタックの表示
CodePipeline は、パイプラインを実行する際に、AWS CloudFormation を使用してテストスタックお
よび本稼働スタックを作成します。これらのスタックのステータスとその出力を表示するには、AWS
CloudFormation コンソールを使用します。

スタックを表示するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。

2.

パイプラインがテストステージにあるか本稼働ステージにあるかによって、TestMyWordPressSite または Prod-MyWordPressSite スタックを選択します。

3.

スタックのステータスを確認するには、スタックイベント (p. 116)を表示します。

スタックが失敗状態の場合は、ステータスの理由を参照してスタックのエラーを見つけください。エラー
を修正してから、パイプラインを再実行します。スタックが CREATE_COMPLETE 状態にある場合は、その
出力を表示して WordPress サイトの URL を取得します。
これで、CodePipeline を使用してサンプルの WordPress サイト用の継続的な配信フローを正常に構築で
きました。S3 バケットに変更を送信すると、CodePipeline は自動的に新しいバージョンを検出し、パイ
プラインを再実行します。このワークフローによって、本稼働サイトに変更を加える前に、簡単に変更を
送信してテストできます。

ステップ 4: リソースをクリーンアップする
不要なサービスに対して課金されないように、リソースを削除します。
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Important
パイプラインのスタックを削除する前に、テストおよび本稼働の WordPress スタックを削除しま
す。パイプラインのスタックには、WordPress スタックを削除するために必要なサービスロール
が含まれています。先にパイプラインのスタックを削除する場合は、WordPress スタックに別の
サービスロールの Amazon リソースネーム (ARN) を関連付けてから、それらを削除できます。

アーティファクトストアのオブジェクトを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/s3/ にある Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

パイプラインのアーティファクトストアとして CodePipeline が使用した S3 バケットを選択します。
バケット名の形式は次の通りです。stackname-artifactstorebucket-idこのウォークスルー
に従った場合は、バケット名は次の例に似たものになります。sample-WordPress-pipelineartifactstorebucket-12345abcd12345

3.

アーティファクトストア S3 バケットのすべてのオブジェクトを削除します。
次のステップでパイプラインのスタックを削除する際、このバケットは空である必要があります。そ
うしないと、AWS CloudFormation がバケットを削除できません。

スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソールから、削除するスタックを選択します。
パイプラインによって作成された WordPress スタックがまだ実行中であれば、それらを最初に選択し
ます。デフォルトでは、スタック名は Test-MyWordPressSite および Prod-MyWordPressSite
です。
既に WordPress スタックを削除してある場合は、sample-WordPress-pipeline スタックを選択
します。

2.

[Actions] を選択してから、[Delete Stack] を選択します。

3.

確認メッセージで、[はい、削除する] を選択します。

AWS CloudFormation がスタックおよび EC2 インスタンス、通知トピック、サービスロール、パイプライ
ンなどのスタックのリソースをすべて削除します。
これで、CodePipeline を使用した基本的な AWS CloudFormation ワークフローの構築方法を理解できたた
め、サンプルのテンプレートとアーティファクトを開始点として使用して、独自に構築できます。

以下の資料も参照してください。
これらのパラメータを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• CodePipeline の AWS CloudFormation アクションパラメータの詳細については、AWS CodePipeline
ユーザーガイド の「AWS CloudFormation アクション設定リファレンス 」を参照してください。
• Owner フィールドや configuration フィールドなど、アクションプロバイダごとのテンプレート値
の例については、『AWS CodePipeline ユーザーガイド』の「アクション構造のリファレンス」を参照
してください。
• YAML または JSON 形式のパイプラインスタックテンプレートの例をダウンロードするには、AWS
CodePipeline ユーザーガイド の AWS CloudFormation でパイプラインを作成するのチュートリアルを
参照してください。
• 設定ファイルのテンプレートの例については、「AWS CloudFormation アーティファクト」を参照して
ください。
API バージョン 2010-05-15
94

AWS CloudFormation ユーザーガイド
設定プロパティのリファレンス

AWS CloudFormation 設定プロパティのリファレン
ス
CodePipeline パイプラインを構築する際、AWS CloudFormation をプロバイダーとする Deploy アクショ
ンをパイプラインに追加します。その後、パイプラインが起動する AWS CloudFormation アクションと、
そのアクションの設定を指定する必要があります。このトピックでは、AWS CloudFormation 設定プロパ
ティについて説明します。プロパティを指定するには、CodePipeline コンソールを使用するか、JSON オ
ブジェクトを作成して AWS CLI、CodePipeline API、または AWS CloudFormation テンプレートを使用で
きます。
トピック
• 設定プロパティ (コンソール) (p. 95)
• 設定プロパティ (JSON オブジェクト) (p. 97)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 100)

設定プロパティ (コンソール)
CodePipeline コンソールに設定プロパティが表示され、選択したアクションモードに基づいて必須プロパ
ティが示されます。

Note
新しいパイプラインを作成するときは、[Create or update a stack (スタックの作成または更新)]
または [Create or replace a change set (変更セットの作成または置換)] のアクションモードのみ
を指定できます。また、[Advanced] セクションのプロパティは、既存のパイプラインを編集する
ときにのみ使用できます。
アクションモード
CodePipeline が関連ステージを処理する際に呼び出す AWS CloudFormation アクション。以下のいず
れかのアクションモードを選択します。
• [Create or replace a change set (変更セットの作成または置換)] は、変更セットが存在しない場
合は送信したスタック名とテンプレートに基づいて作成します。変更セットがある場合は、AWS
CloudFormation それを削除して新しいものを作成します。
• [Create or update a stack (スタックの作成または更新)] は、指定されたスタックが存在しない場
合、スタックを作成します。スタックが存在する場合、AWS CloudFormation はそのスタックを更
新します。既存のスタックを更新するには、このアクションを使用します。CodePipeline はスタッ
クを置き換えません。
• [Delete a stack (スタックの削除)] は、スタックを削除します。存在しないスタックを指定した場合
は、アクションはスタックを削除せずに正常に終了します。
• [Execute a change set (変更セットの実行)] は、変更セットを実行します。
• [Replace a failed stack (失敗したスタックの置換)] は、指定されたスタックが存在
しない場合、スタックを作成します。スタックが存在しており、失敗状態の場合
(ROLLBACK_COMPLETE、ROLLBACK_FAILED、CREATE_FAILED、DELETE_FAILED または
UPDATE_ROLLBACK_FAILED として報告されている場合)、AWS CloudFormation はそのス
タックを削除して新しいスタックを作成します。スタックが失敗状態ではない場合は、AWS
CloudFormation はそれを更新します。失敗したスタックをリカバリーまたはトラブルシューティン
グせずに置き換えるには、このアクションを使用します。通常、このモードはテスト用に選択され
ます。
スタックの名前
既存のスタックまたは作成するスタックに関連付けられている名前のことを指します。この名前は、
作成しているスタックの AWS リージョン内で一意であることが必要です。
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Note
スタック名には、英数字 (大文字と小文字が区別されます) とハイフンのみを使用できます。
先頭の文字はアルファベット文字である必要があります。また、128 文字より長くすること
はできません。
変更セット名
既存の変更セットの名前、または指定されたスタック用に作成する新しい変更セットの名前です。
テンプレート
AWS CloudFormation テンプレートファイルの場所です。形式は
ArtifactName::TemplateFileName です。
テンプレート設定
テンプレート設定ファイルの場所です。形式は
ArtifactName::TemplateConfigurationFileName です。テンプレート設定ファイルには、テ
ンプレートのパラメータ値、スタックポリシー、およびタグを含めることができます。機密情報 (パ
スワードなど) を含める場合は、このファイルへのアクセスを制限します。詳細については、「AWS
CloudFormation アーティファクト (p. 100)」を参照してください。
機能
特定のリソースを含むスタックの場合、AWS CloudFormation がそれらのリソースを作成または更新
する場合があることを明示的に承認します。たとえば、スタックテンプレートに AWS Identity and
Access Management (IAM) リソースが含まれている場合は、CAPABILITY_IAM を指定する必要があ
ります。詳細については、「CreateStack リクエストパラメータ」を参照してください。
スタックテンプレートに IAM リソースがある場合は、このプロパティを指定する必要があります。
複数のキャパシティーを指定できます。
ロール名
AWS CloudFormation が指定されたスタックのリソースを操作する際に引き受ける IAM サービスロー
ルの名前です。
出力ファイル名
[Advanced] セクションで、CodePipeline が指定されたアクションを実行した後に出力アーティファ
クトに追加する出力ファイル名 (CreateStackOutput.json など) を指定できます。出力アーティ
ファクトには、AWS CloudFormation テンプレートの Outputs セクションの内容を含む JSON ファ
イルが含まれています。
名前を指定しない場合、CodePipeline は出力アーティファクトを生成しません。
パラメータの上書き
パラメータはテンプレートで定義され、スタックの作成時または更新時にカスタム値を入力できま
す。テンプレート設定ファイルのテンプレートパラメータ値を上書きする JSON オブジェクトを指定
できます。すべてのパラメータ名がスタックテンプレートに存在する必要があります。詳細について
は、「テンプレートでのパラメータの定義」を参照してください。

Note
ParameterOverrides プロパティに保存することができる JSON オブジェクトのサイズ
は、最大 1 キロバイトに制限されています。
パラメータ値のほとんどは、テンプレート設定ファイルを使用して指定することをお勧めします。パ
ラメータの上書き機能を使用して、動的パラメータ値のみを指定します。動的パラメータは、パイプ
ラインを実行するまでは不明です。
次の例では、パラメータオーバーライド関数を使用して ParameterName パラメータの値を定義し
ます。この関数は、CodePipeline 入力アーティファクトから値を取得します。パラメータオーバーラ
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イド関数の詳細については、「CodePipeline パイプラインでのパラメーターオーバーライド関数の使
用 (p. 102)」を参照してください。
{

"ParameterName" : { "Fn::GetParam" : ["ArtifactName", "config-file-name.json",
"ParamName"]}

}

設定プロパティ (JSON オブジェクト)
ステージのアクションで CloudFormation をプロバイダーとして指定する場合は、Configuration プ
ロパティ内で次のプロパティを定義します。AWS CLI、CodePipeline API、または AWS CloudFormation
テンプレートの場合は、JSON オブジェクトを使用します。例については、「チュートリアル: テストお
よび本稼働スタック用のパイプラインを構築する (p. 87) 」および「AWS CloudFormation 設定プロパ
ティのリファレンス (p. 95)」を参照してください。
ActionMode
CodePipeline が関連ステージを処理する際に呼び出す AWS CloudFormation アクションです。次のア
クションモードのいずれか 1 つのみを指定します。
• CHANGE_SET_EXECUTE は変更セットを実行します。
• CHANGE_SET_REPLACE は、変更セットが存在しない場合、指定されたスタック名とテンプレート
に基づいて変更セットを作成します。変更セットが存在する場合は、AWS CloudFormation はそれ
を削除して新しいものを作成します。
• CREATE_UPDATE は、指定されたスタックが存在しない場合、そのスタックを作成します。スタッ
クが存在する場合、AWS CloudFormation はそのスタックを更新します。既存のスタックを更新す
るには、このアクションを使用します。CodePipeline はスタックを置き換えません。
• DELETE_ONLY は、スタックを削除します。存在しないスタックを指定した場合は、アクションは
スタックを削除せずに正常に終了します。
• REPLACE_ON_FAILURE は、指定されたスタックが存在しない場合、
スタックを作成します。スタックが存在しており、失敗状態の場合
(ROLLBACK_COMPLETE、ROLLBACK_FAILED、CREATE_FAILED、DELETE_FAILED または
UPDATE_ROLLBACK_FAILED として報告されている場合)、AWS CloudFormation はそのス
タックを削除して新しいスタックを作成します。スタックが失敗状態ではない場合は、AWS
CloudFormation はそれを更新します。失敗したスタックをリカバリーまたはトラブルシューティン
グせずに自動的に置き換えるには、このアクションを使用します。通常、このモードはテスト用に
選択されます。
このプロパティは必須です。
Capabilities
特定のリソースを含むスタックの場合、AWS CloudFormation がそれらのリソースを作成または更新
する場合があることを明示的に承認します。たとえば、スタックテンプレートに AWS Identity and
Access Management (IAM) リソースが含まれている場合は、CAPABILITY_IAM を指定する必要があ
ります。詳細については、「CreateStack リクエストパラメータ」を参照してください。
このプロパティは条件付きです。スタックテンプレートに IAM リソースがある場合は、このプロパ
ティを指定する必要があります。
複数の機能を指定できます。次の例では、CAPABILITY_IAM プロパティと
CAPABILITY_AUTO_EXPAND プロパティをテンプレートに追加します。
YAML
configuration:
ActionMode: CHANGE_SET_REPLACE
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Capabilities: CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND
ChangeSetName: pipeline-changeset
RoleArn: CloudFormation_Role_ARN
StackName: my-pipeline-stack
TemplateConfiguration: 'my-pipeline-stack::template-configuration.json'
TemplatePath: 'my-pipeline-stack::template-export.yml'

JSON
"configuration": {
"ActionMode": "CHANGE_SET_REPLACE",
"Capabilities": "CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND",
"ChangeSetName": "pipeline-changeset",
"RoleArn": "CloudFormation_Role_ARN",
"StackName": "my-pipeline-stack",
"TemplateConfiguration": "my-pipeline-stack::template-configuration.json",
"TemplatePath": "my-pipeline-stack::template-export.yml"
}

ChangeSetName
既存の変更セットの名前、または指定されたスタック用に作成する新しい変更セットの名前です。
このプロパティは CHANGE_SET_REPLACE および CHANGE_SET_EXECUTE アクションモードでは必
須です。他のすべてのアクションモードでは、このプロパティは無視されます。
OutputFileName
出力ファイルの名前 (CreateStackOutput.json など)。CodePipeline は指定されたアクション
を実行した後、出力アーティファクトにファイルを追加します。出力アーティファクトには、AWS
CloudFormation テンプレートの Outputs セクションの内容を含む JSON ファイルが含まれていま
す。
このプロパティはオプションです。名前を指定しない場合、CodePipeline は出力アーティファクトを
生成しません。
ParameterOverrides
パラメータはテンプレートで定義されます。パラメータを使用すると、スタックの作成時または更新
時にカスタム値を入力できます。テンプレート設定ファイルのテンプレートパラメータ値を上書きす
る JSON オブジェクトを指定できます。すべてのパラメータ名がスタックテンプレートに存在する必
要があります。詳細については、「テンプレートでのパラメータの定義」を参照してください。
次の例では、 InstanceType および KeyName パラメータの上書きをテンプレートに追加します。
YAML
configuration:
ActionMode: CHANGE_SET_REPLACE
Capabilities: CAPABILITY_NAMED_IAM
ChangeSetName: pipeline-changeset
ParameterOverrides: '{"InstanceType": "t2.small","KeyName": "my-keypair"}'
RoleArn: CloudFormation_Role_ARN
StackName: my-pipeline-stack
TemplateConfiguration: 'my-pipeline-stack::template-configuration.json'
TemplatePath: 'my-pipeline-stack::template-export.yml'

JSON
"configuration": {
"ActionMode": "CHANGE_SET_REPLACE",
"Capabilities": "CAPABILITY_NAMED_IAM",
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"ChangeSetName": "pipeline-changeset",
"ParameterOverrides": "{\"InstanceType\": \"t2.small\",\"KeyName\": \"mykeypair\"}",
"RoleArn": "CloudFormation_Role_ARN",
"StackName": "my-pipeline-stack",
"TemplateConfiguration": "my-pipeline-stack::template-configuration.json",
"TemplatePath": "my-pipeline-stack::template-export.yml"
}

Note
ParameterOverrides プロパティに保存できる JSON オブジェクトの最大サイズは 1 KB
です。
パラメータ値のほとんどは、テンプレート設定ファイルを使用して指定することをお勧めします。パ
ラメータの上書き機能を使用して、動的パラメータ値のみを指定します。動的パラメータ値は、パイ
プラインを実行するまでは不明です。
次の例では、パラメータオーバーライド関数を使用して ParameterName パラメータの値を定義し
ます。この関数は、CodePipeline 入力アーティファクトから値を取得します。パラメータオーバーラ
イド関数の詳細については、「CodePipeline パイプラインでのパラメーターオーバーライド関数の使
用 (p. 102)」を参照してください。
{

"ParameterName" : { "Fn::GetParam" : ["ArtifactName", "config-file-name.json",
"ParamName"]}

}

このプロパティはオプションです。
RoleArn
AWS CloudFormation がスタックのリソースを操作する際に引き受ける IAM サービスロールの
Amazon リソースネーム (ARN) です。
このプロパティは、CREATE_UPDATE、REPLACE_ON_FAILURE、DELETE_ONLY、および
CHANGE_SET_REPLACE アクションモードに必要です。RoleArn は、変更セットを実行するときには
適用されません。変更セットの作成に CodePipeline を使用しない場合は、変更セットまたはスタック
にロールが関連付けられていることを確認します。
StackName
既存のスタックの名前、または作成するスタックの名前です。
このプロパティはすべてのアクションモードで必須です。
TemplateConfiguration
TemplateConfiguration はテンプレート設定ファイルです。このアクションへの入力アーティ
ファクトにファイルを含めます。テンプレート設定ファイル名は次の形式に従います。
Artifactname::TemplateConfigurationFileName
Artifactname は、CodePipeline に表示される入力アーティファクト名です。たとえば、アーティ
ファクト名 SourceArtifact と test-configuration.json ファイル名を持つソースステージで
は、次の例に示すような TemplateConfiguration の名前が作成されます。
"TemplateConfiguration": "SourceArtifact::test-configuration.json"

テンプレート設定ファイルには、テンプレートのパラメーター値およびスタックポリシーを含め
ることができます。機密情報 (パスワードなど) を含める場合は、このファイルへのアクセスを制
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限します。設定ファイルのテンプレートの例については、「AWS CloudFormation アーティファク
ト (p. 100)」を参照してください。
このプロパティはオプションです。
TemplatePath
TemplatePath は AWS CloudFormation テンプレートファイルを表します。このアクションの入力
アーティファクトにファイルを含めます。ファイル名の形式は次のとおりです:
Artifactname::TemplateFileName
Artifactname は、CodePipeline に表示される入力アーティファクト名です。たとえば、アーティ
ファクト名 SourceArtifact と template.yaml ファイル名を持つソースステージでは、次の例に
示すような TemplatePath の名前が作成されます。
"TemplatePath": "SourceArtifact::template.yaml"

このプロパティは CREATE_UPDATE、REPLACE_ON_FAILURE および CHANGE_SET_REPLACE アク
ションモードでは必須です。他のすべてのアクションモードでは、このプロパティは無視されます。

以下の資料も参照してください。
これらのパラメータを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• CodePipeline の AWS CloudFormation アクションパラメータの詳細については、AWS CodePipeline
ユーザーガイド の「AWS CloudFormation アクション設定リファレンス 」を参照してください。
• Owner フィールドや configuration フィールドなど、アクションプロバイダごとのテンプレート値
の例については、『AWS CodePipeline ユーザーガイド』の「アクション構造のリファレンス」を参照
してください。
• YAML または JSON 形式のパイプラインスタックテンプレートの例をダウンロードするには、AWS
CodePipeline ユーザーガイド の AWS CloudFormation でパイプラインを作成するのチュートリアルを
参照してください。
• 設定ファイルのテンプレートの例については、「AWS CloudFormation アーティファクト」を参照して
ください。

AWS CloudFormation アーティファクト
CodePipeline では、CodePipeline パイプラインを実行しながらアーティファクトのタスクを実行しま
す。AWS CloudFormation では、スタックテンプレートファイル、テンプレート設定ファイル、または
両方をアーティファクトに含めることができます。CodePipeline はこれらのアーティファクトを使用し
て、AWS CloudFormation スタックや変更セットで作業を行います。
ソースリポジトリとして Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用する場合、テンプレートお
よびテンプレート設定ファイルを 1 つのファイルに zip 化してから S3 バケットにアップロードする必要
があります。GitHub や AWS CodeCommit などその他のリポジトリの場合は、アーティファクトを圧縮し
ないでアップロードします。詳細については、『AWS CodePipeline ユーザーガイド』の「CodePipeline
でパイプラインを作成する」を参照してください。
リポジトリには、必要なだけファイルを追加できます。たとえば、同じテンプレートに、テスト設定と本
稼働設定の 2 つの異なる設定を含めることもできます。
このトピックでは、各アーティファクトタイプを説明します。
トピック
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• スタックテンプレートファイル (p. 101)
• テンプレート設定ファイル (p. 101)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 102)

スタックテンプレートファイル
スタックテンプレートファイルは、AWS CloudFormation がプロビジョンおよび設定するリソースを定義
します。これらのファイルは、AWS CloudFormation を使用してスタックを作成または更新する際に使用
するテンプレートファイルと同じです。YAML または JSON 形式のテンプレートを使用できます。テンプ
レートの詳細については、「テンプレートの分析 (p. 262)」を参照してください。

テンプレート設定ファイル
テンプレート設定ファイルは、テンプレートのパラメータ値、スタックポリシー (p. 168)、タグを指定で
きる JSON 形式のテキストファイルです。これらの設定ファイルを使用して、スタックにパラメーター値
またはスタックポリシーを指定します。指定するパラメーター値はすべて、関連するテンプレートで宣言
する必要があります。
このファイルに機密情報 (パスワードなど) を含める場合は、このファイルへのアクセスを制限します。た
とえば、アーティファクトを S3 バケットにアップロードする場合、S3 バケットポリシーまたはユーザー
ポリシーを使用してアクセスを制限します。
設定ファイルを作成するには、次の形式を使用します。
{

}

"Parameters" : {
"NameOfTemplateParameter" : "ValueOfParameter",
...
},
"Tags" : {
"TagKey" : "TagValue",
...
},
"StackPolicy" : {
"Statement" : [
StackPolicyStatement
]
}

以下の例では、KeyName パラメータに TestEC2Key を指定し、Department タグを追加して、その値を
Marketing に設定します。続いて、リソースを削除する更新を除くすべての更新アクションを許可する
スタックポリシーを追加します。
{

"Parameters" : {
"KeyName" : "TestEC2Key"
},
"Tags" : {
"Department" : "Marketing"
},
"StackPolicy" : {
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"NotAction" : "Update:Delete",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
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}

}

]

}

以下の資料も参照してください。
これらのパラメータを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• CodePipeline の AWS CloudFormation アクションパラメータの詳細については、AWS CodePipeline
ユーザーガイド の「AWS CloudFormation アクション設定リファレンス 」を参照してください。
• Owner フィールドや configuration フィールドなど、アクションプロバイダごとのテンプレート値
の例については、『AWS CodePipeline ユーザーガイド』の「アクション構造のリファレンス」を参照
してください。
• YAML または JSON 形式のパイプラインスタックテンプレートの例をダウンロードするには、AWS
CodePipeline ユーザーガイド の AWS CloudFormation でパイプラインを作成するのチュートリアルを
参照してください。

CodePipeline パイプラインでのパラメーターオー
バーライド関数の使用
CodePipeline のステージで、AWS CloudFormation アクションにパラメータオーバーライド (p. 95) を
指定できます。パラメータオーバーライドを使用すると、テンプレート設定ファイルの値をオーバーライ
ドするテンプレートパラメータ値を指定できます。AWS CloudFormation では、動的な値 (パイプラインが
実行されるまで不明な値) を指定できる関数を提供しています。
トピック
• Fn::GetArtifactAtt (p. 102)
• Fn::GetParam (p. 103)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 105)

Fn::GetArtifactAtt
Fn::GetArtifactAtt 関数は、入力アーティファクトから属性の値を取得します。たとえば、アーティ
ファクトが保存されている S3 バケット名などです。この関数を使用して、アーティファクトのファイル
名や S3 バケット名など、アーティファクトの属性を指定します。
パイプラインを実行すると、CodePipeline はファイルをコピーしてパイプラインのアーティファクトス
トア (S3 バケット) に書き込みます。CodePipeline はアーティファクトストア内でファイル名を生成しま
す。これらのファイル名は、パイプラインが実行されるまでは不明です。
たとえば、パイプラインで、CodePipeline が AWS Lambda 関数ソースコードをアーティファクトス
トアにコピーするソースステージがあるとします。次のステージでは、Lambda 関数を作成する AWS
CloudFormation テンプレートがありますが、AWS CloudFormation が関数を作成するにはそのファイル名
が必要です。Fn::GetArtifactAtt 関数を使用して、正確な S3 バケット名およびファイル名を渡す必
要があります。

構文
以下の構文を使用してアーティファクトの属性値を取得します。
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{ "Fn::GetArtifactAtt" : [ "artifactName", "attributeName" ] }

artifactName
入力アーティファクトの名前。このアーティファクトを、関連付けられたアクションの入力として宣
言する必要があります。
attributeName
値の取得元となるアーティファクト属性の名前。各アーティファクト属性の詳細については、後述の
属性セクションを参照してください。

例
以下のパラメーターオーバーライドは、BucketName アーティファクトの S3 バケット名およびファイル
名を取得して、ObjectKey および LambdaFunctionSource パラメーターを指定します。この例では、
たとえばソースステージの一部として、CodePipeline が Lambda 関数のソースコードをコピーし、アー
ティファクトとして保存したとします。
{
}

"BucketName" : { "Fn::GetArtifactAtt" : ["LambdaFunctionSource", "BucketName"]},
"ObjectKey" : { "Fn::GetArtifactAtt" : ["LambdaFunctionSource", "ObjectKey"]}

属性
アーティファクトの次の属性を取得できます。
BucketName
アーティファクトが保存されている S3 バケットの名前。
ObjectKey
CodePipeline によって生成されるアーティファクトを含む .zip ファイルの名前 (1ABCyZZ.zip な
ど)。
URL
アーティファクトの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URL (https://
s3.us-west-2.amazonaws.com/artifactstorebucket-yivczw8jma0c/test/
TemplateSo/1ABCyZZ.zip など)。

Fn::GetParam
Fn::GetParam 関数はキーと値のペアからの値を JSON 形式ファイルで返します。この JSON ファイル
をアーティファクトに含める必要があります。
この関数を使用して AWS CloudFormation スタックから出力値を取得し、別のアクションの入力として
使用します。たとえば、AWS CloudFormation アクションの出力ファイル名を指定すると、CodePipeline
は出力を JSON ファイルで保存して、それを出力アーティファクトの .zip ファイルに追加しま
す。Fn::GetParam 関数を使用して出力値を取得し、それを別のアクションの入力として使用します。

構文
以下の構文を使用してキーと値のペアから値を取得します。
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{ "Fn::GetParam" : [ "artifactName", "JSONFileName", "keyName" ] }

artifactName
アーティファクトの名前です。関連アクションの入力アーティファクトとして含める必要がありま
す。
JSONFileName
アーティファクトに含まれる JSON ファイルの名前。
keyName
値の取得元となるキーの名前。

例
次の例では、パラメーターオーバーライドで Fn::GetParam 関数を使用する方法を示します。

構文
以下のパラメーターオーバーライドは、WebSiteURL アーティファクトに存在する URL ファイルから
stack-output.json キーの値を取得することで、WebStackOutput パラメーターを指定します。
{
}

"WebSiteURL" : { "Fn::GetParam" : ["WebStackOutput", "stack-output.json", "URL"]}

AWS CloudFormation テンプレートスニペット
以下の CodePipeline パイプラインからの AWS CloudFormation テンプレートスニペットは、スタックの
出力を渡す方法を示します。これらのスニペットは、パイプライン定義の 2 つのステージを示します。
最初のステージは、スタックを作成し、出力を StackAOutput アーティファクトの TestOutput.json
ファイルに保存します。これらの値は、OutputFileName および OutputArtifacts プロパティによっ
て指定されます。
ステージのソース入力アーティファクトの名前は TemplateSource です。スタックテンプレートのファ
イル名は teststackA.yaml で、設定ファイルの名前は test-configuration.json です。どちらの
ステージにおいても、これらの値は TemplateConfiguration と TemplatePath プロパティに対して
次のように指定されます。
TemplateConfiguration: TemplateSource::test-configuration.json
TemplatePath: TemplateSource::teststackA.yaml

Example スタック A ステージの作成
- Name: CreateTestStackA
Actions:
- Name: CloudFormationCreate
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
Version: '1'
Configuration:
ActionMode: CREATE_UPDATE
Capabilities: CAPABILITY_IAM
OutputFileName: TestOutput.json
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RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: StackA
TemplateConfiguration: TemplateSource::test-configuration.json
TemplatePath: TemplateSource::teststackA.yaml
InputArtifacts:
- Name: TemplateSource
OutputArtifacts:
- Name: StackAOutput
RunOrder: '1'

後続のステージで、スタック B はスタック A からの出力を使用します。例では、ParameterOverrides
プロパティに Fn::GetParam 関数を使用して StackBInputParam パラメーターを指定します。結果の
値は、StackAOutputName キーに関連付けられる値です。

Example スタック B ステージの作成
- Name: CreateTestStackB
Actions:
- Name: CloudFormationCreate
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Provider: CloudFormation
Version: '1'
Configuration:
ActionMode: CREATE_UPDATE
Capabilities: CAPABILITY_IAM
RoleArn: !GetAtt [CFNRole, Arn]
StackName: StackB
TemplateConfiguration: TemplateSource::test-configuration.json
TemplatePath: TemplateSource::teststackB.yaml
ParameterOverrides: |
{
"StackBInputParam" : { "Fn::GetParam" : ["StackAOutput", "TestOutput.json",
"StackAOutputName"]}
}
InputArtifacts:
- Name: TemplateSource
- Name: StackAOutput
RunOrder: '1'

以下の資料も参照してください。
これらのパラメータを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• CodePipeline の AWS CloudFormation アクションパラメータの詳細については、AWS CodePipeline
ユーザーガイド の「AWS CloudFormation アクション設定リファレンス 」を参照してください。
• Owner フィールドや configuration フィールドなど、アクションプロバイダごとのテンプレート値
の例については、『AWS CodePipeline ユーザーガイド』の「アクション構造のリファレンス」を参照
してください。
• YAML または JSON 形式のパイプラインスタックテンプレートの例をダウンロードするには、AWS
CodePipeline ユーザーガイド の AWS CloudFormation でパイプラインを作成するのチュートリアルを
参照してください。
• 設定ファイルのテンプレートの例については、「AWS CloudFormation アーティファクト」を参照して
ください。
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スタックの操作
スタックは、単一のユニットとして管理できる AWS リソースのコレクションです。つまり、スタックを
作成、更新、削除することで、リソースのコレクションを作成、更新、削除できます。スタック内のすべ
てのリソースは、スタックの AWS CloudFormation テンプレートで定義されます。たとえば、ウェブサー
バー、データベース、ネットワークルールなど、ウェブアプリケーションの実行に必要なすべてのリソー
スをスタックに格納できます。ウェブアプリケーションが不要になった場合は、スタックを削除するだけ
で関連リソースをすべて削除できます。
AWS CloudFormation は、すべてのスタックリソースが適切に作成または削除されたことを確認しま
す。AWS CloudFormation はスタックリソースを単一ユニットとして扱うため、スタックを作成または削
除するにはすべてのリソースが正常に作成または削除される必要があります。リソースが作成できない場
合、AWS CloudFormation はスタックをロールバックし、作成されたリソースを自動的に削除します。リ
ソースが削除できない場合、残されたリソースはスタックが正常に削除されるまで保持されます。
スタックの操作には、AWS CloudFormation コンソール、API、または AWS CLI を使用できます。

Note
スタックをすぐに削除した場合でも、スタックリソースが運用されていた時間に対して課金され
ます。
トピック
• AWS CloudFormation コンソールの使用 (p. 106)
• AWS Command Line Interface の使用 (p. 125)
• AWS CloudFormation スタックの更新 (p. 136)
• スタックとリソースに対するアンマネージド型設定変更の検出 (p. 181)
• 既存リソースの CloudFormation 管理への取り込み (p. 199)
• スタック障害オプション (p. 212)
• スタック間でのリソースの移動 (p. 219)
• インポートおよびドリフト検出オペレーションをサポートするリソース (p. 227)
• スタックの出力値のエクスポート (p. 241)
• エクスポートされた出力値をインポートするスタックのリスト (p. 243)
• ネストされたスタックの操作 (p. 244)
• AWS CloudFormation での Microsoft Windows スタックの操作 (p. 256)

AWS CloudFormation コンソールの使用
AWS CloudFormation コンソールを使用すると、スタックの作成、モニタリング、更新、削除をウェブブ
ラウザから直接行うことができます。このセクションでは、CloudFormation コンソールを使って基本的な
アクションを実行するうえで役立つ情報を提供しています。

このセクションの内容
• AWS Management Console にログイン (p. 107)
•
•
•
•

AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (p. 108)
EC2 キーペアを作成する (p. 115)
AWS CloudFormation スタックのコスト見積もり (p. 115)
AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)
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• スタックオペレーションをモニタリングおよびロールバックする (p. 119)
• スタックのクイック作成リンクを作成する (p. 120)
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの削除 (p. 123)
• スタックの削除保護 (p. 123)
• 削除済みのスタックを AWS CloudFormation コンソールで確認する (p. 125)

AWS Management Console にログイン
AWS CloudFormation コンソールを使用すると、AWS CloudFormation スタックの作成、監視、更新、削
除をウェブベースのインターフェイスで行うことができます。AWS Management Console に含まれていま
す。
AWS CloudFormation コンソールには、さまざまな方法でアクセスできます。
• AWS CloudFormation コンソールを URL https://console.aws.amazon.com/cloudformation/ から直接開き
ます。まだ AWS Management Console にログインしていない場合は、AWS CloudFormation コンソー
ルを使用する前にログインする必要があります。
• AWS Management Console にログインして使用している場合は、以下の方法でホームページから AWS
CloudFormation コンソールにアクセスできます。
• [管理ツール] から [CloudFormation] を選択します。
• 検索バーを使用して CloudFormation を検索します。
• CloudFormation を最近使用した場合は、[最近アクセスしたサービス] から [CloudFormation] を選択し
ます。

実行中の AWS CloudFormation スタックがない場合は、[スタックの作成] オプションが表示されます。そ
れ以外の場合、現在実行中のスタックのリストが表示されます。
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以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (p. 108)

AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成
スタックを作成する前に、AWS CloudFormation がスタックに含めるリソースを示すテンプレートが必要
になります。詳細については、「AWS CloudFormation テンプレートの使用 (p. 261)」を参照してくださ
い。

Note
新しいスタックの設定をプレビューするには、変更セットを使用 (p. 114)できます。
CloudFormation コンソールでスタックを作成するのは簡単です。ウィザードに従って次の手順を実行しま
す。
1. スタックの作成ウィザードの起動 (p. 108)
2. スタックテンプレートの選択 (p. 109)
3. スタックパラメータの指定 (p. 111)
4. AWS CloudFormation スタックオプションの設定 (p. 112)
5. スタックの確認 (p. 113)
スタックを作成した後は、スタックの進捗状況の監視、スタックのリソースおよび出力の表示、スタック
の更新、およびスタックの削除を行うことができます。これらのアクションについては、関連するトピッ
クで説明します。

スタックの作成ウィザードの起動
CloudFormation コンソールでスタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

次のオプションのうち 1 つを使用して新しいスタックを作成します。
• [Create Stack] を選択します。現在実行中のスタックがある場合は、これが唯一のオプションです。
• [Stacks] (スタック) ページで [Create Stack] (スタックの作成) を選択します。このオプションは、実
行中のスタックがない場合にのみ表示されます。
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次に、スタックテンプレートを選択 (p. 109)します。

スタックテンプレートの選択
[スタックの作成] ウィザードを起動 (p. 108)した後、スタックを作成するために AWS CloudFormation で
使用するテンプレートを選択します。
CloudFormation テンプレートは、スタックを構成する AWS リソースを指定する JSON または YAML 形
式ファイルです。CloudFormation テンプレートの詳細については、「AWS CloudFormation テンプレート
の使用 (p. 261)」をご参照ください。

スタックのテンプレートを選択するには:
1.

[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、以下のいずれかのオプションを使用してスタック
のテンプレートを選択します。
Template is ready (テンプレートの準備ができています)
スタック作成の準備が整っている、完成したテンプレートを指定します。
[Specify template (テンプレートの指定)] セクションで、テンプレートの場所に基づいて適切なオ
プションを選択します。
• Amazon S3 URL
S3 バケット内のテンプレートの URL を指定します。
[Amazon S3 URL] フィールドに URL を入力します。

Important
テンプレートがネストされたスタック (たとえば、サブディレクトリにあるその他のテ
ンプレートドキュメントで説明されているスタック) を含む場合、S3 バケットが必要
なファイルとディレクトリを含んでいることを確認します。
バージョニングが有効なバケットにテンプレートがある場合、https://
s3.amazonaws.com/templates/myTemplate.template?
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versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW のようにテンプレートの特定バージョ
ンを指定することもできます。詳細については、『Amazon Simple Storage Service コンソー
ルユーザーガイド』の「バージョニングが有効なバケット内のオブジェクトを管理する」を参
照してください。
URL は、アクセス許可を読み込んだ S3 バケットで、スタックと同じリージョンに位置するも
のに格納されている、最大サイズ 1 MB のテンプレートを指定する必要があります。URL には
最大 1024 文字を含めることができます。
• Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)
ローカルコンピュータで CloudFormation テンプレートを選択します。
[ファイルの選択] を選択して、アップロードするテンプレートファイルを選択します。テンプ
レートは、最大サイズ 1 MB まで許可されます。テンプレートを選択すると、CloudFormation
によってファイルがアップロードされ、S3 URL が表示されます。
AWS CLI または API を使用してスタックを作成すると、最大サイズが 51,200 バイトのテンプ
レートをアップロードできます。

Note
ローカルテンプレートファイルをアップロードすると、CloudFormation によって
AWS アカウントの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップ
ロードされます。CloudFormation によって作成された S3 バケットがない場合は、テ
ンプレートファイルをアップロードしたリージョンごとに一意のバケットが作成され
ます。AWS アカウントに、AWS CloudFormation によって作成された S3 バケットが
既にある場合、CloudFormation によってそのバケットにテンプレートが追加されま
す。
CloudFormation によって作成された S3 バケットについて覚えておくべき考慮事項
• AWS アカウントの Amazon S3 アクセス権限があれば誰でもこのバケットにアクセ
スできます。
• CloudFormation は、デフォルトで有効になっているサーバー側の暗号化を使用して
バケットを作成し、バケットに保存されているすべてのオブジェクトを暗号化しま
す。
CloudFormation が作成したバケットの暗号化オプションを直接管理できます。例え
ば、https://console.aws.amazon.com/s3/ の Amazon S3 コンソール、または AWS
CLI を使用します。詳細については、『Amazon Simple Storage Service 開発者ガイ
ド』の「S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」を参照してください。
• 手動でテンプレートを Amazon S3 にアップロードすることで、独自のバケットを使
用してアクセス権限を管理できます。スタックを作成または更新する場合は、テン
プレートファイルの Amazon S3 の URL を指定します。
Use a sample template (サンプルテンプレートの使用)
• CloudFormation で提供されるテンプレートのコレクションから、サンプルテンプレートを選択
して開始します。テンプレートの説明については、「サンプルテンプレート (p. 6727)」を参照
してください。
AWS のサービスごとに整理されたテンプレートのサンプルとスニペットをさらに表示するに
は、[View more sample templates] (サンプルテンプレートをさらに表示) をクリックします。
Create template in Designer (デザイナーでテンプレートを作成)
AWS CloudFormation デザイナー (テンプレートをグラフィカルに図式化するためのドラッグアン
ドドロップインターフェイス) を使用して、テンプレートを作成または変更します。詳細について
は、「AWS CloudFormation デザイナー とは (p. 353)」を参照してください。
2.

[次へ] を選択して設定を受け入れ、スタック名とパラメータの指定 (p. 111)に進みます。
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リソースを作成する前に、CloudFormation がテンプレートを検証して、依存関係の循環などの構文エ
ラーや意味的エラーを捕捉します。検証中に、CloudFormation はテンプレートが有効な JSON である
かどうかをまず確認します。そうでない場合は、CloudFormation はテンプレートが有効な YAML で
あるかどうかを確認します。両方のチェックが失敗すると、CloudFormation はテンプレートの検証エ
ラーを返します。

スタック名とパラメーターの指定
スタックテンプレートを選択したら、テンプレートで定義されたスタック名とパラメータの値を指定しま
す。
パラメータを使用すると、スタックを作成時にカスタマイズできます。スタックテンプレートでパラメー
タ値を使用すると、リソースの構成方法を変更できます。そのようにすると、異なる設定を指定する場合
に、複数のテンプレートでコードをハードコード化する必要がありません。AWS CloudFormation テンプ
レートのパラメータの詳細については、「パラメータ (p. 290)」を参照してください。

スタック名とパラメータ値を指定するには
1.

2.
3.

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、[スタックの名前] ボックスにスタック名を入
力します。
スタック名は、スタックのリストから特定のスタックを見つけるのに役立つ識別子です。スタック名
には、英数字 (大文字と小文字が区別されます) とハイフンのみを使用できます。先頭の文字は必ずア
ルファベット文字とし、128 文字より長くすることはできません。
[パラメータ] セクションで、スタックテンプレートで定義されているパラメータを指定します。
デフォルト値を持つパラメータを使用または変更できます。
パラメータ値に関する操作が終了したら、[Next] (次へ) を選択して、スタックのオプションの設
定 (p. 112)を続けます。

AWS 固有のパラメータタイプ
AWS 固有のパラメータタイプを含むスタックを作成すると、CloudFormation コンソールにそれらのパ
ラメータの有効な値のドロップダウンリストが表示されます。パラメータータイプによっては、ID、名
前、または Name タグの値によって値を検索することができます。たとえば、AWS::EC2::VPC::Id パ
ラメータータイプを使用すると、特定の VPC ID (vpc-b47658d1 など) を検索することができます。VPC
に名前がタグ付けされた場合 (Name:TestVPC など)、TestVPC を検索することもできます。現在のとこ
ろ、Name キーが付いたタグ値のみ検索することができます。

Note
コンソールにドロップダウンリストが表示されないか、AWS::EC2::Image::Id パラメータタ
イプを持つ値を検索することができます。CloudFormation は、入力値が有効な Amazon Elastic
Compute Cloud イメージ ID であるかどうかのみ確認します。

パラメータのグループ化とソート
コンソールには、入力パラメータが論理 ID によりアルファベット順でリストされます。テンプレート
を作成したら、AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーを使用してデフォルトの順序
を上書きできます。AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーの詳細と例については、
「AWS::CloudFormation::Interface (p. 286)」を参照してください。
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AWS CloudFormation スタックオプションの設定
テンプレートで定義されているパラメータ (p. 290)を指定した後で、スタックのオプションを追加設定す
ることができます。
次のスタックオプションを設定できます。
タグ
タグは、コスト配分など、スタックを識別する目的で使用できる任意のキーと値のペアです。タグと
その使用方法の詳細については、『Amazon EC2 ユーザーガイド』の「リソースにタグを付ける」を
参照してください。
キーは、任意の英数字またはスペースで構成されます。タグキーの値には最大 127 文字を使用できま
す。
値は、任意の英数字またはスペースで構成されます。タグの値には最大 255 文字を使用できます。
アクセス許可
CloudFormation が引き受けることができる既存の AWS Identity and Access Management (IAM) サー
ビスロール。
アカウントの認証情報を使用する代わりに、CloudFormation はロールの認証情報を使用してスタック
を作成します。詳細については、「AWS CloudFormation サービスロール (p. 74)」を参照してくださ
い。
スタック障害オプション
すべてのスタックデプロイおよび変更セットオペレーションのプロビジョニング失敗オプションを指
定します。詳細については、「スタック障害オプション」を参照してください。
[すべてのスタックリソースをロールバック] オプションは、スタックステータスが CREATE_FAILED
または UPDATE_FAILED の場合に、テンプレートで指定されたすべてのリソースをロールバックしま
す。
作成オペレーションの場合、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する] オプションを選択
すると、成功したリソースの状態が保持されますが、失敗したリソースは、次の更新オペレーション
が実行されるまで失敗した状態のままになります。
更新および変更セットのオペレーションの場合、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する]
オプションにより、失敗したリソースを最新の既知の安定した状態にロールバックしながら、リソー
スは成功した状態が保持されます。失敗したリソースは UPDATE_FAILED 状態になります。最後の既
知の安定状態のないリソースは、次のスタックオペレーション時に削除されます。
スタック作成の以下の詳細オプションを設定することもできます。
スタックのポリシー
スタックの更新中、意図しない更新から保護するリソースを定義します。デフォルトでは、スタック
の更新時にすべてのリソースを更新できます。
スタックポリシーを JSON として直接入力するか、スタックポリシーを含む JSON ファイルをアッ
プロードすることができます。詳細については、「スタックのリソースが更新されないようにす
る (p. 168)」を参照してください。
ロールバック設定
この設定を使用すると、スタックの作成および更新中にスタックの状態を CloudFormation でモニタ
リングし、指定したいずれかのアラームのしきい値をスタックが超過した場合に、そのオペレーショ
ンをロールバックできます。CloudFormation がモニタリングする CloudWatch アラームを指定しま
す。スタックオペレーションまたはモニタリング期間中にいずれかのアラームが ALARM 状態になった
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場合、CloudFormation はスタックオペレーション全体をロールバックします。詳細については、「ス
タックオペレーションをモニタリングおよびロールバックする (p. 119)」を参照してください。
通知オプション
スタックイベントに関する通知が送信される新規または既存の Amazon Simple Notification Service ト
ピックを指定できます。
Amazon SNS トピックを作成する場合、スタックイベントの通知の送信先となる名前と E メールアド
レスを指定する必要があります。
スタック作成オプション
スタック作成には以下のオプションが含まれていますが、スタック更新には含まれていません。
タイムアウト
CloudFormation がスタック作成オペレーションのタイムアウトまでに割り当てる時間を分で指定
します。CloudFormation が割り当てられた時間内にスタック全体を作成できない場合、スタック
の作成がタイムアウトで失敗し、スタックはロールバックされます。
デフォルトでは、スタックの作成にタイムアウトはありません。ただし、個々のリソースには、
実装するサービスの性質に基づいて、独自のタイムアウトがある可能性があります。例えば、ス
タック内の個々のリソースがタイムアウトになった場合、スタックの作成に指定されたタイムア
ウトに到達していない場合でも、スタックの作成もタイムアウトになります。

スタックオプションを設定するには
1.
2.

[スタックの作成] ウィザードの [Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページで、タグ
とアクセス権限を指定できます。[詳細オプション] セクションを使用して、スタックのその他の設定
オプションを設定します。
すべてのスタックオプションを入力したら、[Next Step] (次のステップ) を選択して、スタックの確認
作業 (p. 113)に進みます。

AWS CloudFormation コンソールのスタックの確認とスタックの
コストの見積り
スタック起動前の最後のステップは、スタックの作成中に入力された値を確認することです。スタックの
コストを見積ることもできます。
1.

[確認] ページで、スタックの詳細を確認します。
スタックを起動する前に値を変更する必要がある場合は、該当するセクションで [Edit] (編集) を選択
して、変更する設定のページに戻ります。

2.
3.

(オプション) スタックのコストを見積もるには、[テンプレート] セクションで [Estimate cost (コスト
の見積もり)] リンクを選択します。AWS Pricing Calculator には、スタックテンプレートと起動設定の
値が表示されます。
スタックの作成の設定と推定コストを確認したら、[Create stack] (スタックの作成) を選択してスタッ
クを起動します。

Note
この時点で、新しいスタックではなく、新しい変更セットを作成するように選択することも
できます。そのように選択するには、[スタックの作成] ではなく、[変更セットの作成] をク
リックします。詳細については、「変更セットを使用したスタックの作成 (p. 114)」を参照
してください。
CloudFormation により、[Stack details] (スタックの詳細) ページの [Events] (イベント) ペインが表
示されます。このペインから、スタックのイベント、データ、またはリソースを表示 (p. 116)でき
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ます。スタックイベントは CloudFormation によって毎分自動的に更新されます。さらに、新しいス
タックイベントが発生すると、CloudFormation により [New events available] (新しいイベントが使用
可能) バッジが表示されます。更新アイコンを選択すると、これらのイベントが読み込まれてリスト
に表示されます。スタックの作成イベントを表示することで、スタックの作成 (または失敗、スタッ
クをデバッグしている場合) につながる一連のイベントを理解することができます。
スタックの作成中、スタックはステータスが [CREATE_IN_PROGRESS] に設定されて [Stacks] (ス
タック) ページにリストされます。
スタックが正常に作成されると、ステータスが [CREATE_COMPLETE] に変わります。その後
[Outputs] (出力) タブを選択すると、テンプレートで定義済みの場合はスタックの出力が表示されま
す。

変更セットを使用したスタックの作成
スタックを作成する前に AWS CloudFormation スタックの設定方法を確認するには、変更セットを作成し
ます。この機能で、変更セットを実行する前に、さまざまな設定を検証し、スタックに修正や変更を行う
ことができます。変更セットの詳細については、「変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)」を参
照してください。

新しいスタックのために変更セットを作成する
新しいスタックの変更セットを作成するには、新しいスタックを作成する場合と同じようにスタックテン
プレートを選択し、スタックの設定を行ってから、新しいスタックではなく新しい変更セットの作成を選
択します。

CloudFormation コンソールを使用して変更セットを作成するには
1.

[スタックの作成] ウィザードを開始する (p. 108)

2.

スタックテンプレートを選択する (p. 109)

3.

スタックのパラメータを指定する (p. 111)

4.

スタックオプションを設定する (p. 112)

5.

[確認] ページで、スタックの詳細を確認します。
変更セットを作成する前に設定を変更する必要がある場合は、該当するセクションで [Edit] (編集) を
選択して、変更する設定が含まれているページに戻ります。

6.

[変更セットの作成] を選択します。

7.

変更セットの名前と、必要に応じて説明を入力します。[変更セットの作成] を選択します。
新しいスタックの変更セットを作成すると、CloudFormation によって以下の処理が実行されます。
• REVIEW_IN_PROGRESS のステータスを持つ新しいスタックを起動します。
• 前の手順で指定したスタック設定を反映する新しいスタックの変更セットを作成します。
CloudFormation により、提案されたスタックの [Change sets] (変更セット) ページが表示されま
す。CloudFormation は変更セットを作成しますが、そのステータスは CREATE_IN_PROGRESS で、
実行ステータスは UNAVAILABLE です。CloudFormation による変更セットの作成が正常に完了する
と、変更セットのステータスが CREATE_COMPLETE に設定され、実行ステータスは AVAILABLE にな
ります。スタックのステータスは REVIEW_IN_PROGRESS に更新されます。この時点で、変更セット
を実行して、新しいスタックの作成を完了することができます。
CloudFormation によって、[Changes] (変更) ペインにスタックの設定案がリスト表示されます。
CloudFormation による変更セットの作成が失敗すると、変更セットのステータスが CREATE_FAILED
に設定されます。[状況の理由] フィールドに表示されるエラーを修正してから、新しい変更セットを
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作成します。この段階で、次の変更セットを実行する前に、さまざまな設定を試みスタックへ修正と
変更を加えることができます。
8.

変更セットに基づいて新しいスタックの作成を完了するには、[実行] を選択し、再度 [実行] を選択し
ます。

EC2 キーペアを作成する
一部の AWS CloudFormation リソースおよびテンプレートは、使用する場合に認証用の Amazon EC2
キーペアを指定する必要があります (インスタンスへの SSH アクセスを設定する場合など)。
Amazon EC2 キーペアは、AWS Management Console を使用して作成できます。詳細については、
『Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド』の「Amazon EC2 キーペア」を参照してくださ
い。

AWS CloudFormation スタックのコスト見積もり
AWS CloudFormation に関して別途料金が発生することはありません。支払いの対象となるのは
CloudFormation を使用して作成した AWS リソース (例: Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load
Balancing ロードバランサーなど) であり、手動で作成した場合に相当する料金が発生します。

スタックのコストを見積もるには
1.

[スタックの作成] ウィザードの [確認] ページの [テンプレート] セクションで、[Estimate cost (コスト
の見積もり)] リンクをクリックします。

このリンクをクリックすると、AWS Pricing Calculator が新しいブラウザタブで開きます。

Note
CloudFormation コンソールから見積りツールを起動しているので、テンプレート設定とパ
ラメータ値はあらかじめ入力されています。設定可能な値が他にも多数用意されているの
で、Amazon EC2 インスタンスへのデータ転送量について予測できる場合は、より正確な見
積りができます。
2.

[Estimate of your Monthly Bill] (お客様の毎月の請求書の見積り) タブを選択すると、スタックの実行の
月額料金の見積りと、見積りに関連する要因の分類が表示されます。
API バージョン 2010-05-15
115

AWS CloudFormation ユーザーガイド
スタックのデータとリソースの表示

AWS Management Console での AWS
CloudFormation スタックデータとリソースの表示
スタック情報の表示
AWS CloudFormation スタックの作成後、AWS Management Console を使用して、そのデータやリソース
を確認することができます。表示できるスタック情報は次のとおりです。
Stack info (スタック情報)
以下のような、スタックとその設定に関する一般情報が表示されます。
概要
スタックステータス、ドリフトステータス、削除保護などのステータス情報とともに、スタック
名、スタック ID、ルートスタックが表示されます。
タグ
スタックに関連付けられたタグを表示します。
スタックのポリシー
スタックの更新に対して保護されているスタックリソースについて説明します。これらのリソー
スを更新するには、スタックの更新中に明示的に許可する必要があります。
ロールバック設定
スタックオペレーション中または指定されたモニタリング期間中に CloudFormation にモニタリン
グするように指定した CloudWatch アラームが表示されます。スタックオペレーションまたはモ
ニタリング期間中にいずれかのアラームが ALARM 状態になった場合、CloudFormation はスタッ
クオペレーション全体をロールバックします。
通知オプション
スタックイベントに関する通知が送信される Amazon Simple Notification Service トピックが表示
されます (指定されている場合)。
イベント
スタックを作成、更新、削除した場合に追跡された操作を表示します。
指定されたスタックオペレーションでトリガーされるイベントはすべて、同一クライアントのリクエ
ストトークンに割り当てられ、オペレーションの追跡に使用できます。コンソールから開始されたス
タック操作は、Console-StackOperation-ID のトークン形式を使用し、スタック操作の識別が容易にな
ります。たとえば、コンソールを使用してスタックを作成した場合、作成されたスタックイベントは
Console-CreateStack-7f59c3cf-00d2-40c7-b2ff-e75db0987002 の形式の同じトークンを
割り当てられます。
リソース
スタックの一部であるリソースを表示します。
出力
スタックのテンプレートで宣言した出力を表示します。
パラメータ
スタックのパラメータとその値を表示します。
SSM パラメータが含まれるスタックの場合、[Resolved Value] (解決済みの値) 列に、SSM パラ
メータのスタック定義に使用された値が表示されます。詳細については、「SSM パラメータタイ
プ (p. 296)」を参照してください。
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テンプレート
スタックのテンプレートを表示します。
マクロを含むスタックの場合、[View original template] (元のテンプレートの表示) を選択してユーザー
が送信したテンプレートを表示するか、[View processed template] (処理されたテンプレートの表示)
を選択して、参照されたマクロが CloudFormation によって処理された後のテンプレートを表示しま
す。CloudFormation は処理済みテンプレートを使用してスタックを作成または更新します。

CloudFormation スタックに関する情報を表示するには
1.

CloudFormation コンソールの [Stacks] (スタック) ページで、スタック名を選択しま
す。CloudFormation によって、選択したスタックの詳細が表示されます。

2.

スタックの詳細ペインを選択すると、スタックに関する関連情報が表示されます。
例えば、[Events] (イベント) を選択すると、スタックのライフサイクル中に生成されたスタックイベ
ント CloudFormation が表示されます。

スタックステータスコード
次の表は、スタックステータスコードの説明です。

スタックステータス

説明

CREATE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に作成。

CREATE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを作成中。

CREATE_FAILED

1 つ以上のスタックの作成に失敗。関連するエラーメッセージを
確認するには、スタックのイベントを調べます。作成の失敗の理
由としては、スタックのすべてのリソースを操作するためのアク
セス許可の不足、AWS サービスによるパラメーター値の拒否、リ
ソース作成中のタイムアウトなどが考えられます。

DELETE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に削除。削除されたスタックは、90 日
間は保持され、表示できます。

DELETE_FAILED

1 つ以上のスタックの削除に失敗。削除が失敗したので、まだ実行
されているリソースがいくつかある可能性があります。ただし、
スタックを操作したり、更新したりすることはできません。ス
タックを再度削除するか、スタックのイベントを調べて関連する
エラーメッセージを確認します。

DELETE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを削除中。

REVIEW_IN_PROGRESS

進行中の、予測される StackId を持つがテンプレートまたはリ
ソースのない 1 つ以上のスタックの作成。

Important
このステータスコードのスタックは、スタックの可能な
限りの最大数 (p. 9)に対してカウントされます。
ROLLBACK_COMPLETE

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックを正常に削除。スタック作成オペ
レーションの実行中に作成されたすべてのリソースが削除されま
す。
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スタックステータス

説明
このステータスが存在するのは、スタックの作成が失敗した後の
みです。部分的に作成されたスタックからすべてのオペレーショ
ンが適切にクリーンアップされたことを示します。この状態で
は、削除オペレーションのみを実行できます。

ROLLBACK_FAILED

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックの削除に失敗。スタックを削除す
るか、スタックのイベントを調べて関連するエラーメッセージを
確認します。

ROLLBACK_IN_PROGRESS

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックを削除中。

UPDATE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に更新。

スタックの正常な更新後に、1 つ以上のスタックの古いリソー
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
スを削除中。リソースの置き換えが必要なスタック更新のた
めに、CloudFormation はまず新しいリソースを作成し、次
に古いリソースを削除して、スタックの中断を減らすように
します。この状態では、スタックは更新済みで使用可能です
が、CloudFormation はまだ古いリソースを削除中です。
UPDATE_FAILED

1 つ以上のスタックの失敗した更新。関連するエラーメッセージを
確認するには、スタックのイベントを調べます。

UPDATE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを更新中。

UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作状態に正
常に戻しました。

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックの新しいリソースを
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
削除中。この状態では、スタックが前の動作状態にロールバック
されて使用可能になっていますが、CloudFormation がスタックの
更新中に作成した新しいリソースをまだ削除中です。
UPDATE_ROLLBACK_FAILED

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作ステー
トに戻すことに失敗。この状態の場合は、スタックを削除する
か、ロールバックを続行する (p. 178)ことができます。スタック
が動作状態に戻るには、エラーを修正する必要がある場合があり
ます。または、AWS Support に連絡してスタックを使用可能な状
態に復元することができます。

UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作状態に戻
しています。
IMPORT_IN_PROGRESS

インポートオペレーションは現在進行中です。

IMPORT_COMPLETE

resource import をサポートするスタック内のすべてのリソー
スについて、インポート操作が正常に完了しました。

IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS インポートは、以前のテンプレート設定にロールバックされま
す。
IMPORT_ROLLBACK_FAILED

スタック内の少なくとも 1 つのリソースに対するインポートの
ロールバックオペレーションが失敗しました。正常にインポート
されたリソース CloudFormation の結果が利用可能になります。
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スタックステータス

説明

IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

インポートは、以前のテンプレート設定に正常にロールバックさ
れました。

スタックオペレーションをモニタリングおよびロール
バックする
ロールバックトリガーを使用すると、スタックの作成および更新中にアプリケーションの状態を AWS
CloudFormation でモニタリングし、指定したいずれかのアラームのしきい値をアプリケーションが
超過した場合に、そのオペレーションをロールバックできます。作成したロールバックトリガーごと
に、CloudFormation がモニタリングする CloudWatch アラームを指定します。CloudFormation は、ス
タックの作成または更新オペレーション時、およびすべてのリソースがデプロイされてから指定された時
間、指定されたアラームをモニタリングします。スタックオペレーションまたはモニタリング期間中にい
ずれかのアラームが ALARM 状態になった場合、CloudFormation はスタックオペレーション全体をロール
バックします。
モニタリング時間は、デフォルト値の 0 から最大 180 分まで設定できます。この時間中、CloudFormation
はスタックの作成、または更新オペレーションによってすべての必要なリソースがデプロイされた後、す
べてのロールバックトリガーをモニタリングします。スタックオペレーションまたはこのモニタリング期
間中にいずれかのアラームが ALARM 状態になった場合、CloudFormation はスタックオペレーション全体
をロールバックします。更新オペレーションの場合、その後アラームが ALARM 状態にならずにモニタリン
グ期間が切れると、CloudFormation は通常どおり古いリソースの破棄に進みます。モニタリング時間を設
定したがどのロールバックトリガーも指定しない場合でも、CloudFormation は更新オペレーション用に古
いリソースがクリーンアップされるまで指定された時間待機します。このモニタリング期間を使用して必
要な手動スタック検証を実行し、必要に応じてスタックの作成または更新を手動でキャンセルできます。
モニタリング時間を 0 分に設定した場合でも、CloudFormation はスタックの作成および更新オペレーショ
ン時にロールバックトリガーをモニタリングし、アラームが ALARM 状態になった場合にオペレーションを
ロールバックします。アラームを超過しない更新オペレーションの場合、オペレーションが完了するとす
ぐに古いリソースの破棄が開始されます。
デフォルトでは、CloudFormation は、アラームが INSUFFICIENT_DATA 状態ではなく ALARM 状態に
なった場合にのみ、スタックオペレーションをロールバックします。アラームが INSUFFICIENT_DATA
状態になった場合も CloudFormation にスタックオペレーションをロールバックさせるには、欠落データ
を breaching として処理するように CloudWatch アラームを編集します。詳細については、『Amazon
CloudWatch ユーザーガイド』の「CloudWatch アラームが欠落データを処理する方法の設定」を参照して
ください。
更新オペレーション中にスタックをロールバックしている時は、CloudFormation はロールバックトリガー
をモニタリングしません。
最大 5 個のロールバックトリガーを追加できます。ロールバックトリガーを追加するには、CloudWatch
アラームの ARN (Amazon リソースネーム) を指定します。現在のところ、[AWS::CloudWatch::Alarm] タ
イプをロールバックトリガーとして使用できます。
指定された CloudWatch アラームが欠落している場合、スタックオペレーション全体が失敗してロール
バックされます。
Amazon CloudWatch へのアクセスには認証情報が必要な点に注意してください。これらの認証情報は、
クラウドリソースに関する CloudWatch メトリクスデータの取得などの AWS リソースへのアクセス許可
が必要です。詳細については、『Amazon CloudWatch ユーザーガイド』の「Amazon CloudWatch に対す
る認証とアクセスコントロール」を参照してください。
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スタックの作成または更新時にロールバックトリガーを追加するには
1.

スタックの作成または更新中に、[Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページの [詳
細オプション] にある [ロールバック設定] に移動します。

2.

0–180 分のモニタリング時間を指定します。デフォルト値は 0 です。

3.

ロールバックトリガーとして使用する Cloudwatch アラームの ARN を入力し、[Add CloudWatch
alarm ARN (CloudWatch アラームの ARN を追加)] をクリックします。
最大 5 個のロールバックトリガーを追加できます。

変更セットにロールバックトリガーを追加するには
1.

変更セットの作成または更新中に、[Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページの
[詳細オプション] にある [ロールバック設定] に移動します。

2.

0–180 分のモニタリング時間を指定します。デフォルト値は 0 です。

3.

ロールバックトリガーとして使用する Cloudwatch アラームの ARN を入力し、[Add CloudWatch
alarm ARN (CloudWatch アラームの ARN を追加)] をクリックします。
最大 5 個のロールバックトリガーを追加できます。

スタックのロールバックトリガーを表示するには
•

[スタック] ページで、表示するスタックを左側のリストから選択します。[Stack info (スタック情報)]
タブの [詳細オプション] で、[ロールバック設定] セクションを展開します。

スタックのクイック作成リンクを作成する
クイック作成リンクを使用すると、AWS CloudFormation コンソールからスタックを作成して、すぐに作
業を開始できます。テンプレート URL、スタック名、URL クエリパラメータのテンプレートパラメータを
使用して、事前に [Create Stack Wizard (スタックウィザードの作成)] ページを 1 つ設定します。これによ
り、ウィザードのページ数や、ユーザーの入力量が減り、容易にスタックを作成できるようになります。
また、同一テンプレートに対して異なる値を指定した URL を複数作成することができるため、効果的にテ
ンプレートを再利用することもできます。

サポートされているパラメータ
CloudFormation では、次の URL のクエリパラメータをサポートしています。
templateURL
必須。スタックテンプレートの URL を指定します。URL エンコードはサポートされていますが、必
須ではありません。
stackName
オプション。スタックの名前を指定します。スタック名には、英数字 (大文字と小文字が区別されま
す) とハイフンのみを使用できます。先頭の文字は必ずアルファベット文字とし、128 文字より長くす
ることはできません。
スタックテンプレートの任意のパラメータ (NoEcho パラメータタイプを除く)
オプション。param_parameterName 形式で、URL クエリ文字列のテンプレートパラメータを指定
します。URL パラメータには、プレフィックス (param_) を含む必要があり、パラメータ名のセグメ
ントは、テンプレートのパラメータ名と完全に一致する必要があります。例: param_DBName。
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CloudFormation では、テンプレートに存在しないパラメータ、および NoEcho プロパティを true タ
イプ (通常はユーザー名とパスワード) に設定して定義したすべてのパラメータが無視されます。URL
パラメータは、テンプレートで指定されているデフォルト値を上書きします。必要に応じて、任意の
数のパラメータを含めることができます。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動
的パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータスト
アや AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照
してください。
すべてのクエリパラメータ名は、大文字と小文字が区別されます。ユーザーは、スタックを作成する前
に、コンソールでこれらの値を上書きできます。

例
次の例は、「基本的な WordPress (単一インスタンス)」のサンプルテンプレートに基づいています。クエ
リ文字列には、必須の templateURL パラメータに加え、stackName、DBName、InstanceType、およ
び KeyName パラメータなどがあります。
次の URL には、読みやすくするために改行が追加されています。
https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-central-1#/
stacks/create/review
?templateURL=https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/cloudformation-templates-eucentral-1/WordPress_Single_Instance.template
&stackName=MyWPBlog
&param_DBName=mywpblog
&param_InstanceType=t2.medium
&param_KeyName=MyKeyPair

次の URL には、前の例と同じパラメータが含まれていますが、改行は削除されています。これは実際の
URL 形式です。

https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
region=eu-central-1#/stacks/create/review?templateURL=https://s3.eucentral-1.amazonaws.com/cloudformation-templates-eu-central-1/
WordPress_Single_Instance.template&stackName=MyWPBlog&param_DBName=mywpblog&param_InstanceType=t2.mediu

サンプルの URL では、[Create Stack Wizard (スタックウィザードの作成)] がコンソールで開きます。その
際、指定した値は自動的にパラメータに使用されます。
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AWS CloudFormation コンソールでのスタックの削除
スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

CloudFormation コンソールの [Stacks] (スタック) ページで、削除するスタックを選択します。スタッ
クは現在実行中である必要があります。

3.

スタックの詳細ペインで、[削除] を選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。

Note
スタックの削除が開始されると、スタックの削除オペレーションは停止できません。スタッ
クは DELETE_IN_PROGRESS 状態になります。
スタックの削除操作が完了すると、スタックの状態が DELETE_COMPLETE になります。デフォルト
では、DELETE_COMPLETE 状態のスタックは CloudFormation コンソールに表示されません。削除
したスタックを表示するには、「削除済みのスタックを AWS CloudFormation コンソールで確認す
る (p. 125)」に説明するようにスタックの表示フィルターを変更する必要があります。
削除が失敗した場合、スタックは DELETE_FAILED 状態になります。ソリューションについては、ス
タックの削除の失敗 (p. 6729)トラブルシューティングのトピックをご参照ください。
スタックが誤って削除されないための方法については、「スタックの削除保護 (p. 123)」を参照してくだ
さい。

スタックの削除保護
スタックの削除保護を有効にして、スタックが誤って削除されるのを防ぐことができます。削除保護
を有効にした状態でスタックを削除しようとすると、削除は失敗し、ステータスを含め、スタックが
変更されることはありません。削除保護は、スタック作成時に有効にすることができます。デフォル
トでは、スタックの削除保護は無効です。スタックの削除保護は、任意のステータスで設定できます
([DELETE_IN_PROGRESS] または [DELETE_COMPLETE] を除く)。
スタックの削除保護を有効または無効にすると、そのスタックに属するネストされたすべてのスタックに
も設定されます。ネストされたスタックの削除保護を直接有効または無効にすることはできません。削
除保護が有効になっているスタックに属するネストされたスタックを直接削除しようとすると、そのオペ
レーションは失敗し、ネストされたスタックは変更されません。
ただし、ネストされたスタックが削除されるスタック更新を行うと、AWS CloudFormation は状況に応じ
て、ネストされたスタックを削除します。
削除保護は、ロールバックの無効化とは異なります。削除保護がスタックの削除の試行に適用されるのに
対し、ロールバックの無効化は、スタックの作成に失敗した際の自動ロールバックに適用されます。

スタック作成時に削除保護を有効にするには
•

[スタックの作成] ウィザードの [Specify stack options (スタックオプションの指定)] ページの [詳細オ
プション] で、[削除保護] セクションを展開し、[有効化] を選択します。
詳細については、「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (p. 108)」の「AWS
CloudFormation スタックオプションの設定 (p. 112)」を参照してください。
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既存のスタックの削除保護を有効または無効にするには
1.
2.

AWS Management Console にサインインした後、CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。
変更するスタックを選択します。

Note

3.

4.

スタック名の横に [ネスト] と表示されている場合、そのスタックは、ネストされたスタック
です。ネストされたスタックが属するルートスタックの削除保護のみ変更することができま
す。
スタックの詳細ペインで、[Stack actions (スタックアクション)]、[Edit termination protection (削除保
護の編集)] の順に選択します。
CloudFormation によって、[Edit termination protection] (削除保護の編集) ダイアログボックスが表示
されます。
[有効化] または [無効化] を選択し、[保存] を選択します。

ネストされたスタックの削除保護を有効または無効にするには
スタック名の横に [ネスト] と表示されている場合、そのスタックは、ネストされたスタックです。ネスト
されたスタックが属するルートスタックの削除保護のみ変更することができます。ルートスタックの削除
保護を変更するには
1.
2.
3.

4.

5.

AWS Management Console にサインインした後、CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。
変更するネストされたスタックを選択します。
[Stack info (スタック情報)] ペインの [概要] セクションで、[ルートスタック] としてリストされている
スタック名を選択します。
CloudFormation により、ルートスタックのスタックの詳細が表示されます。
[Stack actions (スタックアクション)]を選択し、[Edit Termination Protection (削除保護の編集)] を選択
します。
CloudFormation によって、[Edit termination protection] (削除保護の編集) ダイアログボックスが表示
されます。
[有効化] または [無効化] を選択し、[保存] を選択します。

コマンドラインを使用して終了保護を有効または無効にするには
•

update-termination-protection コマンドを使用します。

スタックの削除保護を変更するユーザーの制御
スタックの削除保護を有効または無効にするに
は、cloudformation:UpdateTerminationProtection アクションの権限が必要です。たとえば、以
下のポリシーでは、ユーザーは、スタックの削除保護を有効または無効にすることができます。
AWS CloudFormation でアクセス許可を指定する方法については、「AWS Identity and Access
Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照してください。

Example スタックの削除保護を変更するアクセス許可を付与するサンプルポリシー。
{

"Version":"2012-10-17",
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}

"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cloudformation:UpdateTerminationProtection"
],
"Resource":"*"
}]

削除済みのスタックを AWS CloudFormation コンソー
ルで確認する
デフォルトでは、AWS CloudFormation コンソールでは、ステータスが DELETE_COMPLETE に設定され
ているスタックは表示されません。削除済みスタックの情報を表示するには、スタックの表示設定を変更
する必要があります。

削除済みのスタックを表示するには
•

CloudFormation コンソールの [Stacks] (スタック) ページで、フィルターリストから [Deleted] (削除済
み) を選択します。

CloudFormation によって、すべての削除済みスタック (ステータスが [DELETE_COMPLETE] である
スタック) がリスト表示されます。

以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの削除 (p. 123)
• AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)

関連トピック
• AWS Command Line Interface の使用 (p. 125)

AWS Command Line Interface の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、システムの端末からスタックを作成、モニタリン
グ、更新、および削除できます。また、AWS CLI を使用して、スクリプトを通じて操作を自動化すること
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もできます。AWS CLI の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイド をご参照くださ
い。
Windows PowerShell を使用している場合、AWS で AWS Tools for Windows PowerShell も利用できま
す。

Note
以前の AWS CloudFormation CLI ツールは引き続き利用できますが、推奨されません。以前の
AWS CloudFormation CLI ツールについての情報が必要な場合は、ドキュメントアーカイブの
「AWS CloudFormation CLI リファレンス」を参照してください。
トピック
• スタックの作成 (p. 126)
• スタックの情報とリストの取得 (p. 127)
• スタックイベント履歴の表示 (p. 130)
• リソースのリスト表示 (p. 133)
• テンプレートの取得 (p. 133)
• テンプレートの検証 (p. 134)
• S3 バケットへのローカルアーティファクトのアップロード (p. 135)
• 変換を伴うテンプレートの迅速なデプロイ (p. 136)
• スタックの削除 (p. 136)

スタックの作成
スタックを作成するには、aws cloudformation create-stack コマンドを実行します。スタック
名、有効なテンプレートの場所、入力パラメーターが必要です。
パラメーターは、空白で区切られ、キー名は大文字と小文字が区別されます。aws cloudformation
create-stack を実行するときにパラメータ名の入力を間違えると、AWS CloudFormation はスタックを
作成せず、テンプレートにそのパラメータが含まれていないことをレポートします。

Note
手動でテンプレートを Amazon S3 または AWS Systems Manager にアップロードすることで、
独自のバケットを使用してアクセス権限を管理できます。その場合は、スタックを作成または更
新するたびに、テンプレートファイルの Amazon S3 または AWS Systems Manager を指定しま
す。
デフォルトでは、aws cloudformation describe-stacks からパラメーターの値が返されます。パ
スワードなど、機密を要するパラメータ値が返されないようにするには、AWS CloudFormation テンプ
レートで、NoEcho プロパティを TRUE に設定します。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
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パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。
次の例は、Amazon S3 バケットの myteststack スタックを作成します。
PROMPT> aws cloudformation create-stack \
--stack-name myteststack \
--template-body file://home/testuser/mytemplate.json \
--parameters ParameterKey=Parm1,ParameterValue=test1
ParameterKey=Parm2,ParameterValue=test2

CloudFormation は、次の出力を返します。
{

"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
myteststack/330b0120-1771-11e4-af37-50ba1b98bea6"
}

次の例では、AWS Systems Manager ドキュメント内に myteststack スタックを作成します。
PROMPT> aws cloudformation create-stack \
--stack-name myteststack \
--template-url "ssm-doc://arn:aws:ssm:us-east-1:12345678912:document/documentName"

スタックの情報とリストの取得
AWS CloudFormation スタックの情報を取得するには、2 つの AWS CLI コマンド (aws
cloudformation list-stacks と aws cloudformation describe-stacks) を使用します。

Note
IAM ポリシーがこれらの 2 つの AWS CLI コマンドでユーザーが実行できることを制限する方
法については、「the section called “AWS CloudFormation のリソース” (p. 65)」をご参照くださ
い。

aws cloudformation list-stacks
aws cloudformation list-stacks コマンドを使用すると、作成した任意のスタックのリストを取得
できます (90 日以内に削除したスタックも含めて)。CREATE_COMPLETE や DELETE_COMPLETE などのス
タックのステータスによって結果をフィルターするオプションを使用できます。aws cloudformation
list-stacks コマンドは、実行中または削除された任意のスタックについての概要情報 (名前、スタック
識別子、テンプレート、ステータスなど) を返します。

Note
aws cloudformation list-stacks コマンドは、削除から 90 日以内のスタックの情報を返
します。
次の例は、CREATE_COMPLETE のステータスであるすべてのスタックの概要を示します。
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PROMPT> aws cloudformation list-stacks --stack-status-filter CREATE_COMPLETE
[
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/myteststack/
644df8e0-0dff-11e3-8e2f-5088487c4896",
"TemplateDescription": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template
creates an
S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this
template.",
"StackStatusReason": null,
"CreationTime": "2013-08-26T03:27:10.190Z",
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "CREATE_COMPLETE"
}
]

aws cloudformation describe-stacks
aws cloudformation describe-stacks コマンドは、実行中のスタックの情報を提供します。結果
をスタック名でフィルターするためのオプションを使用できます。このコマンドは、名前、スタック識別
子、ステータスなど、スタックに関する情報を返します。
次の例は、myteststack スタックの概要情報を示します。
PROMPT> aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack
{
"Stacks": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/myteststack/
a69442d0-0b8f-11e3-8b8a-500150b352e0",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template
showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates
an S3 bucket.
You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Tags": [],
"Outputs": [
{
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
"OutputKey": "BucketName",
"OutputValue": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w"
}
],
"StackStatusReason": null,
"CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"DisableRollback": false
}
]
}

出力を 1 つのスタックだけに制限する --stack-name オプションを使用しない場合は、実行中のすべて
のスタックの情報が返されます。

スタックステータスコード
1 つ以上のスタックステータスコードを指定して、それらのステータスコードのスタックだけをリストす
ることができます。次の表は、各スタックステータスコードの説明です。
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スタックステータス

説明

CREATE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に作成。

CREATE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを作成中。

CREATE_FAILED

1 つ以上のスタックの作成に失敗。関連するエラーメッセージを
確認するには、スタックのイベントを調べます。作成の失敗の理
由としては、スタックのすべてのリソースを操作するためのアク
セス許可の不足、AWS サービスによるパラメーター値の拒否、リ
ソース作成中のタイムアウトなどが考えられます。

DELETE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に削除。削除されたスタックは、90 日
間は保持され、表示できます。

DELETE_FAILED

1 つ以上のスタックの削除に失敗。削除が失敗したので、まだ実行
されているリソースがいくつかある可能性があります。ただし、
スタックを操作したり、更新したりすることはできません。ス
タックを再度削除するか、スタックのイベントを調べて関連する
エラーメッセージを確認します。

DELETE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを削除中。

REVIEW_IN_PROGRESS

進行中の、予測される StackId を持つがテンプレートまたはリ
ソースのない 1 つ以上のスタックの作成。

Important
このステータスコードのスタックは、スタックの可能な
限りの最大数 (p. 9)に対してカウントされます。
ROLLBACK_COMPLETE

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックを正常に削除。スタック作成オペ
レーションの実行中に作成されたすべてのリソースが削除されま
す。
このステータスが存在するのは、スタックの作成が失敗した後の
みです。部分的に作成されたスタックからすべてのオペレーショ
ンが適切にクリーンアップされたことを示します。この状態で
は、削除オペレーションのみを実行できます。

ROLLBACK_FAILED

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックの削除に失敗。スタックを削除す
るか、スタックのイベントを調べて関連するエラーメッセージを
確認します。

ROLLBACK_IN_PROGRESS

スタックの作成の失敗後、またはスタックの作成の明示的なキャ
ンセル後に、1 つ以上のスタックを削除中。

UPDATE_COMPLETE

1 つ以上のスタックを正常に更新。

スタックの正常な更新後に、1 つ以上のスタックの古いリソー
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
スを削除中。リソースの置き換えが必要なスタック更新のた
めに、CloudFormation はまず新しいリソースを作成し、次
に古いリソースを削除して、スタックの中断を減らすように
します。この状態では、スタックは更新済みで使用可能です
が、CloudFormation はまだ古いリソースを削除中です。
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スタックステータス

説明

UPDATE_FAILED

1 つ以上のスタックの失敗した更新。関連するエラーメッセージを
確認するには、スタックのイベントを調べます。

UPDATE_IN_PROGRESS

1 つ以上のスタックを更新中。

UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作状態に正
常に戻しました。

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックの新しいリソースを
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
削除中。この状態では、スタックが前の動作状態にロールバック
されて使用可能になっていますが、CloudFormation がスタックの
更新中に作成した新しいリソースをまだ削除中です。
UPDATE_ROLLBACK_FAILED

スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作ステー
トに戻すことに失敗。この状態の場合は、スタックを削除する
か、ロールバックを続行する (p. 178)ことができます。スタック
が動作状態に戻るには、エラーを修正する必要がある場合があり
ます。または、AWS Support に連絡してスタックを使用可能な状
態に復元することができます。

UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS スタックの更新の失敗後、1 つ以上のスタックを前の動作状態に戻
しています。
IMPORT_IN_PROGRESS

インポートオペレーションは現在進行中です。

IMPORT_COMPLETE

resource import をサポートするスタック内のすべてのリソー
スについて、インポート操作が正常に完了しました。

IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS インポートは、以前のテンプレート設定にロールバックされま
す。
IMPORT_ROLLBACK_FAILED

スタック内の少なくとも 1 つのリソースに対するインポートの
ロールバックオペレーションが失敗しました。正常にインポート
されたリソース CloudFormation の結果が利用可能になります。

IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

インポートは、以前のテンプレート設定に正常にロールバックさ
れました。

スタックイベント履歴の表示
AWS CloudFormation によって作成または削除されるリソースのステータスは、aws cloudformation
describe-stack-events コマンドを使用して追跡できます。スタックの作成または削除に要する時間
は、目的のスタックの複雑さによって異なります。
次の例では、aws cloudformation create-stack コマンドを使用してテンプレートファイルから
サンプルスタックを作成しています。スタックの作成後、aws cloudformation describe-stackevents コマンドを使って、スタックの作成中に報告されたイベントを表示します。
次の例では、myteststack テンプレートファイルを使用して、sampletemplate.json という名前のス
タックを作成します。
PROMPT> aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file:///
home/local/test/sampletemplate.json
[
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
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"Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template
showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates
an S3 bucket.
You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Tags": [],
"Outputs": [
{
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
"OutputKey": "BucketName",
"OutputValue": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w"
}
],
"StackStatusReason": null,
"CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
"DisableRollback": false
}
]

次の例は、myteststack スタックイベントを表しています。
PROMPT> aws cloudformation describe-stack-events --stack-name myteststack
{
"StackEvents": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "af67ef60-0b8f-11e3-8b8a-500150b352e0",
"ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
"Timestamp": "2013-08-23T01:02:30.070Z",
"StackName": "myteststack",
"PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/a69442d0-0b8f-11e3-8b8a-500150b352e0",
"LogicalResourceId": "myteststack"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "S3Bucket-CREATE_COMPLETE-1377219748025",
"ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
"Timestamp": "2013-08-23T01:02:28.025Z",
"StackName": "myteststack",
"ResourceProperties": "{\"AccessControl\":\"PublicRead\"}",
"PhysicalResourceId": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w",
"LogicalResourceId": "S3Bucket"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "S3Bucket-CREATE_IN_PROGRESS-1377219746688",
"ResourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
"Timestamp": "2013-08-23T01:02:26.688Z",
"ResourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
"StackName": "myteststack",
"ResourceProperties": "{\"AccessControl\":\"PublicRead\"}",
"PhysicalResourceId": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w",
"LogicalResourceId": "S3Bucket"
},
{
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"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "S3Bucket-CREATE_IN_PROGRESS-1377219743862",
"ResourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
"Timestamp": "2013-08-23T01:02:23.862Z",
"StackName": "myteststack",
"ResourceProperties": "{\"AccessControl\":\"PublicRead\"}",
"PhysicalResourceId": null,
"LogicalResourceId": "S3Bucket"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "a69469e0-0b8f-11e3-8b8a-500150b352e0",
"ResourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
"Timestamp": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"ResourceStatusReason": "User Initiated",
"StackName": "myteststack",
"PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/
myteststack/a69442d0-0b8f-11e3-8b8a-500150b352e0",
"LogicalResourceId": "myteststack"
}
]
}

Note
aws cloudformation describe-stack-events コマンドは、スタックの作成中に実行し
て、報告されるイベントを表示することができます。
最新のイベントが先頭に表示されます。次の表は、aws cloudformation describe-stack-events
コマンドによって返されるフィールドとその説明です。
フィールド

説明

EventId

イベントの識別子

StackName

イベントに対応するスタックの名前

StackId

イベントに対応するスタックの識別子

LogicalResourceId

リソースの論理識別子

PhysicalResourceId

リソースの物理識別子

ResourceProperties

リソースのプロパティ

ResourceType

リソースのタイプ

Timestamp

イベントが発生した時刻

ResourceStatus

リソースのステータスは、次のステータスコードのいずれかになりま
す: CREATE_COMPLETE | CREATE_FAILED | CREATE_IN_PROGRESS
| DELETE_COMPLETE | DELETE_FAILED | DELETE_IN_PROGRESS
| DELETE_SKIPPED | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED |
UPDATE_IN_PROGRESS
DELETE_SKIPPED ステータスは、削除ポリシー属性が保持になって
いるリソースに適用されます
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フィールド

説明

ResourceStatusReason

ステータスの詳細

リソースのリスト表示
aws cloudformation create-stack コマンドの実行後すぐ、aws cloudformation liststack-resources コマンドを使用してそのリソースをリストすることができます。このコマンドは、-stack-name パラメーターに指定されたスタック内の各リソースの概要を一覧表示します。レポートに
は、作成と削除のステータスなど、スタックの概要が含まれます。
次の例は、myteststack スタックのリソースを示します。
PROMPT> aws cloudformation list-stack-resources --stack-name myteststack
{
"StackResourceSummaries": [
{
"ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
"ResourceStatusReason": null,
"LastUpdatedTimestamp": "2013-08-23T01:02:28.025Z",
"PhysicalResourceId": "myteststack-s3bucket-sample",
"LogicalResourceId": "S3Bucket"
}
]
}

実行中のスタックまたは削除済みのスタックについて、リソースの詳細が AWS CloudFormation によっ
て報告されます。ステータスが CREATE_IN_PROCESS であるスタックの名前を指定した場合、AWS
CloudFormation では CREATE_COMPLETE ステータスのリソースのみが報告されます。

Note
aws cloudformation describe-stack-resources コマンドは、削除から 90 日以内のス
タックの情報を返します。

テンプレートの取得
AWS CloudFormation は、スタックの作成に使用されるテンプレートをそのスタックの一部として保存し
ます。CloudFormation からテンプレートを取得するには、aws cloudformation get-template コマ
ンドを使用します。

Note
aws cloudformation get-template コマンドでは、スタックの削除後、最大 90 日間、削除
済みのスタックテンプレートが返されます。
次の例は、myteststack スタックのテンプレートを示します。
PROMPT> aws cloudformation get-template --stack-name myteststack
{
"TemplateBody": {
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Outputs": {
"BucketName": {
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
}
}

API バージョン 2010-05-15
133

AWS CloudFormation ユーザーガイド
テンプレートの検証
},
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template
showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates
an S3 bucket.
You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead"
}
}
}
}
}

テンプレート本文全体が引用符で囲んで出力されます。

テンプレートの検証
テンプレートファイルの構文エラーを確認するには、aws cloudformation validate-template コ
マンドを使用できます。

Note
aws cloudformation validate-template コマンドは、テンプレートの構文を確認するた
めのもので、リソースに対して指定したプロパティの値がリソースで有効であることを確認する
ためのものではありません。また、スタックの作成時に含めるリソースの数を決めるものでもあ
りません。
運用上の有効性を確認するには、スタックを作成してみる必要があります。AWS CloudFormation スタッ
クにはサンドボックスまたはテスト領域がないので、テストの実行中は作成するリソースに対して課金さ
れます。
検証中に、AWS CloudFormation はテンプレートが有効な JSON であるかどうかをまず確認します。そ
うでない場合は、CloudFormation はテンプレートが有効な YAML であるかどうかを確認します。両方の
チェックが失敗すると、CloudFormation はテンプレートの検証エラーを返します。--template-body
パラメーターを使用してローカルで、または --template-url パラメーターでリモートでテンプレート
を検証できます。以下の例は、リモートの場所にあるテンプレートを検証しています。
PROMPT> aws cloudformation validate-template --template-url https://s3.amazonaws.com/
cloudformation-templates-us-east-1/S3_Bucket.template
{
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing
how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an S3
bucket.
You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters": [],
"Capabilities": []
}

問題がなければ、エラーメッセージが返されず、指定されたすべてのパラメーターについての情報が返さ
れます。
以下の例は、ローカルテンプレートファイルでのエラーを示します。
PROMPT> aws cloudformation validate-template --template-body file:///home/local/test/
sampletemplate.json
{
"ResponseMetadata": {
"RequestId": "4ae33ec0-1988-11e3-818b-e15a6df955cd"
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},
"Errors": [
{
"Message": "Template format error: JSON not well-formed. (line 11, column 8)",
"Code": "ValidationError",
"Type": "Sender"
}
],
"Capabilities": [],
"Parameters": []

}
A client error (ValidationError) occurred: Template format error: JSON not well-formed.
(line 11, column 8)

S3 バケットへのローカルアーティファクトのアップ
ロード
Amazon S3 の場所 (バケット名およびファイル名) を必要とする一部のリソースプロパティに、代わりに
ローカルのリファレンスを指定できます。たとえば、AWS Lambda 関数のソースコードの S3 の場所や
Amazon API Gateway REST API の OpenAPI (以前の Swagger) ファイルを指定できます。ファイルを手
動で S3 バケットにアップロードしてからテンプレートに場所を追加する代わりに、ローカルアーティ
ファクトと呼ばれるローカルリファレンスをテンプレート内で指定し、package コマンドを使用してす
ばやくアップロードできます。ローカルアーティファクトは、package コマンドが Amazon S3 にアップ
ロードしたファイルまたはフォルダへのパスです。たとえば、アーティファクトは AWS Lambda 関数の
ソースコードへのローカルパスであったり、Amazon API Gateway REST API の OpenAPI ファイルであっ
たりします。
ファイルを指定する場合、コマンドはそれを S3 バケットに直接アップロードします。アーティファクト
をアップロードしたら、コマンドはテンプレートのコピーを返します。その中で、ローカルアーティファ
クトへの参照は、コマンドがアーティファクトをアップロードした S3 の場所に置き換えられます。その
後、返されたテンプレートを使用してスタックを作成または更新できます。
フォルダを指定すると、コマンドはフォルダの .zip ファイルを作成し、その .zip ファイルをアップロード
します。パスを指定しない場合、コマンドは作業ディレクトリの .zip ファイルを作成し、アップロードし
ます。絶対パスまたは相対パスを指定できます。相対パスはテンプレートの場所からの相対です。
ローカルアーティファクトは、package コマンドがサポートするリソースプロパティにのみ使用でき
ます。このコマンドおよびサポートされるリソースプロパティの詳細については、AWS CLI Command
Reference の aws cloudformation package コマンドを参照してください。
以下のテンプレートは Lambda 関数のソースコードのローカルアーティファクトを指定します。ソース
コードはユーザーの /home/user/code/lambdafunction フォルダに保存されています。
元のテンプレート
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Resources:
MyFunction:
Type: 'AWS::Serverless::Function'
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs8.10
CodeUri: /home/user/code/lambdafunction

次のコマンドは、関数のソースコードフォルダを含む .zip ファイルを作成してから、my-bucket バケッ
トのルートフォルダにその .zip ファイルをアップロードします。
パッケージコマンド
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aws cloudformation package --template /path_to_template/template.json --s3-bucket mybucket
--output-template-file packaged-template.json --use-json

このコマンドは、生成したテンプレートを --output オプションで指定されたパスに保存します。このコ
マンドは、次に示す例のように、S3 の場所であるアーティファクトを置き換えます。
作成されるテンプレート
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: 'AWS::Serverless-2016-10-31'
Resources:
MyFunction:
Type: 'AWS::Serverless::Function'
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs8.10
CodeUri: s3://mybucket/lambdafunction.zip

変換を伴うテンプレートの迅速なデプロイ
AWS CloudFormation では、変換を含むテンプレートの作成には変更セットを使用する必要があります。
個別に変更セットを作成して実行する代わりに、aws cloudformation deploy コマンドを使用しま
す。このコマンドを実行すると、変更セットを作成してその変更セットを実行してから停止します。この
コマンドを使用することで、変換が含まれるスタックを作成または更新する際の必要ステップ数が減りま
す。
次のコマンドは、my-template.json テンプレートを使用して新しいスタックを作成します。
PROMPT> aws cloudformation deploy --template /path_to_template/my-template.json --stackname my-new-stack --parameter-overrides Key1=Value1 Key2=Value2

詳細については、AWS CLI Command Reference の aws cloudformation deploy コマンドを参照し
てください

スタックの削除
スタックを削除するには、aws cloudformation delete-stack コマンドを実行します。削除するス
タックの名前を指定する必要があります。スタックを削除すると、スタックとすべてのリソースを削除す
ることになります。
次の例では、myteststack スタックが削除されます。
PROMPT> aws cloudformation delete-stack --stack-name myteststack

Note
削除保護が有効になっているスタックを削除することはできません。詳細については、「スタッ
クの削除保護 (p. 123)」を参照してください。

AWS CloudFormation スタックの更新
スタックの設定またはそのリソースを変更する必要がある場合は、スタックを削除して新しいスタックを
作成する代わりに、スタックを更新します。たとえば、EC2 インスタンスのスタックがある場合は、ス
タックを更新してインスタンスの AMI ID を変更できます。
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スタックを更新する場合、新しい入力パラメータ値や更新されたテンプレートなどの変更を送信しま
す。AWS CloudFormation によって、送信された変更とスタックの現在の状態が比較され、変更され
たリソースのみが更新されます。更新のワークフローの概要については、AWS CloudFormation の仕組
み (p. 5)を参照してください。

Note
スタックを更新する際に、更新するプロパティによっては、AWS CloudFormation によってリ
ソースが中断されたり、更新されたリソースに置き換えられる場合があります。リソースの更新
動作の詳細については、スタックのリソースの更新動作 (p. 137)を参照してください。
更新方式
AWS CloudFormation では、スタックの更新に 2 つの方式を使用できます。直接更新または変更セットの
作成と実行です。スタックを直接更新する場合は、変更を送信すると AWS CloudFormation によって即時
にデプロイされます。更新を迅速にデプロイするには、直接更新を使用します。
変更セットを使用すると、AWS CloudFormation によってスタックに加えられる変更を事前に確認し、変
更を適用するかどうかを判断できます。変更セットは、AWS CloudFormation によってスタックに加えら
れる変更を要約した JSON 形式のドキュメントです。AWS CloudFormation によって意図しない変更が
加えられないことを確認したり、複数のオプションを検討する場合は、変更セットを使用します。たとえ
ば、変更セットを使用して、更新中に AWS CloudFormation によってスタックのデータベースインスタン
スが置き換えられないことを検証できます。
トピック
• スタックのリソースの更新動作 (p. 137)
• スタックテンプレートの変更 (p. 138)
• 変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)
• スタックの直接更新 (p. 163)
• スタック更新の進行状況の監視 (p. 166)
• スタック更新のキャンセル (p. 167)
• スタックのリソースが更新されないようにする (p. 168)
• 更新のロールバックを続ける (p. 178)

スタックのリソースの更新動作
更新を送信すると、AWS CloudFormation はスタックの現在のテンプレートと送信された内容の違いに基
づいてリソースを更新します。変更されていないリソースは、更新プロセス中も中断されることなく実行
されます。更新されたリソースの場合、AWS CloudFormation では以下のいずれかの更新動作を使用しま
す。
中断を伴わない更新
AWS CloudFormation は、リソースの使用を中断することなく、またリソースの物理 ID を変更するこ
となく、リソースを更新します。たとえば、AWS::CloudTrail::Trail リソースの特定のプロパティを更
新すると、AWS CloudFormation は中断せずに証跡を更新します。
一時的な中断を伴う更新
AWS CloudFormation は、一部の実行を中断してリソースの更新を行います。たとえ
ば、AWS::EC2::Instance リソースの特定のプロパティを更新すると、AWS CloudFormation や
Amazon EC2 でインスタンスを再設定する際にインスタンスが一時的に中断される場合があります。
置換
AWS CloudFormation は更新の際にリソースを再作成し、新しい物理 ID も生成されます。AWS
CloudFormation は、通常まず置換リソースを作成し、他の従属するリソースからの参照が置換リソー
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スを指すように変更してから、古いリソースを削除します。たとえば、AWS::EC2::Instanceリソー
スタイプの AvailabilityZone プロパティを更新すると、AWS CloudFormation によって新しいリ
ソースが作成され、現在の EC2 インスタンスリソースと置き換えられます。
AWS CloudFormation が使用するメソッドは、特定のリソースタイプに対してどのプロパティを更新す
るかによって異なります。各プロパティの更新動作は、AWS リソースプロパティタイプのリファレン
ス (p. 756)に記載されています。
更新動作によって、リソースを変更するタイミングを決定し、アプリケーションに対する変更の影響
を軽減できます。特に、更新中にリソースが置き換えられる必要があるタイミングを計画することがで
きます。たとえば、AWS::RDS::DBInstance リソースタイプの Port プロパティを更新すると、AWS
CloudFormation によって新しい DB インスタンスが作成され、ポート設定が更新されて古い DB インス
タンスが削除されることで、DB インスタンスが置き換えられます。更新の前に、以下を実行してデータ
ベースの置き換えに対して準備することをお勧めします。
• 現在のデータベースのスナップショットを作成します。
• DB インスタンスが置き換えられる場合、その DB インスタンスを使用するアプリケーションが中断をど
のように処理するかについての戦略を準備します。
• その DB インスタンスを使用するアプリケーションが、更新されたポート設定や、その他に行われた更
新を考慮することを確認します。
• DB スナップショットを使用して、新しい DB インスタンスにデータベースを復元します。
この例は完全なものではありませんが、更新中にリソースが置き換えられる場合に考慮する事項について
紹介するためのものです。

Note
テンプレートにネストされたスタックが 1 つ以上含まれる場合、AWS CloudFormation もすべ
てのネストされたスタックに対して更新を開始します。これは、ネストされたスタックが変更さ
れているかどうかを判定するために必要です。AWS CloudFormation はネストされたスタック内
の、対応するテンプレートで指定した変更があったリソースのみを更新します。

スタックテンプレートの変更
スタックテンプレートで宣言されたリソースやプロパティを変更するには、スタックのテンプレートを
変更する必要があります。更新するリソースのみを確実に更新するには、既存のスタックのテンプレー
トを開始点として使用し、そのテンプレートを更新します。ソース管理システムでテンプレートを管
理している場合は、開始点としてそのテンプレートのコピーを使用します。それ以外の場合は、AWS
CloudFormation からスタックテンプレートのコピーを取得できます。
スタックのパラメータや設定のみ (スタックの Amazon SNS トピックなど) を変更する場合は、既存のス
タックテンプレートを再利用することができます。スタックテンプレートのコピーを取得したり、スタッ
クテンプレートを変更する必要はありません。

Note
サポートされていない変更がテンプレートに含まれている場合は、AWS CloudFormation
は、その変更は許可されていないというメッセージを返します。ただし、デフォルトで AWS
CloudFormation によるリソースの作成と更新の順序は不確定であるため、このメッセージは非同
期的に発生する可能性があります。
トピック
• スタックのテンプレートの更新 (コンソール) (p. 139)
• スタックのテンプレートの取得と更新 (CLI) (p. 140)
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スタックのテンプレートの更新 (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] ページで、更新するスタックの名前をクリックしま
す。

2.

選択したスタックの詳細ペインで、[テンプレート] ペインを選択し、[View in Designer (デザイナーで
表示)] をクリックします。
AWS CloudFormation は、AWS CloudFormation デザイナー でスタックのテンプレートのコピーを開
きます。

3.

テンプレートの変更。
AWS CloudFormation デザイナー ドラッグアンドドロップインターフェイスまたは 統合された JSON
および YAML エディタ を使用して、テンプレートを変更できます。AWS CloudFormation デザイナー
の使用の詳細については、「AWS CloudFormation デザイナー とは (p. 353)」を参照してくださ
い。
更新するリソースのみを変更してください。更新しないリソースやプロパティについては、現在のス
タック設定と同じ値を使用します。次のアクションのいずれかを完了するとテンプレートを変更でき
ます。
• 新しいリソースを追加するか、既存のリソースを削除します。
ほとんどのリソースの場合、リソースの論理名を変更することは、そのリソースを削除して新しい
リソースと置き換えることと同等です。名前を変更したリソースに依存する他のリソースも更新す
る必要があり、場合によっては置き換えられます。その他のリソースは、更新を開始するために、
(論理名だけでなく) プロパティの更新が必要になります。
• 既存のリソースのプロパティを追加、変更、または削除します。
特定のリソースのプロパティを更新する効果の詳細については、AWS リソースタイプのリファレン
ス (p. 756)を参照してください。各プロパティについての更新の効果は、以下のいずれかになりま
す。
• 更新に伴う要件: 中断はありません。 (p. 137)
• 更新に伴う要件: 一時的な中断。 (p. 137)
• 更新に伴う要件: 置換 (p. 137)
• リソースの属性
(Metadata、DependsOn、CreationPolicy、UpdatePolicy、DeletionPolicy) を追加、変
更、または削除します。

Important
CreationPolicy、DeletionPolicy または UpdatePolicy 属性単独では更新できま
せん。更新できるのは、リソースを追加、変更、または削除する変更を含める場合だけで
す。たとえば、リソースのメタデータ属性を追加または変更することはできます。
• パラメータの宣言を追加、変更、または削除します。ただし、更新をサポートしていないリソース
で使用されているパラメータを追加、変更、または削除することはできません。
• マッピングの宣言を追加、変更、または削除します。

Important
マッピングの値がスタックで使用されていない場合は、マップ自体を更新することはでき
ません。リソースを追加、変更、または削除する変更を含める必要があります。たとえ
ば、リソースのメタデータ属性を追加または変更することはできます。スタックが使用し
ているマッピング値を更新する場合は、更新を開始するために他の変更を行う必要はあり
ません。
• 条件の宣言を追加、変更、または削除します。
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Important
条件を単独で更新することはできません。条件を更新できるのは、リソースを追加、変
更、または削除する変更を含める場合だけです。たとえば、リソースのメタデータ属性を
追加または変更することはできます。
• 出力値の宣言を追加、変更、または削除します。
リソースまたはプロパティによっては、プロパティ値またはそれらの値の変更に制約がある場合が
あります。たとえば、AWS::RDS::DBInstance リソースのAllocatedStorage プロパティへの変更
は、現在の設定よりも大きくなければなりません。更新に指定された値がこれらの制約を満たさな
い場合、そのリソースの更新は失敗します。AllocatedStorage 変更に関する特定の制約について
は、「ModifyDBInstance」を参照してください。
リソースの更新が、他のリソースのプロパティに影響を与える可能性があります。Ref 関
数 (p. 6695)または Fn::GetAtt 関数 (p. 6676)を使用して、更新されたリソースの属性をテンプレー
ト内の他のリソースのプロパティ値の一部として指定した場合、AWS CloudFormation も変更された
プロパティへの参照を含むリソースを更新します。たとえば、AWS::RDS::DBInstance リソース
の MasterUsername プロパティを更新し、Ref 関数を使用して、DB インスタンス名への参照を含
む UserData プロパティを持つ AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースがある場
合、AWS CloudFormation は、新しい名前で DB インスタンスを再作成し、LaunchConfiguration
リソースも更新します。
4.

テンプレートの構文エラーをチェックするには、[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、
[Validate template (テンプレートの検証)] (

) を選択します。

[Messages (メッセージ)] ペインでエラーを表示して修正し、テンプレートを再度検証します。エラー
が表示されない場合、テンプレートの構文は有効です。
5.
6.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーから、[File (ファイル)] メニュー (
) を選択し、その
後 [保存] を選択して、テンプレートを S3 バケットまたはローカルに保存します。
変更したテンプレートを使用して、スタックを直接更新するか、変更セットを使用してスタックを更
新します。

スタックのテンプレートの取得と更新 (CLI)
1.

更新するスタックのテンプレートを取得するには aws cloudformation get-template コマンド
を使用します。

2.

テンプレートをコピーしてテキストファイルに貼り付け、変更して保存します。テンプレートのみを
コピーします。コマンドではテンプレートを引用符で囲みますが、テンプレートを囲んでいる引用符
はコピーしません。テンプレート自体は、左中括弧で開始され、右中括弧で終了します。このファイ
ルで、スタックのリソースに対する変更を指定します。

3.

変更したテンプレートを使用して、スタックを直接更新するか、変更セットを使用してスタックを更
新します。

変更セットを使用したスタックの更新
スタックを更新する必要がある場合は、変更の実装前に実行中のリソースに与える影響を理解すること
で、安心してスタックを更新できます。変更セットを使用すると、スタックの変更案が実行中のリソース
に与える可能性がある影響 (たとえば、変更によって重要なリソースが削除されたり置き換えられたりし
ないか) を確認できます。変更セットの実行を確定したときのみ AWS CloudFormation によってスタック
が変更されるため、変更案のまま続行するか別の変更セットを作成して他の変更を検討するかを決定でき
ます。変更セットは、CloudFormation コンソール、AWS CLI、または CloudFormation API を使用して作
成および管理できます。
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トピック
• 変更セットの作成 (p. 141)
• 変更セットの表示 (p. 147)
• 変更セットの実行 (p. 153)
• 変更セットの削除 (p. 155)
• 変更セットのサンプル (p. 156)

Important
変更セットでは、CloudFormation によるスタックの更新が正常に行われるかどうかはわか
りません。たとえば、アカウント制限 (p. 9)を超過する、更新をサポートしていないリソー
ス (p. 756)を更新しようとしている、リソースの変更に必要なアクセス権限 (p. 63)が足りてい
ないなど、スタックの更新が失敗する原因になる可能性があるものを、変更セットでは確認しま
せん。更新が失敗した場合、CloudFormation では元の状態にリソースをロールバックするように
試みます。
変更セットの概要
次の図は、変更セットを使用したスタックの更新方法をまとめたものです。

1. 更新するスタックの変更内容を送信して変更セットを作成します。変更したスタックのテンプレートま
たは修正した入力パラメータ値を送信できます。CloudFormation で送信された変更とスタックが比較さ
れ、変更セットが生成されます。この時点ではスタックは変更されません。
2. 変更セットを参照して、変更されるスタック設定やリソースを確認します。例えば、CloudFormation に
よって追加、変更、または削除されるリソースを確認できます。
3. オプション: 実行する変更を決定する前に他の変更を検討する場合は、追加で変更セットを作成しま
す。複数の変更セットを作成することで、異なる変更によってリソースどのように影響を受けるかを理
解し評価できます。変更セットは必要な数だけ作成できます。
4. スタックに適用する変更を含む変更セットを実行します。CloudFormation によって、これらの変更を使
用してスタックが更新されます。

Note
変更を実行すると、スタックに関連付けられた変更セットは CloudFormation によってすべて
削除されます。更新されたスタックには適用できないためです。
適用しない変更セットを実行してしまわないように、変更セットを削除することもできます。

変更セットの作成
実行中のスタックに対する変更セットを作成するには、変更されたテンプレート、新しい入力パラメータ
値、またはその両方を提供することで実行したい変更を送信します。CloudFormation によってスタックと
送信された変更が比較され、変更セットが生成されます。
変更セットを作成する前 (p. 138)、または変更セットの作成中にテンプレートを変更できます。
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Create a change set for nested stacks (console)

ネストされたスタックの変更セットを作成するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、変更セットを作成する実行中のスタックを選
択します。

2.

スタックの詳細ペインで、[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、[既存スタックの変更
セットの作成] を選択します。

3.

[スタック stack-name の変更セットの作成] ページで、次のいずれかを実行して入力パラメータ
値を変更し、更新されたテンプレートの場所を指定するか、テンプレートを変更します。
タスク

アクション

入力パラメータ値を変更
するには

[Use current template] (現在のテンプレートの使用) を選択し、[Next]
(次へ) を選択して入力パラメータ値の入力または変更に進みます。

更新されたテンプレート
の場所を指定するには

テンプレートを変更した場合は、[Replace current template (現在の
テンプレートを置換)] を選択して、次のいずれかを実行します。
• Amazon S3 バケットに保存されているテンプレートの場合は、
[Amazon S3 URL] を選択します。テンプレートの URL を入力す
るか貼り付けて、[次へ] を選択します。
バージョニングが有効なバケットにテンプレー
トがある場合、https://s3.amazonaws.com/
templates/myTemplate.template?
versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW のように
テンプレートの特定バージョンを指定することもできます。詳細
については、『Amazon Simple Storage Service コンソールユー
ザーガイド』の「バージョニングが有効なバケット内のオブジェ
クトを管理する」を参照してください。
• ローカルコンピュータに保存されているテンプレートの場合は、
[テンプレートファイルをアップロード] を選択します。[ファイル
の選択] を選択してファイルの場所に移動し、ファイルを選択し
て、[次へ] を選択します。

テンプレートを変更する
には

4.

テンプレートを変更していない場合は、[Edit template in designer
(デザイナーでテンプレートを編集)] を選択し、[View in designer (デ
ザイナーで表示)] を選択します。AWS CloudFormation デザイナー
にリダイレクトされます。テンプレートを変更したら、 を選択し
て [スタック stack-name の変更セットの作成] ページに戻り、[次
へ] を選択します。

テンプレートにパラメータが含まれている場合、[Specify stack details (スタックの詳細を指定)]
ページで、適用可能な入力パラメータ値を入力または変更し、[次へ] を選択します。
スタックのテンプレートを再利用する場合は、CloudFormation によって各パラメータにスタッ
クの現在の値が入力されています。ただし、NoEcho 属性で宣言されているパラメータは除きま
す。これらのパラメータに既存の値を使用するには、[既存の値の使用] を選択します。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法、また動的なパラメータを使用してシークレット
を管理する方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」ベストプラク
ティスを参照してください。

5.

[Configure stack options] ページで、スタックのタグ、IAM サービスロール、スタックポリシー、
ロールバック設定、Amazon SNS 通知トピック (該当する場合) を更新し、[Next] を選択します。
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Note
ネストされたスタックの変更セットは、デフォルトで有効になっています。これによ
り、テンプレートで指定されているすべての入れ子スタックの変更セットが作成されま
す。ネストされたスタックの変更セットの詳細については、「 ネストされたスタックの
変更セット 」を参照してください。
6.

[Review stack-name (stack-name の確認)] ページで、この変更セットの変更を確認します。
テンプレートに AWS Identity and Access Management (IAM) リソースが含まれる場合、[I
acknowledge that CloudFormation might create IAM resources] (CFN によって IAM リソースが作
成される場合があることを承認します) を選択します。IAM リソースは、AWS アカウントのアク
セス権限を変更することがあります。これらのリソースを確認して、必要なアクションのみを許
可していることを確認します。詳細については、「AWS Identity and Access Management による
アクセスの制御 (p. 63)」を参照してください。

7.

[変更セットの作成] を選択します。変更セットの名前を指定し、オプションで変更セットの説明
を指定して、その目的をわかりやすく示します。続いて、[変更セットの作成] を選択します。
変更セットの詳細ページの [変更] タブにリダイレクトされます。CloudFormation によって変更
セットが生成される間、変更セットのステータスは [CREATE_IN_PROGRESS] です。変更セッ
トが作成されると、CloudFormation によってステータスが [CREATE_COMPLETE] に設定されま
す。[Changes] (変更) セクションに、CloudFormation によってスタックに対するすべての変更の
リストが表示されます。詳細については、「変更セットの表示 (p. 147)」を参照してください。
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CloudFormation で変更セットの作成に失敗した場合 (FAILED ステータスが報告された場合)、
[Status] (状況) フィールドに表示されたエラーを修正して、変更セットを再作成します。
Create a change set (console)

変更セットを作成するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、変更セットを作成する実行中のスタックを選
択します。

2.

スタックの詳細ペインで、[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、[既存スタックの変更
セットの作成] を選択します。

3.

[スタック stack-name の変更セットの作成] ページで、次のいずれかを実行して入力パラメータ
値を変更し、更新されたテンプレートの場所を指定するか、テンプレートを変更します。
タスク

アクション

入力パラメータ値を変更
するには

[Use current template] (現在のテンプレートの使用) を選択し、[Next]
(次へ) を選択して入力パラメータ値の入力または変更に進みます。
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タスク

アクション

更新されたテンプレート
の場所を指定するには

テンプレートを変更した場合は、[Replace current template (現在の
テンプレートを置換)] を選択して、次のいずれかを実行します。
• Amazon S3 バケットに保存されているテンプレートの場合は、
[Amazon S3 URL] を選択します。テンプレートの URL を入力す
るか貼り付けて、[次へ] を選択します。
バージョニングが有効なバケットにテンプレー
トがある場合、https://s3.amazonaws.com/
templates/myTemplate.template?
versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW のように
テンプレートの特定バージョンを指定することもできます。詳細
については、『Amazon Simple Storage Service コンソールユー
ザーガイド』の「バージョニングが有効なバケット内のオブジェ
クトを管理する」を参照してください。
• ローカルコンピュータに保存されているテンプレートの場合は、
[テンプレートファイルをアップロード] を選択します。[ファイル
の選択] を選択してファイルの場所に移動し、ファイルを選択し
て、[次へ] を選択します。

テンプレートを変更する
には

4.

テンプレートを変更していない場合は、[Edit template in designer
(デザイナーでテンプレートを編集)] を選択し、[View in designer (デ
ザイナーで表示)] を選択します。AWS CloudFormation デザイナー
にリダイレクトされます。テンプレートを変更したら、 を選択し
て [スタック stack-name の変更セットの作成] ページに戻り、[次
へ] を選択します。

テンプレートにパラメータが含まれている場合、[Specify stack details (スタックの詳細を指定)]
ページで、適用可能な入力パラメータ値を入力または変更し、[次へ] を選択します。
スタックのテンプレートを再利用する場合は、CloudFormation によって各パラメータにスタッ
クの現在の値が入力されています。ただし、NoEcho 属性で宣言されているパラメータは除きま
す。これらのパラメータに既存の値を使用するには、[既存の値の使用] を選択します。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法、および動的なパラメータを使用してシークレッ
トを管理する方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラ
クティスをご参照ください。

5.

[Configure stack options] ページで、スタックのタグ、IAM サービスロール、スタックポリシー、
ロールバック設定、Amazon SNS 通知トピック (該当する場合) を更新し、[Next] を選択します。

Note
ネストされたスタックの変更セットは、デフォルトで有効になっています。これによ
り、テンプレートで指定されているすべての入れ子スタックの変更セットが作成されま
す。現在のスタックにのみ変更セットを作成するには、[Disabled] を選択します。ネスト
されたスタックの変更セットの詳細については、「 ネストされたスタックの変更セット
」を参照してください。
6.

[Review stack-name (stack-name の確認)] ページで、この変更セットの変更を確認します。
テンプレートに AWS Identity and Access Management (IAM) リソースが含まれる場合、[I
acknowledge that CloudFormation might create IAM resources] (CFN によって IAM リソースが作
成される場合があることを承認します) を選択します。IAM リソースは、AWS アカウントのアク
セス権限を変更することがあります。これらのリソースを確認して、必要なアクションのみを許
可していることを確認します。詳細については、「AWS Identity and Access Management による
アクセスの制御 (p. 63)」を参照してください。
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7.

[変更セットの作成] を選択します。変更セットの名前を指定し、オプションで変更セットの説明
を指定して、その目的をわかりやすく示します。続いて、[変更セットの作成] を選択します。
変更セットの詳細ページの [変更] タブにリダイレクトされます。CloudFormation によって変更
セットが生成される間、変更セットのステータスは [CREATE_IN_PROGRESS] です。変更セッ
トが作成されると、CloudFormation によってステータスが [CREATE_COMPLETE] に設定されま
す。[Changes] (変更) セクションに、CloudFormation によってスタックに対するすべての変更の
リストが表示されます。詳細については、「変更セットの表示 (p. 147)」を参照してください。

CloudFormation で変更セットの作成に失敗した場合 (FAILED ステータスが報告された場合)、
[Status] (状況) フィールドに表示されたエラーを修正して、変更セットを再作成します。

変更セットを作成するには (AWS CLI)
•

aws cloudformation create-change-set コマンドを実行します。
変更はコマンドオプションとして送信します。新しいパラメータ値、修正済みのテンプレート、また
は両方を指定できます。たとえば、次のコマンドで SampleChangeSet スタックの SampleStack
という名前の変更セットが作成されます。変更セットは現在のスタックのテンプレートを使用します
が、Purpose パラメータの値が異なります。
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aws cloudformation create-change-set --stack-name arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:stack/SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000
--change-set-name SampleChangeSet --use-previous-template -parameters ParameterKey="InstanceType",UsePreviousValue=true
ParameterKey="KeyPairName",UsePreviousValue=true
ParameterKey="Purpose",ParameterValue="production"

変更セットの表示
変更セットの作成後、実行前に目的の変更を確認できます。変更セットの表示には CloudFormation コン
ソール、AWS CLI、または CloudFormation API を使用できます。CloudFormation コンソールは、変更の
概要、および JSON 形式の変更の詳細なリストを提供します。AWS CLI および AWS CloudFormation API
は、JSON 形式の変更の詳細なリストを返します。
View a change set for nested stack (console)

ネストされたスタックの変更セットを表示するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、表示する変更セットを含むスタックの名前を
選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

表示する変更セットの名前を選択します。
CloudFormation コンソールに変更セットの詳細ページが表示されます。ここで変更セットの作成
時刻、ステータス、変更セットの生成に使用された入力、および変更の要約を確認できます。
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[Changes] (変更) セクションの各行は、CloudFormation が動的な状態を追加、変更、削除、表示
するリソースを表します。
• Add (追加) – スタックのテンプレートにリソースを追加すると、CloudFormation によってリ
ソースが作成されます。
• Modify (変更) – スタックのテンプレート内のリソースのプロパティを変更する
と、CloudFormation はリソースを変更します。
• Remove (削除) – スタックのテンプレートから既存のリソースを削除すると、CloudFormation
によってリソースが削除されます。
• Dynamic – CloudFormation はネストされたスタックのテンプレートから正確なリソース変更ア
クションを特定できません。

Note
変更によってリソースが中断されたり置き換え (再作成) されたりすることがあります。
リソースの更新動作の詳細については、スタックのリソースの更新動作 (p. 137)を参照
してください。
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特定の変更に注目するには、フィルタビューを使用します。たとえ
ば、AWS::CloudFormation::Stack などの特定のリソースタイプをフィルタリングします。
特定のリソースをフィルタリングするには、DeadLetterQueue や NestedStack のような論理
ID または物理 ID を指定します。
4.

[Changes] セクションで、表示するネストされた変更セットの [View nested change set] を選択し
ます。
CloudFormation コンソールによって、ネストされた変更セットの詳細ページへ移動します。[Go
to root change set] を選択してルート変更セットを表示するか、[View parent change set] を選択
して親変更セットを表示できます。詳細については、「 ネストされたスタックの変更セット」を
参照してください。

View a change set (console)

変更セットを表示するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、表示する変更セットを含むスタックの名前を
選択します。
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2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

表示する変更セットの名前を選択します。
CloudFormation コンソールに変更セットの詳細ページが表示されます。ここで変更セットの作成
時刻、ステータス、変更セットの生成に使用された入力、および変更の要約を確認できます。

[Changes] (変更) セクションの各行は、CloudFormation が追加、変更、削除するリソースを表し
ます。
• Add (追加) – スタックのテンプレートにリソースを追加すると、CloudFormation によってリ
ソースが作成されます。
• Modify (変更) – スタックのテンプレート内のリソースのプロパティを変更する
と、CloudFormation はリソースを変更します。
• Remove (削除) – スタックのテンプレートから既存のリソースを削除すると、CloudFormation
によってリソースが削除されます。
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Note
変更によってリソースが中断されたり置き換え (再作成) されたりすることがあります。
リソースの更新動作の詳細については、スタックのリソースの更新動作 (p. 137)を参照
してください。
特定の変更に注目するには、フィルタビューを使用します。たとえば、AWS::EC2::Instance
などの特定のリソースタイプをフィルタリングします。特定のリソースをフィルタリングするに
は、myWebServer や i-123abcd4 のような論理 ID または物理 ID を指定します。

変更セットを表示するには (AWS CLI)
1.

変更セットの ID を取得するには、aws cloudformation list-change-sets コマンドを実行し
ます。
次の例のように、表示する変更セットがあるスタックのスタック ID を指定します。
aws cloudformation list-change-sets --stack-name arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:stack/SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000

CloudFormation から、次のような変更セットのリストが返されます。
{

"Summaries": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet",
"CreationTime": "2020-11-18T20:44:05.889Z",
"StackName": "SampleStack",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-conditional",
"CreationTime": "2020-11-18T21:15:56.398Z",
"StackName": "SampleStack",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-conditional/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-replacement",
"CreationTime": "2020-11-18T21:03:37.706Z",
"StackName": "SampleStack",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-replacement/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
}
]
}

2.

表示する変更セットの ID を指定して aws cloudformation describe-change-set コマンドを
実行します。以下に例を示します。
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aws cloudformation describe-change-set --change-set-name arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:changeSet/SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000

CloudFormation から、指定された変更セットに関する情報が返されます。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-direct",
"Parameters": [
{
"ParameterValue": "testing",
"ParameterKey": "Purpose"
},
{
"ParameterValue": "ellioty-useast1",
"ParameterKey": "KeyPairName"
},
{
"ParameterValue": "t2.micro",
"ParameterKey": "InstanceType"
}
],
"Changes": [
{
"ResourceChange": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"PhysicalResourceId": "i-1abc23d4",
"Details": [
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
}
],
"Action": "Modify",
"Scope": [
"Tags"
],
"LogicalResourceId": "MyEC2Instance",
"Replacement": "False"
},
"Type": "Resource"
}
],
"CreationTime": "2020-11-18T23:35:25.813Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "SampleStack",
"NotificationARNs": [],
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-direct/9edde307-960d-4e6e-ad66-b09ea2f20255"
}

Changes キーリストはリソースを変更します。この変更セットを実行した場合、CloudFormation
によって i-1abc23d4 EC2 インスタンスのタグが更新されます。各フィールドの詳細について
は、AWS CloudFormation API Reference の Change データ型を参照してください。
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変更セットのその他の例については、変更セットのサンプル (p. 156)を参照してください。

変更セットの実行
変更セットに記述された変更をスタックに加えるには、変更セットを実行します。

Important
変更セットを実行すると、スタックに関連付けられた変更セットは CloudFormation によってす
べて削除されます。更新されたスタックに対して有効でなくなるためです。更新が失敗した場合
は、新しい変更セットを作成する必要があります。
スタックポリシーおよび変更セットの実行
スタックポリシーが関連付けられているスタックで変更セットを実行する場合、更新の際に
CloudFormation によってそのポリシーがスタックに適用されます。変更セットの実行時に、既存のポリ
シーを上書きする一時的なスタックポリシーを指定することはできません。保護されたリソースを更新す
るには、スタックポリシーを更新するか、直接更新 (p. 163)方式を使用する必要があります。
Execute a change set for nested stacks (console)

ネストされたスタックの変更セットを実行するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、更新するスタックの名前を選択します。ルー
ト変更セットに関連付けられたスタック名を選択する必要があります。

2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

実行するルート変更セットの名前を選択します。

4.

変更セットの詳細ページで、[実行] を選択します。

Note
CloudFormation は、変更セットの作成 (p. 141) プロセス中にネストされたスタックの
変更セットに対して [Enabled] (有効) が選択されている場合、ルート変更セットおよびネ
ストされた変更セットに記述された変更を実行します。
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CloudFormation ですぐにスタックの更新が開始されます。CloudFormation コンソールによって
[Events (p. 116)] (イベント) タブが表示されます。このタブで、スタックの更新の進捗状況をモ
ニタリングできます。
Execute a change set (console)

変更セットを実行するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、更新するスタックの名前を選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

実行する変更セットの名前を選択します。

4.

変更セットの詳細ページで、[実行] を選択します。

CloudFormation ですぐにスタックの更新が開始されます。CloudFormation コンソールによって
[Events (p. 116)] (イベント) タブが表示されます。このタブで、スタックの更新の進捗状況をモ
ニタリングできます。

変更セットを実行するには (AWS CLI)
•

aws cloudformation execute-change-set コマンドを実行します。
次の例に示すように、実行する変更セットの変更セット ID を指定します。
aws cloudformation execute-change-set --change-set-name arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:changeSet/SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000

例のコマンドは、ID arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000 の変更セットを実行します。
コマンドを実行すると、CloudFormation でスタックの更新が開始されます。スタックの進行状況を表
示するには、aws cloudformation describe-stacks (p. 127) コマンドを使用します。
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変更セットの削除
変更セットを削除すると、スタックの変更セットのリストから削除されます。変更セットを削除するこ
とで、自身や別のユーザーが適用してはいけない変更セットを意図せず実行してしまうことを防止できま
す。削除しない限り、スタックを更新するまで、CloudFormation によってすべての変更セットが保持され
ます。
Delete a change set for nested stacks

ネストされたスタックの変更セットを削除するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [Stacks] で、ルート変更セットに関連付けられたスタック名
を選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

削除する変更セットの名前を選択します。

4.

変更セットの詳細ページで、[削除] を選択します。[Delete] を選択すると、ネストされた変更セッ
トの階層全体を削除します。

Note
ネストされたスタックの変更セットに対する削除操作は非同期で、DELETE_PENDING ス
テータスに続いて DELETE_IN_PROGRESS ステータスが表示されます。変更セットの削
除操作が完了すると、変更セットはリストから削除されます。REVIEW_IN_PROGRESS
ステータス内のネストされたスタックは、変更セットの作成中に作成された場合でも削
除されます。

CloudFormation は、スタックの変更セットリストから変更セットの削除を直ちに開始します。

Note
ネストされたスタックが進行中のオペレーションで停止した場合には、AWS
CloudFormation のトラブルシューティングでエラーのトラブルシューティングを参照し
てください。
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Delete a change set

変更セットを削除するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソールの [スタック] で、削除する変更セットを含むスタックの名前を
選択します。

2.

ナビゲーションペインで、[変更セット] を選択して、スタックの変更セットのリストを表示しま
す。

3.

削除する変更セットの名前を選択します。

4.

変更セットの詳細ページで、[削除] を選択します。

CloudFormation によってすぐに、スタックの変更セットのリストから変更セットを削除する処理
が開始され、[Stacks] (スタック) ページにリダイレクトされます。

変更セットを削除するには (AWS CLI)
•

次の例に示すように、削除する変更セットの ID を指定して aws cloudformation deletechange-set コマンドを実行します。
aws cloudformation delete-change-set --change-set-name arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:changeSet/SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000

変更セットのサンプル
このセクションでは、一般的なスタックの変更で CloudFormation によって作成される変更セットの例を
示します。例では、テンプレートを直接編集する方法、単独の入力パラメータを変更する方法、バック
アップされていないデータの損失またはスタックで実行中のアプリケーションの中断を防止するリソース
再作成の計画、およびリソースの追加方法と削除方法が示されています。変更セットの機能を理解するた
めに、送信された変更を説明して、その結果である変更セットについて解説します。各例は、お客様が前
出の例を理解していることを前提に構築されているため、順を追って読むことをお勧めします。変更セッ
トの各フィールドの説明については、AWS CloudFormation API Reference の Change データ型を参照し
てください。
変更セットの詳細は コンソール (p. 147)、AWS CLI または CloudFormation APIを使用して表示できま
す。
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以下の各変更セットは、以下のサンプルテンプレートを使用したスタックから生成されています。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "A sample EC2 instance template for testing change sets.",
"Parameters" : {
"Purpose" : {
"Type" : "String",
"Default" : "testing",
"AllowedValues" : ["testing", "production"],
"Description" : "The purpose of this instance."
},
"KeyPairName" : {
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance"
},
"InstanceType" : {
"Type" : "String",
"Default" : "t2.micro",
"AllowedValues" : ["t2.micro", "t2.small", "t2.medium"],
"Description" : "The EC2 instance type."
}
},
"Resources" : {
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"KeyName" : { "Ref" : "KeyPairName" },
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" },
"ImageId" : "ami-8fcee4e5",
"Tags" : [
{
"Key" : "Purpose",
"Value" : { "Ref" : "Purpose" }
}
]
}
}
}

}

テンプレートの直接編集
スタックのテンプレートでリソースを直接変更して変更セットを生成すると、この変更は CloudFormation
で直接変更として分類されます。パラメータ値の更新に伴って開始された変更とはみなされません。以下
の変更セットは、i-1abc23d4 インスタンスに新しいタグを追加する直接変更の例です。パラメータ値や
機能など、その他の入力値はすべて変更しないため、Changes 構造ついて説明します。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-direct",
"Parameters": [
{
"ParameterValue": "testing",
"ParameterKey": "Purpose"
},
{
"ParameterValue": "MyKeyName",
"ParameterKey": "KeyPairName"
},
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"ParameterValue": "t2.micro",
"ParameterKey": "InstanceType"

}
],
"Changes": [
{
"ResourceChange": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"PhysicalResourceId": "i-1abc23d4",
"Details": [
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
}
],
"Action": "Modify",
"Scope": [
"Tags"
],
"LogicalResourceId": "MyEC2Instance",
"Replacement": "False"
},
"Type": "Resource"
}
],
"CreationTime": "2020-11-18T23:35:25.813Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "SampleStack",
"NotificationARNs": [],
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-direct/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
}

Changes 構造には、ResourceChange 構造 1 つのみが存在します。この構造は、CloudFormation が変
更するリソースのタイプ、CloudFormation が実行するアクション、リソースの ID、変更対象、および変
更で置き換え (CloudFormation が新しいリソースを作成して古いものを削除する) が必要かどうかなどの情
報を記述します。例では、CloudFormation によって i-1abc23d4 EC2 インスタンスの Tags 属性が変更
され、インスタンスの置き換えは必要ないことが変更セットによって示されています。
Details 構造で、この変更がインスタンスの再作成 (置き換え) が不要な直接変更であると
CloudFormation で分類されます。CloudFormation がインスタンスを置き換えないことを確認し、安心し
てこの変更を実行できます。
CloudFormation は、この変更を Static 評価として表示します。静的評価とは、変更セットを実行する前
に CloudFormation によってタグの値を決定できることを意味します。場合によっては、CloudFormation
は 変更セットを実行した後にしか値を決定できないこともあります。CloudFormation では、これらの変
更は Dynamic 評価に分類されます。例えば、更新されたリソースの参照でそのリソースが条件付きで置
き換えられる場合、CloudFormation では更新されたリソースへの参照が変更されるかどうかは決定できま
せん。

入力パラメータ値の修正
入力パラメータ値を変更すると、CloudFormation では更新されたパラメータ値を使用する各リソースで 2
つの変更が生成されます。この例では、これらの変更がどのようなもので、どの情報に注目すべきかを取
り上げます。次の例は、Purpose 入力パラメータの値の変更のみによって生成されています。
Purpose パラメータは、EC2 インスタンスのタグキーの値を指定します。例では、パラメータ値が
testing から production に変更されています。新しい値は Parameters 構造に表示されます。
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{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet",
"Parameters": [
{
"ParameterValue": "production",
"ParameterKey": "Purpose"
},
{
"ParameterValue": "MyKeyName",
"ParameterKey": "KeyPairName"
},
{
"ParameterValue": "t2.micro",
"ParameterKey": "InstanceType"
}
],
"Changes": [
{
"ResourceChange": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"PhysicalResourceId": "i-1abc23d4",
"Details": [
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Dynamic",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
},
{
"CausingEntity": "Purpose",
"ChangeSource": "ParameterReference",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
}
],
"Action": "Modify",
"Scope": [
"Tags"
],
"LogicalResourceId": "MyEC2Instance",
"Replacement": "False"
},
"Type": "Resource"
}
],
"CreationTime": "2020-11-18T23:59:18.447Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "SampleStack",
"NotificationARNs": [],
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
}

Changes 構造は、テンプレートの直接編集 (p. 157)の例と似たような方法で機能しま
す。ResourceChange 構造 1 つのみがあり、Tags EC2 インスタンスの i-1abc23d4 属性への変更を記
述します。
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ただし、Details 構造では、変更されたパラメータ値が単一でも、変更セットには Tags 属性に対する 2
つの変更が表示されます。変更されたパラメータ値を参照するリソース (Ref 組み込み関数を使用) は、常
に 2 つの変更になります。ひとつは Dynamic 評価、もうひとつは Static 評価です。以下のフィールド
を参照して、このようなタイプの変更を確認できます。
• Static 評価の変更の場合、ChangeSource フィールドを参照します。この例では、ChangeSource
フィールドは ParameterReference と等しく、この変更が更新されたパラメータの参照値の結果であ
ることを意味します。変更セットには、似たような Dynamic 評価の変更があるはずです。
• 同じ情報を含む 2 つの変更の Dynamic 構造を比較することで、一致する Target 評価の変更を検索で
きます。この例では、両方の変更の Target 構造で、Attribute および RequireRecreation フィー
ルドに同じ値が含まれます。
このようなタイプの変更では、静的評価に注目します。ここには、変更に関するもっとも詳細な情報が提
供されています。この例では、変更がパラメータ参照値 (ParameterReference) の変更の結果であるこ
とが静的評価に示されています。変更された正確なパラメータは CauseEntity フィールド (Purpose パ
ラメータ) で示されます。

Replacement フィールドの値の決定
ResourceChange 構造の Replacement フィールドには、CloudFormation でリソースが再作成されるか
どうかが示されています。リソースの再作成 (置き換え) に備えておくと、バックアップされていないデー
タの損失やスタックで実行中のアプリケーションの中断を防ぐことができます。
Replacement フィールドの値は、変更で置き換えが必要かどうかによって異なります。こ
れは変更の RequiresRecreation 構造の Target フィールドに示されています。たとえ
ば、RequiresRecreation フィールドが Never であれば、Replacement フィールドは False です。
ただし、1 つのリソースに複数の変更があり、各変更の RequiresRecreation フィールドの値が異なる
場合、CloudFormation では、もっとも大きい動作を使用してリソースを更新します。つまり、多くの変更
の中の 1 つのみで置き換えが必要な場合、CloudFormation はリソースを置き換えるため、Replacement
フィールドは True に設定されます。
次の変更セットは各パラメータ (Purpose、InstanceType、KeyPairName) の値を変更することで生
成されています。これらすべてのパラメータは EC2 インスタンスで使用されます。これらの変更に伴
い、Replacement フィールドが True に等しくなるため、CloudFormation によるインスタンスの置き換
えが必要になります。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-multiple",
"Parameters": [
{
"ParameterValue": "production",
"ParameterKey": "Purpose"
},
{
"ParameterValue": "MyNewKeyName",
"ParameterKey": "KeyPairName"
},
{
"ParameterValue": "t2.small",
"ParameterKey": "InstanceType"
}
],
"Changes": [
{
"ResourceChange": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
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},

"PhysicalResourceId": "i-7bef86f8",
"Details": [
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Dynamic",
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"Name": "KeyName",
"RequiresRecreation": "Always"
}
},
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Dynamic",
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"Name": "InstanceType",
"RequiresRecreation": "Conditionally"
}
},
{
"ChangeSource": "DirectModification",
"Evaluation": "Dynamic",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
},
{
"CausingEntity": "KeyPairName",
"ChangeSource": "ParameterReference",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"Name": "KeyName",
"RequiresRecreation": "Always"
}
},
{
"CausingEntity": "InstanceType",
"ChangeSource": "ParameterReference",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"Name": "InstanceType",
"RequiresRecreation": "Conditionally"
}
},
{
"CausingEntity": "Purpose",
"ChangeSource": "ParameterReference",
"Evaluation": "Static",
"Target": {
"Attribute": "Tags",
"RequiresRecreation": "Never"
}
}
],
"Action": "Modify",
"Scope": [
"Tags",
"Properties"
],
"LogicalResourceId": "MyEC2Instance",
"Replacement": "True"
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}

"Type": "Resource"

],
"CreationTime": "2020-11-18T00:39:35.974Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "SampleStack",
"NotificationARNs": [],
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-multiple/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
}

リソースの置換を要する変更を特定するには、各変更 (Details 構造の静的評価) を表示します。この
例では、各変更の RequireRecreation フィールドの値は異なりますが、KeyName プロパティに対
する変更がもっとも大きな更新動作になるため、常に再作成が必要になります。キー名が変更されるた
め、CloudFormation によってインスタンスが置き換えられます。
キー名が変わらない場合は、InstanceType プロパティに対する変更がもっとも大きな更新動作
(Conditionally) になります。したがって、Replacement フィールドは Conditionally で
す。CloudFormation によってインスタンスが置き換えられる条件を確認するには、InstanceType プロ
パティの更新動作をご参照ください。

リソースの追加および削除
次の例は、EC2 インスタンスを削除し、Auto Scaling グループと起動設定を追加するように変更したテン
プレートを送信することで生成されています。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
SampleStack/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"ChangeSetName": "SampleChangeSet-addremove",
"Parameters": [
{
"ParameterValue": "testing",
"ParameterKey": "Purpose"
},
{
"ParameterValue": "MyKeyName",
"ParameterKey": "KeyPairName"
},
{
"ParameterValue": "t2.micro",
"ParameterKey": "InstanceType"
}
],
"Changes": [
{
"ResourceChange": {
"Action": "Add",
"ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Scope": [],
"Details": [],
"LogicalResourceId": "AutoScalingGroup"
},
"Type": "Resource"
},
{
"ResourceChange": {
"Action": "Add",
"ResourceType": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Scope": [],
"Details": [],
"LogicalResourceId": "LaunchConfig"
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},
{

},
"Type": "Resource"
"ResourceChange": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"PhysicalResourceId": "i-1abc23d4",
"Details": [],
"Action": "Remove",
"Scope": [],
"LogicalResourceId": "MyEC2Instance"
},
"Type": "Resource"

}
],
"CreationTime": "2020-11-18T01:44:08.444Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "SampleStack",
"NotificationARNs": [],
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
SampleChangeSet-addremove/1a2345b6-0000-00a0-a123-00abc0abc000"
}

Changes 構造には 3 つの ResourceChange構造があり、各リソースに 1 つずつ対応しています。各リ
ソースで、Action フィールドには CloudFormation によってリソースが追加または削除されるかどうかが
示されています。Scope および Details フィールドはリソースの変更にのみ適用されるため、空になり
ます。
新しいリソースの場合、CloudFormation では変更セットが実行されるまで一部のフィールドの値
を決定できません。例えば、Auto Scaling グループの物理 ID と起動設定はまだ存在していないた
め、CloudFormation では入力できません。CloudFormation は、変更セットが実行されたときに新しいリ
ソースを作成します。

スタックの直接更新
更新をスタックにすばやくデプロイするには、直接更新を実行します。直接更新では、テンプレート
を送信するか、スタック内のリソースに対して更新を指定する入力パラメータを送信すると、AWS
CloudFormation によりすぐにデプロイされます。テンプレートを使用して更新する場合、現在のテンプ
レートを変更し、ローカルまたは S3 バケットに保存できます。
更新がサポートされていないリソースプロパティの場合、現在の値を保持する必要があります。更新前に
AWS CloudFormation がスタックに加える変更を確認するには、変更セットを使用します。詳細について
は、「変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)」を参照してください。

Note
スタックを更新する際に、更新するプロパティによっては、AWS CloudFormation によってリ
ソースが中断されたり、更新されたリソースに置き換えられる場合があります。リソースの更新
動作の詳細については、スタックのリソースの更新動作 (p. 137)を参照してください。

AWS CloudFormation スタックを更新するには (コンソール)
1.
2.
3.

AWS CloudFormation コンソールに表示されるスタックのリストから、更新対象となる実行中のス
タックを選択します。
スタックの詳細ペインで、[更新] を選択します。
スタックテンプレートを変更していない場合は、[Use current template] (現在のテンプレートの使用)
を選択し、[Next] (次へ) を選択します。
テンプレートを変更した場合は、[Replace current template (現在のテンプレートを置換)] を選択し、
[Specify template (テンプレートの指定)] セクションで更新されたテンプレートの場所を指定します。
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• ローカルコンピュータに保存されているテンプレートの場合は、[テンプレートファイルをアップ
ロード] を選択します。[Choose file] (ファイルの選択) を選択してファイルの場所に移動し、ファイ
ルを選択して、[Next] (次へ) を選択します。

Note
ローカルテンプレートファイルをアップロードすると、AWS CloudFormation によって
AWS アカウントの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロー
ドされます。AWS CloudFormation によって作成された S3 バケットがない場合は、テ
ンプレートファイルをアップロードしたリージョンごとに一意のバケットが作成されま
す。AWS アカウントに、AWS CloudFormation によって作成された S3 バケットが既にあ
る場合、AWS CloudFormation によってそのバケットにテンプレートが追加されます。
AWS CloudFormation によって作成された S3 バケットについて覚えておくべき考慮事項
• AWS アカウントの Amazon S3 アクセス権限があれば誰でもこのバケットにアクセスで
きます。
• AWS CloudFormation は、デフォルトで有効になっているサーバー側の暗号化を使用し
てバケットを作成し、バケットに保存されているすべてのオブジェクトを暗号化しま
す。
AWS CloudFormation が作成したバケットの暗号化オプションを直接管理できます。例
えば、https://console.aws.amazon.com/s3/ の Amazon S3 コンソール、または AWS CLI
を使用します。詳細については、『Amazon Simple Storage Service 開発者ガイド』の
「S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」を参照してください。
• 手動でテンプレートを Amazon S3 にアップロードすることで、独自のバケットを使用
してアクセス権限を管理できます。スタックを作成または更新する場合は、テンプレー
トファイルの Amazon S3 の URL を指定します。
• Amazon S3 バケットに保存されているテンプレートの場合は、[Amazon S3 URL] を選択します。
テンプレートの URL を入力するか貼り付けて、[次へ] を選択します。
バージョニングが有効なバケットにテンプレートがある場合、https://s3.amazonaws.com/
templates/myTemplate.template?versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW
のようにテンプレートの特定バージョンを指定することもできます。詳細については、『Amazon
Simple Storage Service コンソールユーザーガイド』の「バージョニングが有効なバケット内のオ
ブジェクトを管理する」を参照してください。
4.

テンプレートにパラメータが含まれている場合、[Specify stack details] (スタックの詳細を指定) ペー
ジで、パラメータ値を入力または変更し、[Next] (次へ) を選択します。
AWS CloudFormation により、各パラメータには、NoEcho 属性で宣言されたパラメータを除いて、
スタックに現在設定されている値が入力されますが、[Use existing value] (既存の値の使用) をオンに
することで、現在の値をそのまま使用することもできます。
動的なパラメータを使用してシークレットを管理する方法の詳細に加えて、NoEcho を使用して機密
情報をマスクする方法については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティ
スをご参照ください。
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5.

[Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページで、スタックに適用されるタグとアク
セス権限を更新したり、スタックポリシー、ロールバック設定などの高度なオプションを変更した
り、Amazon SNS 通知トピックを更新したりすることができます。
これらのパラメータの詳細については、「AWS CloudFormation スタックオプションの設
定 (p. 112)」を参照してください。
[次へ] をクリックします。

6.

送信したスタック情報と変更を確認します。
パラメータ値やテンプレートの URL が適切かなど、正しい情報を送信したことを確認します。テ
ンプレートに IAM リソースが含まれる場合は、[I acknowledge that this template may create IAM
resources (このテンプレートが IAM リソースを作成する可能性を認識しています)] を選択して、テン
プレート内の IAM リソースを使用することを指定します。テンプレート内の IAM リソースの使用の
詳細については、「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照し
てください。
[Change set preview (変更セットのプレビュー)] セクションで、必要な変更がすべて AWS
CloudFormation により加えられることを確認します。たとえば、追加、削除、または変更しようとし
ているリソースが AWS CloudFormation によって追加、削除、変更されることを確認することができ
ます。AWS CloudFormation は、スタックの変更セットを作成することによりこのプレビューを生成
します。詳細については、「変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)」を参照してください。

7.

変更内容が適切であることを確認できたら、[Update stack] (スタックの更新) を選択します。

Note
この時点で、変更セットを表示するオプションを使用すると、提案された更新をより徹底
的に確認することもできます。これを行うには、[Update stack] (スタックの更新) ではなく
[View change set] (変更セットを表示) を選択します。CloudFormation により、更新に基づ
いて生成された変更セットが表示されます。スタックの更新を実行する準備ができたら、
[Execute] (実行) を選択します。
CloudFormation によりスタックの詳細ページが表示され、[イベント] ペインが選択された状
態になっています。スタックの状況が UPDATE_IN_PROGRESS になっていることを確認
できます。CloudFormation によるスタックの更新が正常に完了したら、スタックの状況が
UPDATE_COMPLETE に設定されます。
スタックの更新が失敗した場合、CloudFormation によって変更が自動的にロールバックされ、スタッ
クの状況が UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE に設定されます。

Note
更新が [UPDATE_IN_PROGRESS] 状態のときはキャンセルできます。詳細については、
「スタック更新のキャンセル (p. 167)」を参照してください。

AWS CloudFormation スタックを更新するには (AWS CLI)
•

aws cloudformation update-stack コマンドを使用して、スタックを直接更新します。更新す
るスタック、パラメータ値、機能を指定し、更新されたテンプレートを使用する場合はテンプレート
の名前も指定します。
次の例は、mystack スタックのテンプレートと入力パラメータを更新します。
PROMPT> aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --template-url https://
s3.amazonaws.com/sample/updated.template
--parameters ParameterKey=VPCID,ParameterValue=SampleVPCID
ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,SampleSubnetID2
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次の例は、SubnetIDs スタックの mystack パラメータ値のみを更新します。
PROMPT> aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --use-previous-template
--parameters ParameterKey=VPCID,UsePreviousValue=true
ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,UpdatedSampleSubnetID2

次の例は、2 つのスタック通知トピックを mystack スタックに追加します。
PROMPT> aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --use-previous-template
--notification-arns "arn:aws:sns:us-east-1:12345678912:mytopic" "arn:aws:sns:useast-1:12345678912:mytopic2"

次の例は、mystack スタックからすべてのスタック通知トピックを削除します。
PROMPT> aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --use-previous-template
--notification-arns []

スタック更新の進行状況の監視
スタックのイベントを表示して、スタック更新の進行状況を監視できます。コンソールの [イベント] タブ
には、スタックの作成と更新の主要な各ステップが、最新のイベントが最上位に来るように時間順に表示
されます。

スタックの正常な更新中に生成されたイベント
スタックの更新プロセスの開始は、スタックの UPDATE_IN_PROGRESS イベントでマークされます。
2011-09-30 09:35 PDT AWS::CloudFormation::Stack MyStack UPDATE_IN_PROGRESS

次のイベントは、更新されたテンプレートで変更された各リソースの更新の開始と完了をマークするイベ
ントです。たとえば、MyDB という名前の AWS::RDS::DBInstance リソースの更新は、次のようなエント
リになります。
2011-09-30 09:35 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_COMPLETE
2011-09-30 09:35 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_IN_PROGRESS

AWS CloudFormation がリソースの更新を開始したことがレポートされると、UPDATE_IN_PROGRESS
イベントが記録されます。リソースが正常に作成されると、UPDATE_COMPLETE イベントが記録されま
す。
AWS CloudFormation が正常にスタックを更新すると、次のイベントが表示されます。
2011-09-30 09:35 PDT AWS::CloudFormation::Stack MyStack UPDATE_COMPLETE

Important
スタックの更新オペレーション中に、CloudFormation が既存のリソースを置き換える必
要がある場合、最初に新しいリソースを作成し、次に古いリソースを削除します。ただ
し、CloudFormation が古いリソースを削除できない場合があります (例えば、ユーザーが特定の
タイプのリソースを削除するためのアクセス権限を持っていない場合)。
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CloudFormation は、古いリソースの削除を 3 回試みます。CloudFormation が古いリソースを削
除できない場合、古いリソースをスタックから削除し、スタックの更新を続行します。スタッ
クの更新が完了すると、CloudFormation は UPDATE_COMPLETE スタックイベントを発行しま
すが、1 つ以上のリソースを削除できなかったことを示す StatusReason が含まれます。ま
た、CloudFormation は、CloudFormation がリソースの削除に失敗した理由の詳細を提供する、
対応する StatusReason を含め、特定のリソースについての DELETE_FAILED イベントを発行
します。
古いリソースはまだ存在し、引き続き課金されますが、CloudFormation からはアクセスできなく
なります。古いリソースを削除するには、基盤となるサービスのコンソールまたは API を使用し
て、古いリソースに直接アクセスします。
これは、スタックテンプレートから削除したリソースにも当てはまります。そのため、スタック
の更新中にスタックから削除されます。

リソース更新が失敗したときに生成されるイベント
リソースの更新が失敗した場合、AWS CloudFormation は失敗の理由を含む UPDATE_FAILED イベント
をレポートします。例えば、AWS::RDS::DBInstance リソースの AllocatedStorage サイズの減少など、リ
ソースでサポートされていないプロパティ変更を更新テンプレートで指定した場合、次のようなイベント
が表示されます。

2011-09-30 09:36 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_FAILED Size cannot be less than
current size; requested: 5; current: 10
2011-09-30 09:35 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_IN_PROGRESS

リソースの更新が失敗した場合、AWS CloudFormation はアップグレード中に更新されたすべてのリソー
スを更新前の設定にロールバックします。更新のロールバック中に表示されるイベントの例を次に示しま
す。

2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
following

09:38 PDT AWS::CloudFormation::Stack MyStack UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
09:38 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_COMPLETE
09:37 PDT AWS::RDS::DBInstance MyDB UPDATE_IN_PROGRESS
09:37 PDT AWS::CloudFormation::Stack MyStack UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS The
resource(s) failed to update: [MyDB]

コンソールを使用してスタックイベントを表示するには
1.

AWS CloudFormation コンソールで、更新したスタックを選択し、[Events] (イベント) タブを選択し
てスタックイベントを表示します。

2.

最新のイベントでイベントのリストを更新するには、AWS CloudFormation コンソールの [Refresh]
(更新) ボタンを選択します。

コマンドラインを使用してスタックイベントを表示するには
•

コマンド aws cloudformation describe-stack-events を使用して、スタックのイベントを表
示します。

スタック更新のキャンセル
スタックの更新が開始された後、スタックが UPDATE_IN_PROGRESS 状態である間はスタックの更新を
キャンセルできます。更新が完了した後にキャンセルすることはできません。ただし、以前の設定を使用
してスタックを再度更新することはできます。
API バージョン 2010-05-15
167

AWS CloudFormation ユーザーガイド
スタックのリソースが更新されないようにする

スタックの更新をキャンセルした場合、更新を開始する前に存在していたスタック設定まで、スタックが
ロールバックされます。
トピック
• コンソールを使用してスタックの更新をキャンセルするには (p. 168)
• コマンドラインを使用してスタックの更新をキャンセルするには (p. 168)

コンソールを使用してスタックの更新をキャンセルするには
1.

AWS CloudFormation コンソールに表示されるスタックのリストから、現在更新中のスタックを選択
します。その状況は UPDATE_IN_PROGRESS である必要があります。

2.

[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、[スタックの更新をキャンセル] を選択します。

3.

更新のキャンセルを続行するには、[Cancel update] (更新のキャンセル) を選択します。それ以外の場
合は、[Cancel] (キャンセル) を選択して更新を再開します。

スタックの状態が [UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS] になります。更新のキャンセルが完了する
と、スタックは [UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE] に設定されます。

コマンドラインを使用してスタックの更新をキャンセルするには
•

コマンド aws cloudformation cancel-update-stack を使用して、更新をキャンセルします。

スタックのリソースが更新されないようにする
スタックを作成するとき、すべてのリソースですべての更新アクションが許可されます。デフォルトで
は、スタック更新アクセス権限を持つユーザーであれば誰でもスタック内のすべてのリソースを更新でき
ます。更新処理中、リソースの中断や完全な置き換えが必要になった場合は、新しい物理 ID やまったく
新しいストレージが使用される結果になります。スタックポリシーを使用すると、スタックの更新中にス
タックのリソース (p. 756)が意図せずに更新または削除されるのを防止できます。スタックポリシーは、
指定したリソースに対して実行できる更新アクションを定義する JSON ドキュメントです。
スタックポリシーを設定すると、デフォルトでスタック内のすべてのリソースが保護されます。特定のリ
ソースでの更新を許可するには、スタックポリシーでこれらのリソースに対して Allow ステートメントを
明示的に指定します。1 つのスタックに定義できるスタックポリシーは 1 つのみですが、1 つのポリシー
内で複数のリソースを保護することができます。スタックポリシーは、スタックを更新しようとするすべ
ての AWS CloudFormation ユーザーに適用されます。異なるスタックポリシーを異なるユーザーに関連付
けることはできません。
スタックポリシーは、スタックの更新時のみ適用されます。AWS Identity and Access Management (IAM)
ポリシーのようなアクセスコントロールは提供しません。特定のスタックリソースを誤って更新しないよ
うに、スタックポリシーはフェイルセーフメカニズムとしてのみ使用してください。AWS リソースまたは
アクションへのアクセスを制御するには、IAM を使用します。
トピック
• スタックポリシーの例 (p. 169)
• スタックポリシーの定義 (p. 169)
• スタックポリシーの設定 (p. 172)
• 保護されたリソースの更新 (p. 173)
• スタックポリシーの変更 (p. 175)
• スタックポリシーのその他の例 (p. 175)
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スタックポリシーの例
次のスタックポリシーの例は、ProductionDatabase リソースの更新が禁止されます。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
},
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "LogicalResourceId/ProductionDatabase"
}
]

スタックポリシーを設定すると、デフォルトですべてのリソースが保護されます。すべてのリソースの更
新を許可するには、すべてのリソースですべてのアクションを許可する Allow ステートメントを追加しま
す。Allow ステートメントではすべてのリソースが指定されますが、ProductionDatabase 論理 ID を
持つリソースに関しては明示的な Deny ステートメントが優先されます。この Deny ステートメントによ
り、置き換えや削除など、すべての更新アクションが ProductionDatabase リソースで禁止されます。
Principal 要素が必要ですが、ワイルドカード (*) のみサポートされています。つまり、ステートメント
はすべてのプリンシパルに適用されます。

Note
スタックの更新時に、更新された他のリソースに依存するリソースは AWS CloudFormation によ
り自動的に更新されます。たとえば、AWS CloudFormation が更新されたリソースを参照するリ
ソースを更新するとします。AWS CloudFormation は自動更新されたリソースに物理的な変更 (リ
ソースの ID など) は一切加えませんが、これらのリソースにスタックポリシーが関連付けられて
いる場合は、リソースを更新するためのアクセス許可が必要です。

スタックポリシーの定義
スタックを作成するとき、スタックポリシーは設定されないため、すべてのリソースですべての更新ア
クションが許可されます。スタックリソースを更新アクションから保護するには、スタックポリシーを
定義し、そのポリシーをスタックに設定します。スタックポリシーは、AWS CloudFormation ユーザーが
実行できる AWS CloudFormation スタック更新アクションとアクションが適用されるリソースを定義す
る JSON ドキュメントです。スタックポリシーを含むテキストファイルを指定するか、入力することによ
り、スタックの作成時にスタックポリシーを設定します。スタックにスタックポリシーを設定した場合、
明示的に許可されていないすべての更新がデフォルトで拒否されます。
スタックポリシーは、Effect、Action、Principal、Resource、Condition の 5 つの要素によって
定義します。スタックポリシーの構文を次の擬似コードに示します。
{

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny_or_Allow",
"Action" : "update_actions",
"Principal" : "*",
"Resource" : "LogicalResourceId/resource_logical_ID",
"Condition" : {
"StringEquals_or_StringLike" : {
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}

]

}

}

}

"ResourceType" : [resource_type, ...]

Effect
指定されたリソースでの指定されたアクションを拒否するかまたは許可するかを決定します。Deny
または Allow のみ指定できます ( など)。
"Effect" : "Deny"

Important
スタックポリシーに重複ステートメントが含まれる場合 (リソースでの更新を許可するステー
トメントと拒否するステートメントの両方)、常に Deny ステートメントが Allow ステート
メントより優先されます。リソースが必ず保護されるようにするには、そのリソースに対し
て Deny ステートメントを使用します。
Action
拒否または許可する更新アクションを指定します。
Update:Modify
変更の適用中にリソースで中断が発生しない更新アクションまたはなんらかの中断が発生する更
新アクションを指定します。すべてのリソースで物理 ID が保持されます。
Update:Replace
リソースが再作成される更新アクションを指定します。AWS CloudFormation は、指定された更
新が適用された新しいリソースを作成した後、古いリソースを削除します。リソースが再作成さ
れるため、新しいリソースの物理 ID が変更される場合があります。
Update:Delete
リソースが削除される更新アクションを指定します。スタックテンプレートから完全にリソース
を削除する更新の場合は、このアクションを使用する必要があります。
更新:*
すべての更新アクションを指定します。アスタリスクは、すべての更新アクションを表すワイル
ドカードです。
次の例では、replace アクションと delete アクションのみを指定しています。
"Action" : ["Update:Replace", "Update:Delete"]

1 つのアクションを除くすべての更新アクションを許可するには、NotAction を使用します。た
とえば、Update:Delete を除くすべての更新アクションを許可するには、次の例に示すように
NotAction を使用します。
{

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"NotAction" : "Update:Delete",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]
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}

スタックの更新の詳細については、「AWS CloudFormation スタックの更新 (p. 136)」を参照してく
ださい。
プリンシパル
Principal 要素は、ポリシーを適用するエンティティを指定します。この要素は必須ですが、ワイ
ルドカード (*) のみサポートされています。つまり、ポリシーはすべてのプリンシパルに適用されま
す。
リソース
ポリシーを適用するリソースの論理 ID を指定します。リソースのタイプ (p. 756)を指定するに
は、Condition 要素を使用します。
1 つのリソースを指定するには、論理 ID を使用します。以下に例を示します。
"Resource" : ["LogicalResourceId/myEC2instance"]

論理 ID には、ワイルドカードを使用できます。たとえば、すべての関連リソースに共通の論理 ID プ
レフィックスを使用している場合、ワイルドカードを使用してすべてのリソースを指定できます。
"Resource" : ["LogicalResourceId/CriticalResource*"]

これらのリソースに対して Not 要素を使用することもできます。たとえば、1 つを除くすべてのリ
ソースに対する更新を許可するには、NotResource 要素を使用してそのリソースを保護します。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"NotResource" : "LogicalResourceId/ProductionDatabase"
}
]

スタックポリシーを設定した場合、明示的に許可されていないすべての更新が拒否されま
す。ProductionDatabase リソース以外のリソースに対する更新をすべて許可すること
で、ProductionDatabase リソースに対する更新を拒否します。
条件
ポリシーを適用するリソースタイプ (p. 756)を指定します。論理 ID を指定するには、Resource 要
素を使用します。
次の例に示すように、EC2 インスタンスや RDS DB インスタンスのようなリソースタイプを指定でき
ます。
{

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Principal" : "*",
"Action" : "Update:*",
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"ResourceType" : ["AWS::EC2::Instance", "AWS::RDS::DBInstance"]
}
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}

},
{

}

}
]

"Effect" : "Allow",
"Principal" : "*",
"Action" : "Update:*",
"Resource" : "*"

Allow ステートメントはすべてのリソースに更新アクセス権限を付与し、Deny ステートメントは
EC2 および RDS DB インスタンスに対する更新を拒否します。Deny ステートメントは、すべてのア
クションを常にオーバーライドします。
リソースタイプでワイルドカードを使用できます。たとえば、次の例に示すように、ワイルドカード
を使用して、すべての Amazon EC2 リソース (— インスタンス、セキュリティグループ、サブネット
— など) に対する更新アクセス許可を拒否できます。
"Condition" : {
"StringLike" : {
"ResourceType" : ["AWS::EC2::*"]
}
}

ワイルドカードを使用する場合は、StringLike 条件を使用する必要があります。

スタックポリシーの設定
スタックを作成する際にスタックのポリシーを適用するには、コンソールまたは AWS CLI を使用しま
す。AWS CLI を使用して、既存のスタックにスタックポリシーを適用することもできます。スタックのポ
リシーを適用すると、スタックからそれを削除することはできません。ただし、AWS CLI を使用して変更
することはできます。
スタックポリシーは、スタックを更新しようとするすべての AWS CloudFormation ユーザーに適用されま
す。異なるスタックポリシーを異なるユーザーに関連付けることはできません。
ポリシーの記述方法については、「スタックポリシーの定義 (p. 169)」を参照してください。

スタックの作成時にスタックポリシーを設定するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.
3.

[CloudFormation Stacks] ページで、[スタックの作成] を選択します。
[スタックの作成] ウィザードの [Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページで、[詳細
設定] セクションを展開し、[スタックのポリシー] を選択します。
次のようにスタックポリシーを指定します。

4.

• コンソールにポリシーを直接作成するには、[Enter stack policy (スタックポリシーの入力)] を選択
し、テキストフィールドにスタックポリシーを直接入力します。
• 別のファイルで定義されたポリシーを使用するには、[ファイルのアップロード] を選択し、[ファイ
ルの選択] を選択して、スタックポリシーを含むファイルを選択します。

スタック（AWS CLI）の作成時にスタックポリシーを設定するには
•

aws cloudformation create-stack コマンドを使用する際、--stack-policy-body オプショ
ンを使用して変更されたポリシーを入力するか、--stack-policy-url オプションを使用してポリ
シーを含むファイルを指定します。
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既存のスタックにスタックポリシーを設定するには（AWS CLI のみ）
•

aws cloudformation set-stack-policy コマンドを使用する際、--stack-policy-body オ
プションを使用して変更されたポリシーを入力するか、--stack-policy-url オプションを使用し
てポリシーを含むファイルを指定します。

Note
既存のスタックにポリシーを追加するには、AWS CloudFormation SetStackPolicy アク
ションに対するアクセス権限が必要です。

保護されたリソースの更新
保護されたリソースを更新するには、スタックポリシーをオーバーライドする一時ポリシーを作成し、
それらのリソースでの更新を許可します。スタックを更新するときにオーバーライドポリシーを指定しま
す。オーバーライドポリシーによって、スタックポリシーが永続的に変更されるわけではありません。
保護されたリソースを更新するには、AWS CloudFormation の SetStackPolicy アクションに対する
アクセス権限が必要です。AWS CloudFormation のアクセス権限の設定については、「AWS Identity and
Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照してください。

Note
スタックの更新時に、更新された他のリソースに依存するリソースは AWS CloudFormation によ
り自動的に更新されます。たとえば、AWS CloudFormation が更新されたリソースを参照するリ
ソースを更新するとします。AWS CloudFormation は自動更新されたリソースに物理的な変更 (リ
ソースの ID など) は一切加えませんが、これらのリソースにスタックポリシーが関連付けられて
いる場合は、リソースを更新するためのアクセス許可が必要です。

保護されたリソースを更新するには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

更新するスタックを選択し、[Stack actions (スタックアクション)]、[スタックの更新] の順に選択しま
す。

3.

スタックテンプレートを変更していない場合は、[現在のテンプレートの使用] を選択し、[次へ] をク
リックします。テンプレートを変更した場合は、[Replace current template (現在のテンプレートを置
換)] を選択し、[Specify template (テンプレートの指定)] セクションで更新されたテンプレートの場所
を指定します。
• ローカルコンピュータに保存されているテンプレートの場合は、[テンプレートファイルをアップ
ロード] を選択します。[ファイルの選択] を選択してファイルの場所に移動し、ファイルを選択し
て、[次へ] をクリックします。
• Amazon S3 バケットに保存されているテンプレートの場合は、[Amazon S3 URL] を選択します。
テンプレートの URL を入力するか貼り付けて、[次へ] をクリックします。
バージョニングが有効なバケットにテンプレートがある場合、https://s3.amazonaws.com/
templates/myTemplate.template?versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW
のようにテンプレートの特定バージョンを指定することもできます。詳細については、『Amazon
Simple Storage Service コンソールユーザーガイド』の「バージョニングが有効なバケット内のオ
ブジェクトを管理する」を参照してください。

4.

テンプレートにパラメータが含まれている場合、[Specify stack details (スタックの詳細を指定)] ペー
ジで、パラメータ値を入力または変更し、[次へ] を選択します。
AWS CloudFormation により、スタックで現在設定されている値が各パラメータに入力されます。た
だし、NoEcho 属性を使用して宣言されたパラメータを除きます。[既存の値の使用] を選択すること
で、それらのパラメータに現在の値を使用できます。
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NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法、また動的なパラメータを使用してシークレットを管
理する方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」ベストプラクティスを参
照してください。
5.

オーバーライドスタックポリシーを指定します。
a.

[Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページの [詳細オプション] セクションで、
[スタックのポリシー] を選択します。

b.

[ファイルのアップロード] を選択します。

c.

[ファイルの選択] をクリックし、オーバーライドする側のスタックポリシーを含むファイルに移
動するか、ポリシーを入力します。

d.

[次へ] を選択します。

オーバーライドポリシーでは、更新する保護されたリソースを対象として Allow ステートメントを指
定する必要があります。たとえば、すべての保護されたリソースを更新するには、すべての更新を許
可する一時オーバーライドポリシーを指定します。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

Note
AWS CloudFormation は、この更新時のみオーバーライドポリシーを適用します。オーバー
ライドポリシーによって、スタックポリシーが永続的に変更されるわけではありません。ス
タックのポリシーを変更するには、「スタックポリシーの変更 (p. 175)」を参照してくだ
さい。
6.

送信したスタック情報と変更を確認します。
パラメータ値やテンプレートの URL が適切かなど、正しい情報を送信したことを確認します。テ
ンプレートに IAM リソースが含まれる場合は、[I acknowledge that this template may create IAM
resources (このテンプレートが IAM リソースを作成する可能性を認識しています)] を選択して、テン
プレート内の IAM リソースを使用することを指定します。テンプレート内の IAM リソースの使用の
詳細については、「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照し
てください。
[変更のプレビュー] セクションで、必要な変更がすべて AWS CloudFormation により加えられ
ることを確認します。たとえば、追加、削除、または変更しようとしているリソースが AWS
CloudFormation によって追加、削除、変更されることを確認します。AWS CloudFormation は、ス
タックの変更セットを作成することによりこのプレビューを生成します。詳細については、「変更
セットを使用したスタックの更新 (p. 140)」を参照してください。

7.

変更内容が適切であることを確認できたら、[更新] をクリックします。

Note
この時点で、変更セットを表示するオプションを使用すると、提案された更新をより徹底的
に確認することもできます。これを行うには、[更新] ではなく [View change set (変更セット
を表示)] をクリックします。CloudFormation により、更新に基づいて生成された変更セット
が表示されます。スタックの更新を実行する準備ができたら、[実行] をクリックします。
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CloudFormation により、スタックの [Stack details (スタックの詳細)] ページが表示されます。スタッ
クの状況が UPDATE_IN_PROGRESS になっていることを確認できます。CloudFormation によるス
タックの更新が正常に完了したら、スタックの状況が UPDATE_COMPLETE に設定されます。
スタックの更新が失敗した場合、CloudFormation によって変更が自動的にロールバックされ、スタッ
クの状況が UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE に設定されます。

保護されたリソース(AWS CLI)を更新するには
•

aws cloudformation update-stack コマンドを使用する際、--stack-policy-duringupdate-body オプションを使用して変更されたポリシーを入力するか、--stack-policyduring-update-url オプションを使用してポリシーを含むファイルを指定します。

Note
AWS CloudFormation は、この更新時のみオーバーライドポリシーを適用します。オーバー
ライドポリシーによって、スタックポリシーが永続的に変更されるわけではありません。ス
タックのポリシーを変更するには、「スタックポリシーの変更 (p. 175)」を参照してくだ
さい。

スタックポリシーの変更
追加のリソースを保護するか、リソースから保護を削除するには、スタックポリシーを変更します。たと
えば、保護するデータベースをスタックに追加するときは、そのデータベースの Deny ステートメントを
スタックポリシーに追加します。ポリシーを変更するには、SetStackPolicy アクションを使用するア
クセス権限が必要です。
AWS CLI を使用して、スタックポリシーを変更します。

スタックポリシー（AWS CLI）を変更するには
•

aws cloudformation set-stack-policy コマンドを使用する際、--stack-policy-body オ
プションを使用して変更されたポリシーを入力するか、--stack-policy-url オプションを使用し
てポリシーを含むファイルを指定します。

スタックポリシーは削除できません。すべてのリソースからすべて保護を削除するには、すべてのリソー
スに対するすべてのアクションを明示的に許可するようにポリシーを変更します。次のポリシーは、すべ
てのリソースですべての更新を許可します。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

スタックポリシーのその他の例
次のポリシー例では、すべてのスタックリソースの更新を禁止する方法、特定のリソースの更新を禁止す
る方法、特定のタイプの更新を禁止する方法を示します。
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すべてのスタックリソースの更新を禁止する
すべてのスタックリソースの更新を禁止するため、次のポリシーでは、すべてのリソースのすべての更新
アクションに対して Deny ステートメントを指定しています。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

1 つのリソースの更新を禁止する
次のポリシーでは、MyDatabase という論理 ID を持つデータベースについて、すべての更新アクショ
ンを拒否します。また、Allow ステートメントにより、他のすべてのスタックリソースにおいてすべて
の更新アクションを許可します。Deny ステートメントは常に許可アクションをオーバーライドするた
め、Allow ステートメントは MyDatabase リソースには適用されません。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "LogicalResourceId/MyDatabase"
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

デフォルト拒否を使用することで、前の例と同じ結果が得られます。スタックポリシーを設定した場合、
明示的に許可されていないすべての更新が AWS CloudFormation により拒否されます。次のポリシーで
は、デフォルトで拒否されている ProductionDatabase リソースを除くすべてのリソースの更新が許可
されます。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"NotResource" : "LogicalResourceId/ProductionDatabase"
}
]

Important
デフォルト拒否の使用にはリスクがあります。ポリシーの他の場所で Allow ステートメントを使
用している場合 (ワイルドカードを使用する Allow ステートメントなど)、知らないうちに意図し
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ないリソースに更新アクセス権限を付与する可能性があります。ただし、明示的な拒否はすべて
の許可アクションをオーバーライドするため、Deny ステートメントを使用することでリソースが
保護されることを保証できます。

特定のリソースタイプについてすべてのインスタンスの更新を禁止する
次のポリシーは、RDS DB インスタンスリソースタイプについて、すべての更新アクションを拒否しま
す。また、Allow ステートメントにより、他のすべてのスタックリソースにおいてすべての更新アクショ
ンを許可します。Allow ステートメントは常に許可アクションをオーバーライドするため、Deny ステー
トメントは RDS DB インスタンスリソースには適用されません。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"ResourceType" : ["AWS::RDS::DBInstance"]
}
}
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

特定のインスタンスについて置き換え更新を防止する
次のポリシーは、MyInstance という論理 ID を持つインスタンスの置き換えが発生する更新を拒否しま
す。また、Allow ステートメントにより、他のすべてのスタックリソースにおいてすべての更新アクショ
ンを許可します。Deny ステートメントは常に許可アクションをオーバーライドするため、Allow ステー
トメントは MyInstance リソースには適用されません。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:Replace",
"Principal": "*",
"Resource" : "LogicalResourceId/MyInstance"
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

ネストされたスタックの更新を禁止する
次のポリシーは、AWS CloudFormation スタックリソースタイプ (ネストされたスタック) におけるすべて
の更新アクションを拒否します。また、Allow ステートメントにより、他のすべてのスタックリソースに
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おいてすべての更新アクションを許可します。Deny ステートメントは常に許可アクションをオーバーラ
イドするため、Allow ステートメントは AWS CloudFormation リソースには適用されません。
{

}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Deny",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"ResourceType" : ["AWS::CloudFormation::Stack"]
}
}
},
{
"Effect" : "Allow",
"Action" : "Update:*",
"Principal": "*",
"Resource" : "*"
}
]

更新のロールバックを続ける
UPDATE_ROLLBACK_FAILED が更新時にすべての変更をロールバックできない場合、スタックは AWS
CloudFormation 状態になります。例えば、CloudFormation の外部で削除された古いデータベースのイン
スタンスにロールバックを開始するスタックがある場合などです。CloudFormation にはデータベースが削
除されたことがわからないため、データベースインスタンスがまだ存在する前提でそれにロールバックし
ようとし、更新のロールバックが失敗します。
スタックが UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態の場合、動作状態 (UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE) まで
ロールバックを続けることができます。UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態のスタックを更新することはで
きません。ただし、ロールバックを続けることができる場合、スタックを元の設定に戻し、その後再度更
新を試みることができます。
ほとんどの場合、スタックのロールバックを続けるには、更新のロールバックが失敗する原因となるエ
ラーを修正する必要があります。それ以外の場合(たとえば、スタック操作のタイムアウト)では、変更を
加えずに更新のロールバックを続けることができます。

Note
ネストされたスタックを使用する場合には、親スタックをロールバックすると、すべての子ス
タックも同じような転送を試みます。

更新のロールバックを続けるには (コンソール)
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

更新するスタックを選択し、[Stack actions (スタックアクション)]、[更新のロールバックの続行] の順
に選択します。
トラブルシューティングガイドの解決策でも解決できなかった場合は、高度なオプションを使
用して、CloudFormation が正常にロールバックできないリソースをスキップできます。スキッ
プするリソースの論理 ID を検索 (p. 116)して入力する必要があります。更新の転送中ではな
く、UpdateRollback 中に UPDATE_FAILED 状態になったリソースのみを指定します。
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Warning
CloudFormation は指定されたリソースのステータスを UPDATE_COMPLETE に設定し、引き
続きスタックをロールバックします。ロールバックが完了したら、スキップされたリソース
のステータスはスタックテンプレートのリソースのステータスと一致しません。別のスタッ
クの更新を実行する前に、スタックまたはリソースを更新して、整合性を取る必要がありま
す。そうしないと、以降のスタックの更新が失敗して、スタックが回復不可能になる可能性
があります。
スタックを正常にロールバックするために必要なリソースの最小数を指定します。たとえば、あるリ
ソース更新が失敗したために、それに依存するリソースが失敗することがあります。この場合、依存
リソースをスキップする必要はない可能性があります。
ネストされたスタックの一部であるリソースをスキップするには、次の形式を使用します:
NestedStackName.ResourceLogicalID。ResourcesToSkip リストでスタックリソース
(Type: AWS::CloudFormation::Stack) の論理 ID を指定する場合、対応する組み込みスタック
は以下のいずれかの状態である必要があります: DELETE_IN_PROGRESS、DELETE_COMPLETE、また
は DELETE_FAILED。

更新のロールバックを続けるには (AWS CLI)
•

ロールバックを続けるスタックの ID を指定するために、aws cloudformation continueupdate-rollback コマンドで stack-name オプションを使用します。

ResourcesToSkip を使用してネストされたスタックの階層を
復元する
次の図に示しているのは、UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態のネストされたスタック階層です。この例
では、WebInfra ルートスタックには 2 つのネストされたスタック: WebInfra-Compute と WebInfraStorage があり、そこにはネストされたスタックが 1 つ以上含まれています。
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Note
この例でスタック名は単純にするために切り捨てられています。子スタック名は通常
CloudFormation によって生成され、一意のランダムな文字列を含んでいるため、実際の名前は
ユーザーフレンドリーではない可能性があります。
continue-update-rollback を使用してルートスタックを操作可能な状態にするには、resourcesto-skip パラメータを使用して、ロールバックに失敗したリソースをスキップする必要があります。この
例では、resources-to-skip には以下の項目が含まれます。
1. myCustom
2. WebInfra-Compute-Asg.myAsg
3. WebInfra-Compute-LB.myLoadBalancer
4. WebInfra-Storage.DB
次の例は、完全な AWS CLI コマンドを示しています。
PROMPT> aws cloudformation continue-update-rollback --stack-name WebInfra --resourcesto-skip myCustom WebInfra-Compute-Asg.myAsg WebInfra-Compute-LB.myLoadBalancer WebInfraStorage.DB

NestedStackName.ResourceLogicalID 形式を使用してネストされたスタックからリソースを指定し
ましたが、myCustom などのルートスタックのリソースでは、論理 ID のみを指定しました。
ネストされたスタックのスタック名の検索
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スタック ID または Amazon リソースネーム (ARN) で、子スタックの名前を検索できます。次の例では、
スタック名は WebInfra-Storage-Z2VKC706XKXT です。
arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/WebInfra-StorageZ2VKC706XKXT/ea9e7f90-54f7-11e6-a032-028f3d2330bd
ネストされたスタックの論理 ID の検索
子スタックの論理 ID は、親のテンプレート定義で検索できます。この図では、WebInfra-Storage-DB
子スタックの LogicalId は、親 WebInfra-Storage の DB です。
CloudFormation コンソールでは、[Resources] (リソース) タブ、または [Events] (イベント) タブのスタッ
クリソースの [Logical ID] (論理 ID) 列で論理 ID を見つけることもできます。

スタックとリソースに対するアンマネージド型設定
変更の検出
CloudFormation を通じてリソースを管理している場合でも、ユーザーは CloudFormation の外部でそれら
のリソースを変更できます。ユーザーは、リソースを作成した基盤となるサービスを使用してリソースを
直接編集できます。例えば、Amazon EC2 コンソールを使用して、CloudFormation スタックの一部として
作成されたサーバーインスタンスを更新できます。一部の変更は偶発的になされますが、時間的制約のあ
る操作上のイベントに対応するために意図的になされる場合もあります。しかし、CloudFormation の外部
で行われた変更はスタックの更新または削除オペレーションを複雑にする可能性があります。ドリフト検
出を使用して、CloudFormation 管理外で設定変更がされたスタックリソースを識別できます。その後、ス
タックリソースがスタックテンプレート内の定義と再度同期するように是正措置を行うことができます。
たとえば、ドリフトされたリソースがテンプレート定義と一致するように直接更新します。ドリフトを解
決することにより、設定の一貫性と正常なスタック操作を確実にします。
トピック
• ドリフトとは (p. 181)
• ドリフト検出ステータスコード (p. 182)
• ドリフトを検出する際の考慮事項 (p. 184)
• CloudFormation スタック全体のドリフトを検出する (p. 185)
• 個々のスタックリソースのドリフトを検出 (p. 190)
• インポートオペレーションでドリフトを解決する (p. 192)

ドリフトとは
ドリフトの検出により、スタックの実際の設定が、意図した設定と異なっていたり、ドリフトしていない
か確認できます。CloudFormation を使用して、スタック全体、またはスタック内の個々のリソースのドリ
フトを検出します。リソースの実際のプロパティ値が予期されるプロパティ値と異なる場合、そのリソー
スはドリフトしたと見なされます。これには、プロパティまたはリソースが削除されたかどうかも含まれ
ます。スタックの 1 つ以上のリソースがドリフトした場合、スタックはドリフトしたと見なされます。
リソースがドリフトしたかどうかを判断するために、CloudFormation はスタックテンプレートとテンプ
レートパラメータとして指定された値で定義されているように、期待されるリソースプロパティ値を決定
します。CloudFormation は、それらの期待値を現在スタックに存在しているリソースプロパティの実際の
値と比較します。1 つ以上のリソースのプロパティが削除された場合、またはリソースの値が変更された
場合、リソースはドリフトしたと見なされます。
CloudFormation は、ドリフトしたスタック内の各リソースに関する詳細情報を生成します。
CloudFormation は、これらのドリフト検出をサポートしている AWS リソースのドリフトを検出します。
ドリフト検出をサポートしないリソースには、ドリフトステータス NOT_CHECKED が割り当てられま
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す。ドリフト検出をサポートする AWS リソースのリストについては、Resources that support import and
drift detection operations を参照してください。
さらに、CloudFormation は、プロビジョニング可能なプライベートリソースタイプ、つまりプロビジョニ
ングタイプが FULLY_MUTABLE または IMMUTABLE のいずれかであるドリフト検出をサポートします。プ
ライベートリソースタイプのリソースでドリフト検出を実行するには、アカウントに登録されたリソース
タイプのデフォルトバージョンがプロビジョニング可能である必要があります。リソースのプロビジョニ
ングタイプの詳細については、AWS CloudFormation API Referenceの「DescribeType」アクション、およ
び AWS CLI Command Referenceの「DescribeType」コマンドそれぞれの ProvisioningType パラメー
タを参照してください。プライベートリソースの詳細については、「CloudFormation レジストリを使用す
る」をご参照ください。
次のステータスでスタックのドリフト検出を実行できま
す。CREATE_COMPLETE、UPDATE_COMPLETE、UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE、および
UPDATE_ROLLBACK_FAILED。
スタックのドリフトを検出すると、CloudFormation はそのスタックに属するネストされたスタックのドリ
フトを検出しません。代わりに、ネストしたスタックに対して直接ドリフト検出オペレーションを開始で
きます。

Note
CloudFormation は、スタックテンプレートを通じて、またはテンプレートパラメータを指定する
ことによって、明示的に設定されたプロパティについてのみドリフトを判断します。これには、
リソースプロパティのデフォルト値は含まれません。ドリフトを決定する目的で CloudFormation
にリソースプロパティを追跡させるには、デフォルト値に設定している場合でも、プロパティ値
を明示的に設定します。

ドリフト検出ステータスコード
このセクションの表では、ドリフト検出で使用されるさまざまなステータスタイプについて説明していま
す。
• [Drift detection operation status (ドリフト検出オペレーションステータス)] は、ドリフト動作の現在の状
態を示します。
• ドリフトステータス
スタックセットの場合、スタックセットに属するスタックインスタンスのドリフトステータスに基づい
て、スタックセット全体のドリフトステータスについて説明します。
スタックインスタンスの場合、関連付けられたスタックのドリフトステータスに基づいて、スタックイ
ンスタンスのドリフトステータスについて説明します。
スタックの場合、これは、そのリソースのドリフトステータスに基づいて、スタック全体のドリフトス
テータスを表します。
• [リソースのドリフトステータス] は、個々のリソースのドリフトステータスを表します。
次の表は、CloudFormation がスタックドリフト検出オペレーションに割り当てるステータスコードの一覧
です。
ドリフト検知オペレーションス
テータス

説明

DETECTION_COMPLETE

スタックドリフト検出オペレーションは、ドリフト検出をサポー
トするスタック内のすべてのリソースに対して正常に完了しまし
た。
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ドリフト検知オペレーションス
テータス

説明

DETECTION_FAILED

スタックドリフト検出オペレーションは、スタック内の少なくと
も 1 つのリソースに対して失敗しました。CloudFormation がドリ
フト検出を正常に完了したリソースで、結果が利用可能になりま
す。

DETECTION_IN_PROGRESS

スタックドリフト検出オペレーションは現在進行中です。

次の表は、CloudFormation がスタックに割り当てるドリフトステータスコードの一覧です。
ドリフトステータス

説明

DRIFTED

スタックの場合: スタックは、意図したテンプレート設定とは異な
るか、ドリフトしています。スタックの 1 つ以上のリソースがド
リフトした場合、スタックはドリフトしたと見なされます。
スタックインスタンスの場合: スタックインスタンスに関連付けら
れたスタックがドリフトした場合、スタックインスタンスはドリ
フトしたと見なされます。
スタックセットの場合: 1 つ以上のスタックインスタンスがドリフ
トした場合、スタックセットはドリフトしたと見なされます。

NOT_CHECKED

CloudFormation では、スタック、スタックセット、またはスタッ
クインスタンスが、予想されるテンプレート設定と異なるかどう
かをチェックしません。

IN_SYNC

サポートされている各リソースの現在の設定は、意図したテンプ
レート設定と一致します。ドリフト検出をサポートするリソース
を持たないスタック、スタックセット、またはスタックインスタ
ンスも IN_SYNC ステータスになります。

次の表は、CloudFormation がスタックリソースに割り当てるドリフトステータスコードの一覧です。
リソースのドリフトステータス

説明

DELETED

リソースが削除されたため、リソースは意図したテンプレート設
定と異なります。

MODIFIED

リソースは意図したテンプレート設定とは異なります。

NOT_CHECKED

CloudFormation は、リソースが意図したテンプレート設定と異な
るかどうかを確認していません。

IN_SYNC

リソースの現在の設定は、意図したテンプレート設定と一致しま
す。

次の表は、CloudFormation が意図したテンプレート設定とは異なるリソースプロパティに割り当てる差分
タイプのステータスコードを示しています。
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差分タイプのプロパティ

説明

ADD

配列またはリストのデータ型であるリソースプロパティに値が追
加されました。

REMOVE

プロパティは現在のリソース設定から削除されました。

NOT_EQUAL

現在のプロパティ値は、スタックテンプレートで定義されている
予測値とは異なります。

ドリフトを検出する際の考慮事項
スタックでドリフト検出を正常に実行するには、ユーザーは次のアクセス許可を持っている必要がありま
す。
• スタックに含まれるドリフト検出をサポートする各リソースに対する読み取り権限です。たとえば、ス
タックに AWS::EC2::Instance リソースが含まれている場合、スタックでドリフト検出を実行するに
は ec2:DescribeInstances アクセス許可が必要です。
• cloudformation:DetectStackDrift
• cloudformation:DetectStackResourceDrift
CloudFormation でアクセス権限を設定する方法の詳細については、「AWS Identity and Access
Management によるアクセスの制御 (p. 63)」をご参照ください。
特定のエッジケースでは、CloudFormation が正確なドリフト結果を返すことができない場合があります。
ドリフト検出結果を正しく解釈するために、これらのエッジケースに注意する必要があります。
• 場合によっては、プロパティ配列に含まれるオブジェクトが、実際にはリソースを担当する基盤となる
サービスからプロパティに提供されたデフォルト値であった場合に、ドリフトとして報告されます。
• 一部のリソースは、関連するリソースと添付の関係を持ちます。そのため、リソースは、同一のまたは
別のテンプレートで定義された別のリソースのプロパティ値を実際に添付または削除できます。たとえ
ば、AWS::EC2::SecurityGroupIngress および AWS::EC2::SecurityGroupEgress リソースを
使用して、AWS::EC2::SecurityGroup リソースから値を添付したり削除したりできます。このよう
な場合、CloudFormation はドリフト比較を実行する前にアタッチメントのスタックテンプレートを分
析します。ただし、CloudFormation はスタック間ではこの分析を実行できないため、接続されているリ
ソースが異なるスタックに存在する場合、正確なドリフト結果を返さない可能性があります。
ドリフト検出をサポートし、他のリソースからの添付ファイルを許可または要求するリソースには、次
のものがあります。
リソースタイプ

添付リソースの種類

AWS::SNS::Topic

AWS::SNS::Subscription

AWS::IAM::User

AWS::IAM::UserToGroupAddition

AWS::IAM::Group

AWS::IAM::Policy

AWS::IAM::Role

AWS::IAM::ManagedPolicy

AWS::IAM::User
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate

AWS::EC2::SecurityGroup

AWS::EC2::SecurityGroupEgress
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リソースタイプ

添付リソースの種類
AWS::EC2::SecurityGroupIngress

• CloudFormation は、リソースの KMSKeyId プロパティに対してドリフト検出を実行しません。AWS
KMS キーは複数のエイリアスによって参照される可能性があるため、CloudFormation はこのプロパ
ティに対して常に正確なドリフト結果を保証することはできません。
• スタックテンプレートで指定できる特定のリソースプロパティがあります。その性質
上、CloudFormation は結果として得られるスタックリソースのプロパティと比較できません。したがっ
て、これらのプロパティをドリフト検出結果に含めることはできません。このようなプロパティは、大
きく 2 つのカテゴリに分けられます。
• CloudFormation がスタックテンプレートの初期リソースプロパティ値にマッピングできないプロパ
ティ値です。
例えば、CloudFormation は Lambda 関数のソースコードを Function リソースの Code プロパティタ
イプにマッピングできません。そのため CloudFormation はそれをドリフト検出結果に含めることが
できません。
• リソースを担当するサービスが返さないプロパティ値です。
設計上、リソースが属するサービスでは返されることがない特定のプロパティ値があります。これら
には、パスワードやその他の機密データなどの、公開されない機密情報が含まれる傾向があります。
例えば、IAM サービスは IAM User LoginProfile プロパティタイプの Password プロパティの値を返
すことはないため、CloudFormation はそれをドリフト検出結果に含めることができません。
• 配列内のオブジェクト。これらは実際にはサービスの既定値であり、手動で帯域外に追加されたドリ
フトではありません。
• 誤検知が発生した場合は、CloudFormation コンソールのフィードバックリンクを使用してご意見をお送
りいただくか、または、AWS フォーラム (https://forums.aws.amazon.com/) を通じてご連絡ください。

CloudFormation スタック全体のドリフトを検出する
スタックでドリフト検出オペレーションを実行すると、スタックが予想されるテンプレート設定からドリ
フトしたかどうかが判断され、ドリフト検出をサポートするスタック内の各リソースのドリフトステータ
スに関する詳細情報が返されます。

AWS Management Console を使用してスタック全体のドリフトを検出するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

スタックのリストから、ドリフト検出を実行するスタックを選択します。スタックの詳細ペインで、
[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、[Detect drift (ドリフトの検出)] を選択します。
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CloudFormation により、選択されたスタックに対してドリフト検出が開始されたことを示す情報バー
が表示されます。
3.

CloudFormation がドリフト検出オペレーションを完了するまで待ちます。ドリフト検出オペレーショ
ンが完了すると、CloudFormation によって、スタックの [Drift status] (ドリフトステータス) と [Last
drift check time] (前回のドリフトチェック時間) が更新されます。これらのフィールドは、スタックの
詳細ページの [Stack info (スタック情報)] ペインの [概要] セクションにリスト表示されます。
スタックに含まれるリソースの数によっては、ドリフト検出オペレーションに数分かかることがあり
ます。特定のスタックで同時に実行できるドリフト検出オペレーションは 1 つだけです。情報バーを
閉じた後でも、CloudFormation によってドリフト検出オペレーションが継続されます。

4.

スタックとそのリソースのドリフト検出結果を確認します。スタックを選択した状態で、[Stack
actions (スタックアクション)] メニューから [View drift results (ドリフト結果の表示)] を選択します。
CloudFormation によって、スタックの全体的なドリフトステータス、およびスタックまたはその個々
のリソースのいずれかで最後にドリフト検出が開始された時刻がリスト表示されます。スタックの 1
つ以上のリソースがドリフトした場合、スタックはドリフトしたと見なされます。
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[Resource drift status] (リソースのドリフトステータス) のセクションに、CloudFormation で各スタッ
クリソース、そのドリフトステータス、およびリソースで最後にドリフト検出が開始された時刻がリ
スト表示されます。各リソースの論理 ID と物理 ID は、それらを識別しやすくするために表示されま
す。さらに、ステータスが [MODIFIED] のリソースの場合、CloudFormation はリソースドリフトの詳
細を表示します。
ドリフトステータスに基づいてリソースをソートするには、[ドリフトステータス] 列を使用します。
•

変更されたリソースの詳細を表示します。
•

変更されたリソースを選択した状態で、[View drift details (ドリフトの詳細を表示)] を選択し
ます。
CloudFormation により、そのリソースのドリフト詳細ページが表示されます。このページ
に、リソースの意図した値と現在のプロパティ値、およびその 2 つの違いがリスト表示され
ます。
違いを強調表示するには、[違い] セクションでプロパティ名を選択します。
• 追加されたプロパティは [詳細] セクションの列 [最新の] で緑色で強調表示されます。
• 削除されたプロパティは [詳細] セクションの列 [Expected] で赤色で強調表示されます。
• 値が変更されたプロパティは、[Expected] 列と [最新の] 列の両方で黄色で強調表示されま
す。
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AWS CLI を使用してスタック全体のドリフトを検出するには
AWS CLI を使用してスタック全体のドリフトを検出するには、次の aws cloudformation コマンドを
使用します。
• detect-stack-drift はスタックでドリフト検出オペレーションを開始します。
• describe-stack-drift-detection-status はスタックドリフト検出動作の状態を監視します。
• describe-stack-resource-drifts はスタックドリフト検出オペレーションの詳細を確認します。
1.

detect-stack-drift を使用してスタック全体のドリフトを検出します。スタックの名前または
ARN を指定してください。このドリフト検出オペレーションのフィルターとして使用したい特定のリ
ソースの論理 ID を指定することもできます。
PROMPT> aws cloudformation detect-stack-drift --stack-name my-stack-with-resource-drift
{
"StackDriftDetectionId": "624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample"
}
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2.

スタックドリフト検出オペレーションは長時間実行される可能性があるため、describe-stackdrift-detection-status を使用してドリフト操作のステータスを監視します。このコマンド
は、detect-stack-drift コマンドによって返されたスタックドリフト検出 ID を受け取ります。
以下の例では、上記の detect-stack-drift の例から返されたスタックドリフト検出 ID を取得
し、describe-stack-drift-detection-status へのパラメータとして渡します。このパラメー
タは、ドリフト検出オペレーションが完了したこと、単一のスタックリソースがドリフトしたこと、
および結果としてスタック全体がドリフトしたと見なされることを示すオペレーションの詳細を返し
ます。
PROMPT> aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status --stack-driftdetection-id 624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:099908667365:stack/my-stack-withresource-drift/489e5570-df85-11e7-a7d9-50example",
"StackDriftDetectionId": "624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample",
"StackDriftStatus": "DRIFTED",
"Timestamp": "2018-03-26T17:23:22.279Z",
"DetectionStatus": "DETECTION_COMPLETE",
"DriftedStackResourceCount": 1
}

3.

スタックドリフト検出オペレーションが完了したら、describe-stack-resource-drifts コマン
ドを使用して、ドリフトしたリソースの実際のプロパティ値と意図したプロパティ値を含む結果を確
認します。
以下の例では、stack-resource-drift-status-filters パラメータを使用して、変更または削
除されたリソースのスタックドリフト情報を要求します。リクエストは、値が変更された 2 つのプロ
パティに関する詳細を含む、変更された 1 つのリソースに関する情報を返します。リソースは削除さ
れていません。
PROMPT> aws cloudformation describe-stack-resource-drifts --stack-name my-stack-withresource-drift --stack-resource-drift-status-filters MODIFIED DELETED
{
"StackResourceDrifts": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:099908667365:stack/my-stackwith-resource-drift/489e5570-df85-11e7-a7d9-50example",
"ActualProperties": "{\"ReceiveMessageWaitTimeSeconds\":0,
\"DelaySeconds\":120,\"RedrivePolicy\":{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:useast-1:099908667365:my-stack-with-resource-drift-DLQ-1BCY7HHD5QIM3\",
\"maxReceiveCount\":12},\"MessageRetentionPeriod\":345600,\"MaximumMessageSize
\":262144,\"VisibilityTimeout\":60,\"QueueName\":\"my-stack-with-resource-driftQueue-494PBHCO76H4\"}",
"ResourceType": "AWS::SQS::Queue",
"Timestamp": "2018-03-26T17:23:34.489Z",
"PhysicalResourceId": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/099908667365/mystack-with-resource-drift-Queue-494PBHCO76H4",
"StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
"ExpectedProperties": "{\"ReceiveMessageWaitTimeSeconds\":0,
\"DelaySeconds\":20,\"RedrivePolicy\":{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:useast-1:099908667365:my-stack-with-resource-drift-DLQ-1BCY7HHD5QIM3\",
\"maxReceiveCount\":10},\"MessageRetentionPeriod\":345600,\"MaximumMessageSize
\":262144,\"VisibilityTimeout\":60,\"QueueName\":\"my-stack-with-resource-driftQueue-494PBHCO76H4\"}",
"PropertyDifferences": [
{
"PropertyPath": "/DelaySeconds",
"ActualValue": "120",
"ExpectedValue": "20",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"
},
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}

]

}

"PropertyPath": "/RedrivePolicy/maxReceiveCount",
"ActualValue": "12",
"ExpectedValue": "10",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"

}
],
"LogicalResourceId": "Queue"

個々のスタックリソースのドリフトを検出
スタック全体ではなく、スタック内の特定のリソースの変動を検出できます。これは、特定のリソースが
意図されたテンプレート設定に一致しているかどうかを再度判断するだけでよい場合に特に役立ちます。
リソースでドリフト検出を実行すると、CloudFormation は、必要に応じて、スタックドリフトステータス
全体および [Last drift check time] (前回のドリフトチェック時刻) も更新します。たとえば、スタックのド
リフトステータスが [IN_SYNC] であるとします。CloudFormation はそのスタックに含まれる 1 つ以上の
リソースに対してドリフト検出を実行し、CloudFormation はそれらのリソースの 1 つ以上がドリフトし
たことを検出します。CloudFormation はスタックのドリフトステータスを [DRIFTED] に更新します。逆
に、ドリフトリソースが 1 つあるためにドリフトステータスが [DRIFTED] のスタックがあるとします。そ
のリソースを意図したプロパティ値に戻してから再度リソースのドリフトを検出すると、CloudFormation
は、スタック全体のドリフトを再度検出することなく、リソースのドリフトステータスとスタックのドリ
フトステータスの両方を [IN_SYNC] に更新します。

AWS Management Console を使用して個々のリソースの変動を検出するには
1.
2.

4.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
スタックのリストから、リソースを含むスタックを選択します。CloudFormation によって、そのス
タックの詳細が表示されます。
左のナビゲーションペインの [スタック] で、[スタックアクション] を選択し、[ドリフトの検出] を選
択します。
[リソースのドリフトステータス] でリソースを選択し、[リソースのドリフトを検出] を選択します。

5.

CloudFormation は選択されたリソースに対してドリフト検出を実行します。成功する
と、CloudFormation は必要に応じてリソースのドリフトステータスと全体的なスタックドリフトス
テータスを更新します。CloudFormation は、ドリフト検出がリソースおよびスタック全体で最後に実
行された時刻のタイムスタンプも更新します。リソースが変更されている場合、CloudFormation はリ
ソースの意図した値と現在のプロパティ値に関する詳細なドリフト情報を表示します。
リソースのドリフト検出結果を確認します。

3.

•

変更されたリソースの詳細を表示します。
•

変更されたリソースを選択した状態で、[View drift details (ドリフトの詳細を表示)] を選択し
ます。
CloudFormation により、リソースのドリフトの詳細が表示され、リソースの意図した値と現
在のプロパティ値、およびその 2 つの差異が示されます。
違いを強調表示するには、[違い] セクションでプロパティ名を選択します。
• 追加されたプロパティは [詳細] セクションの列 [最新の] で緑色で強調表示されます。
• 削除されたプロパティは [詳細] セクションの列 [Expected] で赤色で強調表示されます。
• 値が変更されたプロパティは、[Expected] 列と [最新の] 列の両方で黄色で強調表示されま
す。
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AWS CLI を使用して個々のリソースの変動を検出するには
•

aws cloudformation detect-stack-resource-drift を使用して個々のリソースの変動を検
出するには AWS CLI コマンドを使用します。リソースの論理 ID とそれが含まれているスタックを指
定します。
次の例では、特定のスタックリソース my-drifted-resource に対してドリフト検出オペレーションを実
行します。レスポンスは、値が変更された 2 つのプロパティに関する詳細を含む、リソースが変更さ
れたことを確認する情報を返します。
PROMPT> aws cloudformation detect-stack-resource-drift --stack-name my-stack-withresource-drift --logical-resource-id my-drifted-resource
{
"StackResourceDrift": {
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:099908667365:stack/my-stack-withresource-drift/489e5570-df85-11e7-a7d9-50example",
"ActualProperties": "{\"ReceiveMessageWaitTimeSeconds\":0,\"DelaySeconds\":120,
\"RedrivePolicy\":{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-east-1:099908667365:mystack-with-resource-drift-DLQ-1BCY7HHD5QIM3\",\"maxReceiveCount\":12},
\"MessageRetentionPeriod\":345600,\"MaximumMessageSize\":262144,\"VisibilityTimeout
\":60,\"QueueName\":\"my-stack-with-resource-drift-Queue-494PBHCO76H4\"}",
"ResourceType": "AWS::SQS::Queue",
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"Timestamp": "2018-03-26T18:54:28.462Z",
"PhysicalResourceId": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/099908667365/mystack-with-resource-drift-Queue-494PBHCO76H4",
"StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
"ExpectedProperties": "{\"ReceiveMessageWaitTimeSeconds\":0,
\"DelaySeconds\":20,\"RedrivePolicy\":{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:useast-1:099908667365:my-stack-with-resource-drift-DLQ-1BCY7HHD5QIM3\",
\"maxReceiveCount\":10},\"MessageRetentionPeriod\":345600,\"MaximumMessageSize
\":262144,\"VisibilityTimeout\":60,\"QueueName\":\"my-stack-with-resource-driftQueue-494PBHCO76H4\"}",
"PropertyDifferences": [
{
"PropertyPath": "/DelaySeconds",
"ActualValue": "120",
"ExpectedValue": "20",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"
},
{
"PropertyPath": "/RedrivePolicy/maxReceiveCount",
"ActualValue": "12",
"ExpectedValue": "10",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"
}
],
"LogicalResourceId": "my-drifted-resource"
}
}

インポートオペレーションでドリフトを解決する
リソースの設定が意図した設定から逸脱したために、新しい設定を意図した設定として受け入れる必要が
生じることがあります。ほとんどの場合は、スタックテンプレート内のリソースの定義を新しい設定で更
新することでドリフト結果を解決してから、スタックの更新を実行します。ただし、置換が必要なリソー
スプロパティが新しい設定によって更新された場合、リソースはスタックの更新中に再作成されます。既
存のリソースを保持する場合は、リソースのインポート機能を使用してリソースを更新し、リソースを置
き換えることなくドリフト結果を解決できます。
インポートオペレーションによるリソースのドリフトの解決は、次の基本的なステップで行います。
• Retain に設定されている DeletionPolicy 属性をリソースに追加します (p.
)。これにより、既存のリ
ソースがスタックから取り除かれたときに、削除されるのではなく、保持されます。
• テンプレートからリソースを取り除き、スタック更新オペレーションを実行します (p.
り、スタックからリソースが取り除かれますが、削除はされません。

)。これによ

• スタックテンプレートでリソースの実際の状態を記述し、既存のリソースをスタックにインポートし直
します (p.
)。これにより、リソースがスタックに戻され、ドリフト結果を発生させていたプロパ
ティの差異が解決されます。
リソースのインポートの詳細については、「既存のリソースの CloudFormation 管理への取り込み」をご
参照ください。インポートをサポートするリソースの一覧については、「インポートオペレーションをサ
ポートするリソース」を参照してください。
この例では、templateToImport.json という名前の次のテンプレートを使用します。
Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
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}

"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"BillingMode": "PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"BillingMode": "PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Import test
Resources:
ServiceTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Service
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
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BillingMode: PROVISIONED
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1
GamesTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Games
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
BillingMode: PROVISIONED
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1

この例では、ユーザーが CloudFormation の 外部でリソースを変更したと仮定します。ドリフト検出の実
行により、GamesTable の BillingMode が PAY_PER_REQUEST に変更されていることが検出されまし
た。ドリフト検出の詳細については、「スタックとリソースに対するアンマネージド型設定変更の検出」
を参照してください。

スタックは古くなっており、リソースはライブですが、意図したリソース設定を保持する必要がありま
す。サービスを中断することなく、インポートオペレーションでドリフトを解決することでこれを達成で
きます。
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CloudFormation コンソールを使用して、インポートオペレー
ションでドリフトを解決する
ステップ 1.Retain 削除ポリシーでスタックを更新する
DeletionPolicy 属性の Retain オプションを使用してスタックを更新するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。
[Stacks (スタック)] ページで、ドリフトしているスタックを選択します。

3.

[Update (更新する)] を選択し、スタックの詳細ペインから [Replace current template (既存テンプレー
トを置き換える)] を選択します。

4.

[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、次のいずれかの方法を使用して、Retain オプ
ションが指定されている DeletionPolicy 属性を含む更新済みテンプレートを指定します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。
続いて、[Next] を選択します。

5.

[Specify stack details (スタックの詳細を指定)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。

6.
7.

[Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。
[Review stack-name (スタック名の確認)] ページで、[Update stack (スタックの更新)] を選択しま
す。

結果: スタックの [Events (イベント)] ページのステータスは UPDATE_COMPLETE です。
サービスを中断せずにインポートオペレーションでドリフトを解決するには、スタックから取り除
くリソースに対して Retain DeletionPolicy を指定します。次の例では、Retain に設定されている
DeletionPolicy 属性を GamesTable リソースに追加しました。
Example JSON
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",

Example YAML
GamesTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
TableName: Games

ステップ 2.ドリフトしたリソース、関連パラメータ、出力を取り除く
ドリフトしたリソース、関連パラメータ、出力を取り除くには
1.

[Update (更新する)] を選択し、スタックの詳細ペインから [Replace current template (既存テンプレー
トを置き換える)] を選択します。
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2.

[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、次のいずれかの方法を使用して、更新されたテン
プレートにリソース、関連パラメータ、およびスタックテンプレートから削除された出力を指定しま
す。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。

3.
4.
5.

続いて、[Next] を選択します。
[Specify stack details (スタックの詳細を指定)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。
[Configure stack options (スタックオプションの設定)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。
[Review stack-name (スタック名の確認)] ページで、[Update stack (スタックの更新)] を選択しま
す。

結果: スタックの [Events (イベント)] ページの [Logical ID (論理 ID)] GamesTable のステータスは
DELETE_SKIPPED です。
CloudFormation がスタックの更新オペレーションを完了するまで待ちます。スタックの更新オペレーショ
ンが完了したら、リソース、関連パラメータ、および出力をスタックテンプレートから取り除きます。次
に、更新されたテンプレートをインポートします。これらのアクションを完了すると、テンプレートの例
は次のようになります。
Example JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"BillingMode": "PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Import test
Resources:
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ServiceTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Service
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
BillingMode: PROVISIONED
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1

ステップ 3.リソースのライブ状態に合わせてテンプレートを更新する
リソースのライブ状態に合わせてテンプレートを更新するには
1.

更新されたテンプレートをインポートするには、[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、
[Import resources into stack (スタックへのリソースのインポート)] を選択します。

2.

このオペレーション中に指定する必要がある項目の一覧に関して [Import overview (概要をインポー
ト)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。

3.

[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、次のいずれかの方法を使用して、更新したテンプ
レートを指定します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。
続いて、[Next] を選択します。

4.

[Identify resources (リソースの識別)] ページで、各ターゲットリソースを識別します。
a.

[Identifier property (識別子のプロパティ)] で、リソース識別子のタイプを選択します。たとえ
ば、TableName プロパティは AWS::DynamoDB::Table リソースを識別します。

b.

[Identifier value (識別子の値)] に、実際のプロパティ値を入力します。テンプレートの例で
は、GamesTable リソースの TableName は Games です。

c.

[Next] を選択します。

5.

[Specify stack details (スタックの詳細を指定)] ページを確認し、[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Import overview (概要をインポート)] ページで、インポートするリソースを確認し、[Import resources
(リソースをインポート)] を選択します。これにより、AWS::DynamoDB::Table リソースタイプがス
タックにインポートされます。
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結果: この例では、サービスを中断することなく、インポートオペレーションによってリソースのドリフ
トを解決しました。インポートアクションの進行状況は、CloudFormation コンソールの [Events] (イベ
ント) タブで確認できます。インポートされたリソースでは、IMPORT_COMPLETE ステータスに続いて
CREATE_COMPLETE ステータスが続き、ステータス理由はリソースのインポート完了になります。この例
では、サービスを中断することなく、インポートオペレーションによってリソースのドリフトを解決しま
した。
CloudFormation がスタックの更新オペレーションを完了するまで待ちます。スタックの更新オペ
レーションが完了したら、リソースの実際のドリフト状態と一致するようにテンプレートを更新
します。たとえば、BillingMode は PAY_PER_REQUEST に設定され、ReadCapacityUnits と
WriteCapacityUnits は 0 に設定されます。
Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"BillingMode": "PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"BillingMode": "PAY_PER_REQUEST",
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 0,
"WriteCapacityUnits": 0
}
}
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}

}

}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Import test
Resources:
ServiceTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Service
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
BillingMode: PROVISIONED
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1
GamesTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
TableName: Games
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
BillingMode: PAY_PER_REQUEST
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 0
WriteCapacityUnits: 0

既存リソースの CloudFormation 管理への取り込み
AWS CloudFormation 管理外の AWS リソースを作成した場合は、resource import を使用してこの既
存のリソースを AWS CloudFormation 管理に取り込むことができます。リソースは、削除してスタック
の一部として再作成しなくても、作成された場所に関係なく AWS CloudFormation を使用して管理できま
す。
インポートオペレーションをサポートする AWS リソースの一覧については、「インポートオペレーショ
ンをサポートするリソース」を参照してください。

リソースのインポートの概要
インポートオペレーション中に、既存のリソースをスタックにインポートするか、既存のリソースから新
しいスタックを作成する変更セットを作成します。インポート時に以下を指定します。
• 元のスタックリソースとインポートするリソースの両方を含む、スタック全体を記述するテンプレー
ト。インポートする各リソースには、DeletionPolicy 属性が必要です。
• インポートするリソースの識別子。各ターゲットリソースを識別するために、2 つの値を指定します。
• 識別子のプロパティ。これは、各リソースタイプを識別するために使用できるリソースプロパティで
す。たとえば、AWS::S3::Bucket リソースは、その BucketName を使用して識別できます。
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• 識別子の値。これは、ターゲットリソースの実際のプロパティ値です。たとえば、BucketName プロ
パティの実際の値は MyS3Bucket です。

リソースのインポートの検証
インポートオペレーション中に、CloudFormation は次の検証を実行します。
• インポートするリソースが存在します。
• インポートする各リソースのプロパティと設定値は、リソースタイプスキーマに準拠します。リソース
タイプスキーマでは、受け入れられるプロパティ、必須プロパティ、およびサポートされるプロパティ
値が定義されます。
• 必要なプロパティはテンプレートで指定されています。各リソースタイプに必要なプロパティについて
は、「リソースおよびプロパティのリファレンス」を参照してください。
• インポートするリソースは、同じリージョン内の別のスタックに属していません。
CloudFormation は、テンプレート設定がリソースプロパティの実際の設定と一致しているかどうかを
チェックしません。

リソースのインポートのステータスコード
この表は、resource import で使用されるさまざまなステータスタイプを示しています。
インポートオペレーションステー
タス

説明

IMPORT_IN_PROGRESS

インポートオペレーションは進行中です。

IMPORT_COMPLETE

スタック内のすべてのリソースのインポートオペレーションが完
了しました。

IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS ロールバックインポートオペレーションは、前のテンプレート設
定をロールバックしています。
IMPORT_ROLLBACK_FAILED

インポートロールバックオペレーションが失敗しました。

IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

インポートは、前のテンプレート設定にロールバックされまし
た。

インポートオペレーション中の考慮事項
• インポートが完了した後、後続のスタックオペレーションを実行する前に、インポートされたリソース
でドリフト検出を実行することをお勧めします。ドリフト検出により、テンプレート設定が実際の設定
と一致することが保証されます。
• インポートオペレーションでは、新しいリソース作成、リソースの削除、プロパティ設定の変更は許可
されません。
• インポートオペレーションを成功させるには、インポートする各リソースに DeletionPolicy 属性
が必要です。DeletionPolicy は任意の使用できる値に設定できます。ターゲットリソースのみに
DeletionPolicy が必要です。スタックにすでに含まれているリソースは、DeletionPolicy を必要
としません。
• 同じリソースを複数のスタックにインポートすることはできません。
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• cloudformation:ImportResourceTypesIAM ポリシー条件を使用して、インポートオペレーション
中に IAM ユーザーが操作できるリソースタイプを制御できます。
• AWS CloudFormation スタックの制限は、リソースのインポート時に適用されます。制限に関する詳細
については、「AWS CloudFormation の制限」を参照してください。

リソースのインポートの開始
• 既存のリソースからのスタックの作成
• スタックへの既存リソースのインポート
• スタック間でのリソースの移動
• 既存のスタックのネスト化
• インポートオペレーションを元に戻す
• インポートオペレーションをサポートするリソース

既存のリソースからのスタックの作成
このインポートオペレーションでは、以下の情報を指定する必要があります。
• 新しいスタックに含まれるリソースとそのリソース設定を記述するテンプレート。テンプレート内の各
リソースには、DeletionPolicy 属性が必要です。
• 各ターゲットリソースの一意の識別子。適切なサービスコンソールにアクセスして、一意の識別子を取
得します。
このチュートリアルでは、TemplateToImport.json というテンプレートの例を示しま
す。ServiceTable と GamesTable がインポートの対象です。
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
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}

}

}

"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}

AWS Management Console を使用して既存のリソースからス
タックを作成する
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

[スタック] ページで、[スタックを作成] を選択し、[With existing resources (import resources) (既存の
リソースを使用（リソースのインポート）)] を選択します。

3.

[Import overview (インポートの概要)] ページを参照して、このオペレーション中に指定する必要があ
る項目の一覧を確認してください。続いて、[Next] を選択します。

4.

[Specify template (テンプレートを指定)] ページで、以下のいずれかの方法を使用してテンプレートを
指定し、[次へ] を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。

5.

6.

[Identify resources (リソースの識別)] ページで、各ターゲットリソースを識別します。
a.

[Identifier property (識別子のプロパティ)] で、リソース識別子のタイプを選択します。たとえ
ば、AWS::DynamoDB::Table リソースは TableName プロパティを使用して識別できます。

b.

[Identifier value (識別子の値)] に、実際のプロパティ値を入力します。たとえば、サンプルテンプ
レートの GamesTable リソースの TableName は Games です。

c.

[Next] を選択します。

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、任意のパラメータを変更し、[次へ] を選択し
ます。これにより、変更セットが自動的に作成されます。
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Important
作成、更新、または削除オペレーションを開始する既存のパラメータを変更すると、イン
ポートオペレーションは失敗します。
7.

[Review stack_name (stack_name の確認)] ページで、インポートしようとしているリソースが正し
いことを確認し、[Import resources (リソースのインポート)] を選択します。これにより、最後のス
テップで作成した変更セットが自動的に実行されます。
新しいスタックの [Stack details (スタックの詳細)] ページの [イベント] ペインが表示されます。

8.

（任意）スタックでドリフト検出を実行し、インポートされたリソースのテンプレートと実際の設定
が一致していることを確認します。ドリフトの検出の詳細については、「CloudFormation スタック全
体のドリフトの検出」を参照してください。

9.

（オプション）インポートしたリソースが予想されるテンプレート設定と一致しない場合は、テンプ
レート設定を修正するか、リソースを直接更新します。このチュートリアルでは、テンプレートの設
定を実際の設定に合わせて修正します。
a.

影響を受けるリソースのインポートオペレーションを元に戻します (p. 209)。

b.

インポートターゲットをテンプレートに再度追加して、テンプレートの設定が実際の設定と一致
していることを確認します。

c.

変更したテンプレートを使用してステップ 2–8 を繰り返し、リソースを再度インポートします。

AWS CLI を使用した既存のリソースからのスタックの作成
1.

AWS CLI を開きます。

2.

オプションで GetTemplateSummary を実行して、テンプレート内の各リソースタイプを識別するプ
ロパティを確認できます。たとえば、AWS::DynamoDB::Table リソースは TableName プロパティ
を使用して識別できます。サンプルテンプレートの GamesTable リソースの場合、TableName の値
は Games です。
> aws cloudformation get-template-summary
--template-url https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.uswest-2.amazonaws.com/TemplateToImport.json

3.

テンプレートからターゲットリソースとそれらの一意の識別子のリストを次の形式で作成します。
[{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",\"LogicalResourceId\":\"GamesTable\",
\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":\"Games\"}}]

4.

以下のパラメータを使用して、タイプ IMPORT の変更セットを作成します。--resources-toimport はインライン YAML をサポートしていません。
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> aws cloudformation create-change-set
--stack-name TargetStack --change-set-name ImportChangeSet
--change-set-type IMPORT
--resources-to-import "[{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",
\"LogicalResourceId\":\"GamesTable\",\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":\"Games\"}},
{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",\"LogicalResourceId\":\"ServiceTable\",
\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":\"Service\"}}]"
--template-url https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.uswest-2.amazonaws.com/TemplateToImport.json

AWS CLI は、次の例に示すように、--resources-to-import パラメータへの入力としてテキスト
ファイルもサポートします。
--resources-to-import file://ResourcesToImport.txt

このチュートリアルでは、file://ResourcesToImport.txt に次の内容が含まれています。
[

{

},
{

]

5.

}

"ResourceType":"AWS::DynamoDB::Table",
"LogicalResourceId":"GamesTable",
"ResourceIdentifier": {
"TableName":"Games"
}
"ResourceType":"AWS::DynamoDB::Table",
"LogicalResourceId":"ServiceTable",
"ResourceIdentifier": {
"TableName":"Service"
}

変更セットを確認し、正しいリソースがインポートされることを確認します。
> aws cloudformation describe-change-set --change-set-name ImportChangeSet --stackname TargetStack

6.

変更セットを実行して、リソースをインポートします。オペレーション (IMPORT_COMPLETE) が正
常に完了すると、リソースは正常にインポートされています。
> aws cloudformation execute-change-set --change-set-name ImportChangeSet --stackname TargetStack

7.

（オプション）IMPORT_COMPLETE スタックでドリフト検出を実行し、インポートされたリソース
のテンプレートと実際の設定が一致していることを確認します。ドリフトの検出の詳細については、
「CloudFormation スタック全体のドリフトの検出」を参照してください。
> aws cloudformation detect-stack-drift --stack-name TargetStack
{ "Stack-Drift-Detection-Id" : "624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample" }
> aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status --stack-drift-detectionid 624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample
> aws cloudformation describe-stack-resource-drifts --stack-name TargetStack
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8.

（オプション）インポートしたリソースが予想されるテンプレート設定と一致しない場合は、テンプ
レート設定を修正するか、リソースを直接更新します。このチュートリアルでは、テンプレートの設
定を実際の設定に合わせて修正します。
a.

影響を受けるリソースのインポートオペレーションを元に戻します (p. 211)。

b.

インポートターゲットをテンプレートに再度追加して、テンプレートの設定が実際の設定と一致
していることを確認します。

c.

変更したテンプレートを使用してステップ 4–7 を繰り返し、リソースを再度インポートします。

スタックへの既存リソースのインポート
このインポートオペレーションでは、以下の情報を指定する必要があります。
• スタックにすでに含まれているリソースとインポートするリソースの両方を含む、スタック全体を記述
するテンプレート。インポートする各リソースは、テンプレートに DeletionPolicy 属性がある必要があ
ります。
• 各ターゲットリソースの一意の識別子。適切なサービスコンソールにアクセスして、一意の識別子を取
得します。
このチュートリアルでは、TemplateToImport.json というテンプレートの例を示しま
す。ServiceTable は現在スタックの一部であり、GamesTable はインポートのターゲットです。
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
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}

}

}

}

"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}

AWS Management Console を使用して既存のリソースをスタッ
クにインポートする
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

[スタック] ページで、リソースのインポート先のスタックを選択します。

3.

[Stack actions (スタックアクション)] を選択し、[Import resources into stack (リソースをスタックにイ
ンポートする)] を選択します。

4.

[インポートの概要] ページを確認し、[次へ] を選択します。

5.

[Specify template (テンプレートを指定)] ページで、以下のいずれかの方法を使用して更新したテンプ
レートを指定し、[次へ] を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。

6.

7.

[Identify resources (リソースの識別)] ページで、各ターゲットリソースを識別します。
a.

[Identifier property (識別子のプロパティ)] で、リソース識別子のタイプを選択します。たとえ
ば、AWS::DynamoDB::Table リソースは TableName プロパティを使用して識別できます。

b.

[Identifier value (識別子の値)] に、実際のプロパティ値を入力します。たとえば、サンプルテンプ
レートの GamesTable リソースの TableName は Games です。

c.

[Next] を選択します。

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、任意のパラメータを更新し、[次へ] を選択し
ます。これにより、変更セットが自動的に作成されます。
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Note
作成、更新、または削除オペレーションを開始する既存のパラメータを変更すると、イン
ポートオペレーションは失敗します。
8.

[Review stack-name (スタック名の確認)] ページで、インポートするリソースを確認し、[Import
resources (リソースのインポート)] を選択します。これにより、最後のステップで作成した変更セッ
トが自動的に実行されます。この時点で、インポートされたリソースにはスタックレベルのタグが適
用されます。
スタックの [イベント] ページが表示されます。

9.

（任意）スタックでドリフト検出を実行し、インポートされたリソースのテンプレートと実際の設定
が一致していることを確認します。ドリフトの検出の詳細については、「CloudFormation スタック全
体のドリフトの検出」を参照してください。

10. （オプション）インポートしたリソースが予想されるテンプレート設定と一致しない場合は、テンプ
レート設定を修正するか、リソースを直接更新します。ドリフトしたリソースのインポートの詳細に
ついては、「インポートオペレーションでドリフトを解決する」を参照してください。

AWS CLI を使用した既存のリソースのスタックへのインポート
1.

オプションで GetTemplateSummary を実行して、テンプレート内の各リソースタイプを識別するプ
ロパティを確認できます。たとえば、AWS::DynamoDB::Table リソースは TableName プロパティ
を使用して識別できます。サンプルテンプレートの GamesTable リソースの場合、TableName の値
は Games です。
> aws cloudformation get-template-summary
--template-url https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.uswest-2.amazonaws.com/TemplateToImport.json

2.

インポートするリソースとその一意の識別子のリストを次の形式で作成します。
[{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",\"LogicalResourceId\":\"GamesTable\",
\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":\"Games\"}}]

3.

以下のパラメータを使用して、タイプ IMPORT の変更セットを作成します。--resources-toimport はインライン YAML をサポートしていません。
> aws cloudformation create-change-set
--stack-name TargetStack --change-set-name ImportChangeSet
--change-set-type IMPORT
--resources-to-import "[{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",
\"LogicalResourceId\":\"GamesTable\",\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":
\"Games\"}}]"
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--template-url https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.uswest-2.amazonaws.com/TemplateToImport.json

AWS CLI は、次の例に示すように、resources-to-import パラメータへの入力としてテキスト
ファイルもサポートします。
--resources-to-import: file://ResourcesToImport.txt

このチュートリアルでは、file://ResourcesToImport.txt に次の内容が含まれています。
[

]

4.

{

}

"ResourceType":"AWS::DynamoDB::Table",
"LogicalResourceId":"GamesTable",
"ResourceIdentifier": {
"TableName":"Games"
}

変更セットを確認し、正しいリソースがインポートされることを確認します。
> aws cloudformation describe-change-set --change-set-name ImportChangeSet --stackname TargetStack

5.

変更セットを実行して、リソースをインポートします。この時点で、インポートされたリソースに
はスタックレベルのタグが適用されます。オペレーション (IMPORT_COMPLETE) が正常に完了する
と、リソースは正常にインポートされています。
> aws cloudformation execute-change-set --change-set-name ImportChangeSet --stackname TargetStack

6.

（オプション）IMPORT_COMPLETE スタックでドリフト検出を実行し、インポートされたリソース
のテンプレートと実際の設定が一致していることを確認します。ドリフトの検出の詳細については、
「CloudFormation スタック全体のドリフトの検出」を参照してください。
> aws cloudformation detect-stack-drift --stack-name TargetStack
{ "Stack-Drift-Detection-Id" : "624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample" }
> aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status --stack-drift-detectionid 624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample
> aws cloudformation describe-stack-resource-drifts --stack-name TargetStack

7.

（オプション）インポートしたリソースが予想されるテンプレート設定と一致しない場合は、テンプ
レート設定を修正するか、リソースを直接更新します。ドリフトしたリソースのインポートの詳細に
ついては、「インポートオペレーションでドリフトを解決する」を参照してください。

インポートオペレーションを元に戻す
インポートオペレーションを元に戻すには、テンプレートから削除するリソースの Retain 削除ポリシー
を指定して、スタックから削除するときにそのリソースが保持されるようにします。
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AWS Management Console を使用してインポートオペレーショ
ンを元に戻す
1.

スタックから削除するリソースの Retain DeletionPolicy を指定します。次のテンプレート例で
は、GamesTable はこの元に戻すオペレーションのターゲットです。

Example JSON
{

}

2.

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}
}

AWS CloudFormation コンソールを開き、スタック更新を実行して削除ポリシーを適用します。
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a.

[スタック] ページで、スタックを選択した状態で [更新] を選択し、[Update stack (standard) (ス
タックを更新（標準）)] を選択します。

b.

[Prepare template (テンプレートの準備)] で、[Replace current template (現在のテンプレートを置
換)] を選択します。

c.

[Specify template (テンプレートを指定)] の下にある GamesTable で、DeletionPolicy 属性に
より更新されたソーステンプレートを指定し、[次へ] を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスで更新されたソーステンプレートの URL を指
定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、更新されたソーステ
ンプレートファイルを参照します。

3.

d.

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページでは、変更の必要はありません。[次へ] を選
択します。

e.

[スタックオプションの設定] ページでは、変更の必要はありません。[次へ] を選択します。

f.

[Review stack_name (stack_name の確認)] ページで、変更を確認します。テンプレートに IAM
リソースが含まれる場合は、[I acknowledge that this template may create IAM resources (このテ
ンプレートが IAM リソースを作成する可能性を認識しています)] を選択して、テンプレート内の
IAM リソースを使用することを指定します。テンプレート内の IAM リソースの使用の詳細につい
ては、「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照してくだ
さい。次に、変更セットを作成してソーススタックを更新するか、ソーススタックを直接更新し
ます。

スタックテンプレートからリソース、関連するパラメータ、および出力を削除します。この例では、
テンプレートは次のようになります。

Example JSON
{

}

4.

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
}
}

ステップ 2 を繰り返して、リソース (GamesTable) とそれに関連するパラメータと出力をスタックか
ら削除します。
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AWS CLI を使用してインポートオペレーションを元に戻す
1.

スタックから削除するリソースの Retain DeletionPolicy を指定します。次のテンプレート例で
は、GamesTable はこの元に戻すオペレーションのターゲットです。

Example JSON
{

}

2.

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}
}

スタックを更新して、削除ポリシーをリソースに適用します。
update-stack --stack-name "stack-name"
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3.

スタックテンプレートからリソース、関連するパラメータ、および出力を削除します。この例では、
テンプレートは次のようになります。

Example JSON
{

}

4.

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
}
}

スタックを更新して、リソース (GamesTable) とそれに関連するパラメータと出力をスタックから削
除します。
update-stack --stack-name "stack-name"

スタック障害オプション
プロビジョニングに失敗した場合は、正常にプロビジョニングされたリソースをロールバックせずに、障
害発生時点から開始して、アプリケーションを繰り返し開発できます。スタック障害オプションを指定す
ることで、CREATE_FAILED または UPDATE_FAILED ステータスのリソースをトラブルシューティング
できます。すべてのスタックデプロイと変更セットのオペレーションに対して、障害オプションをプロビ
ジョニングできます。
• 作成オペレーションを [正常にプロビジョニングされたリソースを保持] に設定すると、成功したリソー
スの状態が保持されますが、失敗したリソースは、次の更新オペレーションが実行されるまで失敗した
状態のままになります。
• [正常にプロビジョニングされたリソースを保持] に設定された更新および変更セットのオペレーション
は、失敗したリソースを最後の既知の安定した状態にロールバックしながら、成功したリソースの状態
を保持します。失敗したリソースは UPDATE_FAILED 状態になります。最後の既知の安定状態のないリ
ソースは、次のスタックオペレーション時に削除されます。
失敗したリソースのロールバックの一時停止の詳細については、次のセクションを参照してください。
• スタック障害オプションの概要 (p. 213)
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• スタックのロールバックを一時停止する条件 (p. 213)
• 正常にプロビジョニングされたリソースを保持する (コンソール) (p. 214)
• 正常にプロビジョニングされたリソースを保持する (AWS CLI) (p. 215)

スタック障害オプションの概要
AWS CloudFormation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) からオペレー
ションを発行する前に、プロビジョニングされたリソースの障害に対する動作を指定します。次に、他の
変更を加えることなく、リソースのデプロイプロセスを続行します。オペレーションに障害が発生した場
合、CloudFormation は、各独立したプロビジョニングパスの最初の障害で停止します。CloudFormation
はリソース間の依存関係を識別して、独立したプロビジョニングアクションを並列化します。次に、障害
が発生するまで、各独立したプロビジョニングパスでリソースのプロビジョニングを続行します。1 つの
パスで障害が発生しても、他のプロビジョニングパスには影響しません。CloudFormation は、完了するま
でリソースのプロビジョニングを続行するか、別の障害で停止します。
問題を修正して、デプロイプロセスを続行します。CloudFormation は、以前に正常にプロビジョニン
グできなかったリソースに対してプロビジョニングアクションを再試行する前に、必要な更新を実行
します。問題を修正するには、再試行、更新、またはロールバックオペレーションを送信します。例え
ば、Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングしていて、作成オペレーション中に EC2 インスタン
スが失敗した場合、失敗したリソースをすぐにロールバックするのではなく、エラーを調査することをお
勧めします。システムステータスチェックとインスタンスステータスチェックを確認し、問題が解決した
ら [再試行] オペレーションを選択できます。
スタックオペレーションが失敗し、[スタック障害オプション] メニューから [正常にプロビジョニングされ
たリソースを保持する] を指定した場合、次のオプションを選択できます。
• 再試行 – 失敗したリソースに対するプロビジョニングオペレーションを再試行し、スタックオペレー
ションが正常に完了するか、次の障害が発生するまで、テンプレートのプロビジョニングを続行しま
す。AWS Identity and Access Management(IAM) アクセス許可など、テンプレートの変更を必要としな
い問題が原因でリソースのプロビジョニングに失敗した場合は、このオプションを選択します。
• 更新 – プロビジョニングされたリソースは、テンプレートの更新時に更新されます。作成または更新に
失敗したリソースは再試行されます。テンプレートエラーが原因でリソースのプロビジョニングに失敗
し、テンプレートを変更した場合は、このオプションを選択します。FAILED 状態のスタックを更新す
る場合、スタックの更新を続行するには、[スタック障害オプション] の [正常にプロビジョニングされた
リソースを保持する] を選択する必要があります。
• ロールバック – CloudFormation はスタックを最後に既知の安定状態にロールバックします。

スタックのロールバックを一時停止する条件
スタック内の失敗したリソースのロールバックを一時停止するには、次の条件を満たす必要があります。
• スタックオペレーション中に、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する] パラメータを指定
する必要があります。ロールバック動作の詳細については、「AWS CloudFormation スタックオプショ
ンの設定」を参照してください。
• スタックオペレーションのスタックステータスは、CREATE_FAILED または UPDATE_FAILED である必
要があります。スタックステータスの詳細については、「スタックステータスコード」を参照してくだ
さい。

Note
イミュータブルな更新タイプはサポートされていません。
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正常にプロビジョニングされたリソースを保持する
(コンソール)
Create stack

スタックの作成オペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation
で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

[スタックの作成] を選択し、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。

3.

[テンプレートの指定] ページで、以下のいずれかのオプションを使用してスタックのテンプレー
トを選択します。
• Template is ready (テンプレートの準備ができています)
• Use a sample template (サンプルテンプレートの使用)
• Create template in Designer (デザイナーでテンプレートを作成)
設定を受け入れ、[次へ] を選択します。

4.

[スタック詳細の指定] ページで、[スタックの名前] ボックスにスタック名を入力します。

5.

(Optional) [パラメータ] セクションで、スタックテンプレートで定義されているパラメータを指定
します。
デフォルト値を持つパラメーターを使用または変更できます。

6.

パラメータ値に問題がなければ、[次へ] を選択します。

7.

[スタックオプションの設定] ページで、スタックの追加オプションを設定できます。

8.

[スタック障害オプション] で、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する] を選択しま
す。

9.

スタックオプションに問題がなければ、[次へ] を選択します。

10. [確認] ページでスタックを確認し、[スタックの作成] を選択します。
結果: リソースの作成に失敗すると、スタックステータスが CREATE_FAILED に変わり、スタックオ
ペレーションで障害が発生したときにスタックがロールバックされないようにします。正常にプロビ
ジョニングされたリソースは CREATE_COMPLETE 状態になります。スタックは [スタックイベント]
タブでモニタリングできます。
Update stack

スタックの更新オペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation
で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

更新するスタックを選択し、[更新] を選択します。

3.

[スタックの更新] ページで、次のオプションの 1 つを使用してスタックのテンプレートを選択し
ます:
• 現在のテンプレートを使用
• 現在のテンプレートを置換
• デザイナーでテンプレートを編集
設定を受け入れ、[次へ] を選択します。
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4.

[スタックの詳細の指定] ページで、スタックテンプレートで定義されているパラメータを指定し
ます。
デフォルト値を持つパラメーターを使用または変更できます。

5.

パラメータ値に問題がなければ、[次へ] を選択します。

6.

[スタックオプションの設定] ページで、スタックの追加オプションを設定できます。

7.

[プロビジョニング失敗時の動作] で、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する] を選
択します。

8.

スタックオプションに問題がなければ、[次へ] を選択します。

9.

[確認] ページでスタックを確認し、[スタックの更新] を選択します。

結果: リソースの更新に失敗すると、スタックステータスが UPDATE_FAILED に変わり、最後の既
知の安定状態にロールバックします。最後の既知の安定状態のないリソースは、次のスタックオペ
レーション時に CloudFormation によって削除されます。正常にプロビジョニングされたリソース
は、CREATE_COMPLETE または UPDATE_COMPLETE 状態になります。スタックは [スタックイベン
ト] タブでモニタリングできます。
Change set

Note
CREATE_FAILED または UPDATE_FAILED のステータスにあるスタックの変更セットを開始
できますが、ステータスが UPDATE_ROLLBACK_FAILED の場合は開始できません。

変更セットオペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation
で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

開始する変更セットを含むスタックを選択し、[変更せッと] タブを選択します。

3.

変更セットを選択し、[実行] を選択します。

4.

[変更セットの実行] で、[正常にプロビジョニングされたリソースを保持する] オプションを選択
します。

5.

[変更セットの実行] を選択します。

結果: リソースの更新に失敗すると、スタックステータスが UPDATE_FAILED に変わり、最後の既
知の安定状態にロールバックします。最後の既知の安定状態のないリソースは、次のスタックオペ
レーション時に CloudFormation によって削除されます。正常にプロビジョニングされたリソース
は、CREATE_COMPLETE または UPDATE_COMPLETE 状態になります。スタックは [スタックイベン
ト] タブでモニタリングできます。

正常にプロビジョニングされたリソースを保持する
(AWS CLI)
Create stack

スタック作成オペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには
create-stack オペレーション中に disable-rollback オプションまたは on-failure
DO_NOTHING 列挙を指定します。
1.

disable-rollback オプションを使用して、create-stack コマンドにスタック名とテンプ
レートを指定します。
API バージョン 2010-05-15
215

AWS CloudFormation ユーザーガイド
正常にプロビジョニングされた
リソースを保持する (AWS CLI)
aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://
DOC-EXAMPLE-BUCKET.json -–disable-rollback

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}

2.

describe-stacks オプションを使用して、スタックの状態を記述します。
aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"Stacks": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template",
"Tags": [],
"Outputs": [],
"StackStatusReason": “The following resource(s) failed to create:
[MyBucket]”,
"CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "CREATE_FAILED",
"DisableRollback": true
}
]
}

Update stack

スタックの更新オペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには。
update-stack オペレーション中に disable-rollback オプションまたは on-failure
DO_NOTHING 列挙を指定します。
1.

disable-rollback オプションを使用して、update-stack コマンドに既存のスタック名とテ
ンプレートを指定します。
aws cloudformation update-stack --stack-name myteststack --template-url DOCEXAMPLE-BUCKET.template --disable-rollback

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}
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2.

describe-stacks または describe-stack-events オプションを使用して、スタックの状態
を記述します。
aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"Stacks": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template",
"Tags": [],
"Outputs": [],
"CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "UPDATE_COMPLETE",
"DisableRollback": true
}
]
}

Change set

Note
CREATE_FAILED または UPDATE_FAILED のステータスにあるスタックの変更セットを開始
できますが、ステータスが UPDATE_ROLLBACK_FAILED の場合は開始できません。

変更セットオペレーション中に正常にプロビジョニングされたリソースを保持するには
execute-change-set オペレーション中に disable-rollback オプションまたは on-failure
DO_NOTHING 列挙を指定します。
1.

disable-rollback オプションを使用して、execute-change-set コマンドにスタック名と
テンプレートを指定します。
aws cloudformation execute-change-set --stack-name myteststack --change-setname my-change-set --template-body file://template.yaml

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"Id": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/my-change-set/
bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}

2.

disable-rollback オプションで変更セットを開始します。
aws cloudformation execute-change-set --stack-name myteststack --change-setname my-change-set -–disable-rollback

3.

describe-stacks または describe-stack-events オプションを使用して、スタックのス
テータスを判断します。
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{

"StackEvents": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"EventId": "49c966a0-7b74-11ea-8071-024244bb0672",
"StackName": "myteststack",
"LogicalResourceId": " MyBucket",
"PhysicalResourceId": "MyBucket",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
"Timestamp": "2020-04-10T21:43:17.015Z",
"ResourceStatus": "UPDATE_FAILED"
"ResourceStatusReason": "User XYZ is not allowed to perform
S3::UpdateBucket on MyBucket"
}
}

4.

アクセス許可エラーを修正し、オペレーションを再試行します。
aws cloudformation update-stack --stack-name myteststack --use-previous-template -disable-rollback

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}

5.

describe-stacks または describe-stack-events オプションを使用して、スタックの状態
を記述します。
aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"Stacks": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template",
"Tags": [],
"Outputs": [],
"CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
"Capabilities": [],
"StackName": "myteststack",
"StackStatus": "UPDATE_COMPLETE",
"DisableRollback": true
}
]
}
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スタックのロールバック
スタックを CREATE_FAILED または UPDATE_FAILED スタックステータスからロールバックす
るには
スタックを最後の安定状態にロールバックする rollback-stack オペレーションを指定します。
•

rollback-stack オペレーションでロールバックを開始し、スタック名を指定します。
aws cloudformation rollback-stack --stack-name myteststack

このコマンドは、次の出力を返します。
{

"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}

Note
rollback-stack オペレーションは、スタックに最後の既知の安定状態が含まれていない場合、
スタックを削除します。

スタック間でのリソースの移動
resource import 機能を使用すると、スタック間でリソースを移動、またはリファクタリングできま
す。まず、移動するリソースに Retain 削除ポリシーを追加して、ソーススタックからリソースを削除し
てターゲットスタックにインポートするときにリソースが保持されるようにする必要があります。

Important
すべてのリソースがインポートオペレーションをサポートしているわけではありません。スタッ
クからリソースを削除する前に、「インポートオペレーションをサポートするリソース」を参照
してください。インポートオペレーションをサポートしていないリソースをスタックから削除す
る場合、そのリソースを別のスタックにインポートしたり、ソーススタックに戻したりすること
はできません。

AWS Management Console を使用したスタックのリ
ファクタリング
1.

移動元テンプレートで、移動するリソースに Retain DeletionPolicy を指定します。
次のサンプルソーステンプレートでは、Games がこのリファクタリングの対象です。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
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"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}

}

2.

}

}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}

AWS CloudFormation コンソールを開き、スタック更新を実行して削除ポリシーを適用します。
a.

[スタック] ページで、スタックを選択した状態で [更新] を選択します。

b.

[Prepare template (テンプレートの準備)] で、[Replace current template (現在のテンプレートを置
換)] を選択します。

c.

[Specify template (テンプレートを指定)] の下にある GamesTable で、DeletionPolicy 属性に
より更新されたソーステンプレートを指定し、[次へ] を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスで更新されたソーステンプレートの URL を指
定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、更新されたソーステ
ンプレートファイルを参照します。

d.

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページでは、変更の必要はありません。[次へ] を選
択します。

e.

[スタックオプションの設定] ページでは、変更の必要はありません。[次へ] を選択します。

f.

[Review stack_name (stack_name の確認)] ページで、変更を確認します。テンプレートに IAM
リソースが含まれる場合は、[I acknowledge that this template may create IAM resources (このテ
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ンプレートが IAM リソースを作成する可能性を認識しています)] を選択して、テンプレート内の
IAM リソースを使用することを指定します。テンプレート内の IAM リソースの使用の詳細につい
ては、「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照してくだ
さい。次に、変更セットを作成してソーススタックを更新するか、ソーススタックを直接更新し
ます。
3.

ソーステンプレートからリソース、関連パラメータ、および出力を削除し、それらをターゲットテン
プレートに追加します。
ソーステンプレートは次のようになります。

Example JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
}
}

次のターゲットテンプレートの例には、現在 PlayersTable リソースがあり、さらに GamesTable
も含まれています。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"PlayersTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"TableName": "Players",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
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"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"

}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}

}

}

}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}

4.

ステップ 2–3 を繰り返してソーススタックを再度更新します。今回は、スタックからターゲットリ
ソースを削除します。

5.

インポートオペレーションを実行して、GamesTable をターゲットスタックに追加します。
a.

[スタック] ページで、親スタックを選択した状態で [Stack actions (スタックアクション)] を選択
し、[Import resources into stack (リソースをスタックにインポートする)] を選択します。

b.

[Import overview (インポートの概要)] ページを参照して、このオペレーション中に指定する必要
がある項目の一覧を確認してください。続いて、[Next] を選択します。

c.

[Specify template (テンプレートを指定)] ページで、以下のいずれかの操作を行い、[次へ] を選択
します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスで URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、アップロードする
ファイルを参照します。

d.

[Identify resources (リソースの識別)] ページで、移動するリソース（この例では GamesTable）
を特定します。
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1. [Identifier property (識別子のプロパティ)] で、リソース識別子のタイプを選択します。たとえ
ば、AWS::DynamoDB::Table リソースは TableName プロパティを使用して識別できます。
2. [Identifier value (識別子の値)] に、実際のプロパティ値を入力します。たとえ
ば、GamesTables と指定します。

3. [Next] を選択します。
e.

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、任意のパラメータを変更し、[次へ] を選
択します。これにより、変更セットが自動的に作成されます。

Important
作成、更新、または削除オペレーションを開始する既存のパラメータを変更すると、イ
ンポートオペレーションは失敗します。
f.

[Review stack_name (stack_name の確認)] ページで、インポートしようとしているリソースが
正しいことを確認し、[Import resources (リソースのインポート)] を選択します。これにより、最
後のステップで作成した変更セットが自動的に実行されます。この時点で、インポートされたリ
ソースにはスタックレベルのタグが適用されます。

g.

親スタックの [Stack details (スタックの詳細)] ページの [イベント] ペインが表示されます。

Note
AWS::CloudFormation::Stack リソースはすでに AWS CloudFormation によって管
理されているため、このインポートオペレーションの後、親スタックでドリフト検出を
実行する必要はありません。

AWS CLI を使用したスタックのリファクタリング
1.

移動元テンプレートで、移動するリソースに Retain DeletionPolicy を指定します。
次のサンプルソーステンプレートでは、GamesTable がこのリファクタリングの対象です。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
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}

2.

}

"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}

ソーススタックを更新して、削除ポリシーをリソースに適用します。
update-stack --stack-name "source-stack-name"

3.

ソーステンプレートからリソース、関連パラメータ、および出力を削除し、それらをターゲットテン
プレートに追加します。
ソーステンプレートは次のようになります。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"ServiceTable":{
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}

}

}

"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}

次のターゲットテンプレートの例には、現在 PlayersTable リソースがあり、さらに GamesTable
も含まれています。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Import test",
"Resources": {
"PlayersTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"TableName": "Players",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}
}
},
"GamesTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"TableName": "Games",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "key",
"AttributeType": "S"
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}

}

4.

}

}

}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "key",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 1
}

ソーススタックを更新して、GamesTable リソースとそれに関連するパラメータと出力をスタックか
ら削除します。
aws cloudformation update-stack --stack-name "source-stack-name"

5.

以下のパラメータを使用して、タイプ IMPORT の変更セットを作成します。--resources-toimport はインライン YAML をサポートしていません。
> aws cloudformation create-change-set
--stack-name TargetStack --change-set-name ImportChangeSet
--change-set-type IMPORT
--resources-to-import "[{\"ResourceType\":\"AWS::DynamoDB::Table\",
\"LogicalResourceId\":\"GamesTable\",\"ResourceIdentifier\":{\"TableName\":
\"Games\"}}]"
--template-body file://templateToImport.json

AWS CLI は、次の例に示すように、resources-to-import パラメータへの入力としてテキスト
ファイルもサポートします。
--resources-to-import: file://resourcesToImport.txt

このチュートリアルでは、file://resourcesToImport.txt に次の内容が含まれています。
[

]

6.

{

}

"ResourceType":"AWS::DynamoDB::Table",
"LogicalResourceId":"GamesTable",
"ResourceIdentifier": {
"TableName":"Games"
}

変更セットを確認し、正しいリソースがターゲットスタックにインポートされることを確認します。
> aws cloudformation describe-change-set --change-set-name ImportChangeSet

7.

変更セットを実行して、リソースをターゲットスタックにインポートします。この時点で、インポー
トされたリソースにはスタックレベルのタグが適用されます。オペレーション (IMPORT_COMPLETE)
が正常に完了すると、リソースは正常にインポートされています。
> aws cloudformation execute-change-set --change-set-name ImportChangeSet
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Note
リソースはすでに AWS CloudFormation によって管理されているため、このインポートオペ
レーションの後、ターゲットスタックでドリフト検出を実行する必要はありません。

インポートおよびドリフト検出オペレーションをサ
ポートするリソース
AWS CloudFormation は、次の公開されている (AWS) リソースタイプのリソースインポートおよびドリフ
ト検出オペレーションをサポートします。
さらに、CloudFormation は、プロビジョニング可能なプライベートリソースタイプ、つまりプロビジョ
ニングタイプが FULLY_MUTABLE または IMMUTABLE のどちらかのインポートオペレーションおよびド
リフト検出オペレーションをサポートします。プライベートリソースタイプのリソースでインポートま
たはドリフト検出を実行するには、アカウントに登録したリソースタイプのデフォルトバージョンをプロ
ビジョニング可能にする必要があります。リソースのプロビジョニングタイプの詳細については、AWS
CloudFormation API Referenceの「DescribeType」アクション、および AWS CLI Command Referenceの
「DescribeType」コマンドそれぞれの ProvisioningType パラメータを参照してください。
ドリフト検出の詳細については、「スタックとリソースに対するアンマネージド型設定変更の検出」を参
照してください。
サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

AWS Amplify

AWS::Amplify::App

AWS::Amplify::App

AWS::Amplify::Branch

AWS::Amplify::Branch

AWS::Amplify::Domain

AWS::Amplify::Domain

AWS::ApiGateway::ApiKey

AWS::ApiGateway::ApiKey

AWS::ApiGateway::Authorizer

AWS::ApiGateway::Authorizer

AWS::ApiGateway::Deployment

AWS::ApiGateway::Deployment

AWS::ApiGateway::Method

AWS::ApiGateway::Method

AWS::ApiGateway::Model

AWS::ApiGateway::Model

AWS::ApiGateway::Resource

AWS::ApiGateway::Resource

AWS::ApiGateway::RestApi

AWS::ApiGateway::RestApi

Amazon API Gateway

AWS::ApiGateway::RequestValidator
AWS::ApiGateway::RequestValidator
AWS::ApiGateway::Stage

AWS::ApiGateway::Stage

AWS::ApiGateway::UsagePlanKey AWS::ApiGateway::UsagePlanKey
Amazon AppFlow

AWS App Mesh

AWS::AppFlow::Flow

AWS::AppFlow::Flow

AWS::AppFlow::ConnectorProfile

AWS::AppFlow::ConnectorProfile

AWS::AppMesh::GatewayRoute

AWS::AppMesh::GatewayRoute
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

AWS::AppMesh::VirtualGateway

AWS::AppMesh::VirtualGateway

AWS App Runner

AWS# AppRunner#Service

AWS# AppRunner#Service

Amazon Athena

AWS::Athena::DataCatalog

AWS::Athena::DataCatalog

AWS::Athena::NamedQuery

AWS::Athena::NamedQuery

AWS::Athena::PreparedStatement AWS::Athena::PreparedStatement
AWS::Athena::WorkGroup
AWS Audit Manager

AWS::AuditManager::Assessment

AWS 予算

AWS::Budgets::BudgetsAction

AWS Certificate Manager

AWS::CertificateManager::Account AWS::CertificateManager::Account

AWS Billing and Cost
Management

AWS::CE::AnomalyMonitor

AWS::CE::AnomalyMonitor

AWS::CE::AnomalySubscription

AWS::CE::AnomalySubscription

AWS::CE::CostCategory

AWS::CUR::ReportDefinition

AWS::Budgets::BudgetsAction

AWS::CUR::ReportDefinition
AWS Certificate Manager

AWS::ACMPCA::Certificate
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation

AWS Chatbot

AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration

CloudFormation

AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
AWS::CloudFormation::ModuleVersion
AWS::CloudFormation::ResourceVersion
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion
AWS::CloudFormation::Stack
AWS::CloudFormation::Publisher
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
AWS::CloudFormation::ResourceVersion
AWS::CloudFormation::Stack
AWS::CloudFormation::StackSet
AWS::CloudFormation::TypeActivation
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon CloudFront

AWS::CloudFront::CachePolicy

AWS::CloudFront::Distribution

AWS::CloudFront::Distribution

AWS# CloudFront#Function

AWS# CloudFront#Function

AWS::CloudFront::KeyGroup

AWS::CloudFront::KeyGroup

AWS::CloudFront::PublicKey

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy
AWS::CloudFront::PublicKey
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig
AWS CloudTrail

AWS::CloudTrail::Trail

Amazon CloudWatch

AWS::ApplicationInsights::Application
AWS::ApplicationInsights::Application
AWS::CloudWatch::Alarm

AWS::CloudTrail::Trail

AWS::CloudWatch::Alarm

AWS::CloudWatch::CompositeAlarmAWS::CloudWatch::CompositeAlarm
AWS::CloudWatch::MetricStream

AWS::CloudWatch::MetricStream

AWS::Logs::LogGroup

AWS::Logs::LogGroup

AWS::Logs::MetricFilter

AWS::Logs::MetricFilter

AWS::Logs::QueryDefinition

AWS::Logs::QueryDefinition

AWS::Logs::ResourcePolicy

AWS::Logs::ResourcePolicy

AWS::Logs::SubscriptionFilter

AWS::Logs::SubscriptionFilter

AWS::Synthetics::Canary
AWS CodeArtifact

AWS::CodeArtifact::Domain

AWS::CodeArtifact::Domain

AWS::CodeArtifact::Repository

AWS::CodeArtifact::Repository

Amazon CodeGuru Profiler

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup

Amazon CodeGuru Reviewer

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociatio

AWS CodeStar

AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection

Amazon Connect

AWS::AppIntegrations::EventIntegration
AWS::AppIntegrations::EventIntegration
AWS::Connect::QuickConnect

AWS Config

AWS::Connect::QuickConnect

AWS::Config::ConfigurationAggregator
AWS::Config::ConfigurationAggregator
AWS::Config::ConformancePack

AWS::Config::ConformancePack

AWS::Config::OrganizationConformancePack
AWS::Config::OrganizationConformancePack
AWS::Config::StoredQuery
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

CustomerProfiles TODO

AWS::CustomerProfiles::Domain

AWS::CustomerProfiles::Domain

AWS::CustomerProfiles::Integration AWS::CustomerProfiles::Integration
AWS::CustomerProfiles::ObjectTypeAWS::CustomerProfiles::ObjectType
AWS DataSync

AWS::DataSync::Agent

AWS::DataSync::Agent

AWS::DataSync::LocationEFS

AWS::DataSync::LocationEFS

AWS::DataSync::LocationFSxWindows
AWS::DataSync::LocationFSxWindows
AWS::DataSync::LocationNFS

AWS::DataSync::LocationNFS

AWS::DataSync::LocationObjectStorage
AWS::DataSync::LocationObjectStorage

Amazon Detective

AWS::DataSync::LocationS3

AWS::DataSync::LocationS3

AWS::DataSync::LocationSMB

AWS::DataSync::LocationSMB

AWS::DataSync::Task

AWS::DataSync::Task

AWS::Detective::Graph

AWS::Detective::Graph

AWS::Detective::MemberInvitation AWS::Detective::MemberInvitation
Amazon DevOps Guru

AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection

Amazon DynamoDB

AWS# DynamoDB#GlobalTable
AWS::DynamoDB::Table
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon EC2

AWS::EC2::CarrierGateway

AWS::EC2::CarrierGateway

AWS::EC2::EC2Fleet

AWS::EC2::EC2Fleet

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
AWS::EC2::EIP

AWS::EC2::EIP

AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociatio
AWS::EC2::FlowLog

AWS::EC2::FlowLog

AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
AWS::EC2::Instance

AWS::EC2::Instance

AWS::EC2::InternetGateway

AWS::EC2::InternetGateway

AWS::EC2::LocalGatewayRoute

AWS::EC2::LocalGatewayRoute

AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssoc
AWS::EC2::NatGateway

AWS::EC2::NatGateway

AWS::EC2::NetworkAcl

AWS::EC2::NetworkAcl

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysisAWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
AWS::EC2::NetworkInsightsPath

AWS::EC2::NetworkInsightsPath

AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::NetworkInterface

AWS::EC2::PrefixList

AWS::EC2::PrefixList

AWS::EC2::RouteTable

AWS::EC2::RouteTable

AWS::EC2::SecurityGroup

AWS::EC2::SecurityGroup

AWS::EC2::SpotFleet

AWS::EC2::SpotFleet

AWS::EC2::Subnet

AWS::EC2::Subnet

AWS::EC2::TransitGateway

AWS::EC2::TransitGateway

AWS::EC2::TransitGatewayConnectAWS::EC2::TransitGatewayConnect
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAss

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMemb

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSourc
AWS#EC2#TransitGatewayPeeringAttachment
AWS#EC2#TransitGatewayPeeringAttachment
AWS::EC2::Volume

AWS::EC2::Volume

AWS::EC2::VPC

AWS::EC2::VPC
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon EC2 Auto Scaling

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
AWS::AutoScaling::LifecycleHook AWS::AutoScaling::LifecycleHook
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy

AWS::AutoScaling::ScheduledActionAWS::AutoScaling::ScheduledAction

EC2 Image Builder

AWS::AutoScaling::WarmPool

AWS::AutoScaling::WarmPool

AWS::ImageBuilder::Component

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
AWS::ImageBuilder::Image
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
Amazon ECR

AWS::ECR::PublicRepository

AWS::ECR::PublicRepository

AWS::ECR::RegistryPolicy

AWS::ECR::RegistryPolicy

AWS::ECR::ReplicationConfiguration
AWS::ECR::ReplicationConfiguration
Amazon ECS

AWS::ECS::CapacityProvider

AWS::ECS::CapacityProvider

AWS::ECS::Cluster

AWS::ECS::PrimaryTaskSet

AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
AWS::ECS::Service
AWS::ECS::PrimaryTaskSet

AWS::ECS::TaskSet

AWS::ECS::Service
AWS::ECS::TaskDefinition
AWS::ECS::TaskSet
Amazon EFS

Amazon EKS

AWS::EFS::AccessPoint

AWS::EFS::AccessPoint

AWS::EFS::FileSystem

AWS::EFS::FileSystem

AWS::EKS::Addon

AWS::EKS::Addon

AWS::EKS::FargateProfile
ElastiCache

AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup
AWS::ElastiCache::User

AWS::ElastiCache::User

AWS::ElastiCache::UserGroup

AWS::ElastiCache::UserGroup
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Elastic Load Balancing

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Amazon EMR

AWS::EMR::Studio

AWS::EMR::Studio

AWS::EMR::StudioSessionMapping AWS::EMR::StudioSessionMapping
Amazon EMR

AWS# EMRContainers# Studio

AWS# EMRContainers# Studio

AWS# emrContainers#
StudioSessionMapping

AWS# emrContainers#
StudioSessionMapping

AWS::EMRContainers::VirtualCluster
AWS::EMRContainers::VirtualCluster
Amazon EventBridge

AWS::Events::ApiDestination

AWS::Events::ApiDestination

AWS::Events::Archive

AWS::Events::Archive

AWS::Events::Connection

AWS::Events::Connection

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
AWS::Events::Rule
AWS::Events::Rule
Amazon FinSpace

AWS# FinSpace#Environment

AWS# FinSpace#Environment

AWS Firewall Manager

AWS::FMS::NotificationChannel

AWS::FMS::NotificationChannel

AWS::FMS::Policy
Amazon Fraud Detector

AWS::FraudDetector::Detector

AWS#Fraudetector# EntityType

AWS::FraudDetector::EntityType

AWS::FraudDetector::Label

AWS::FraudDetector::EventType

AWS::FraudDetector::Outcome

AWS::FraudDetector::Label

AWS::FraudDetector::Variable

AWS::FraudDetector::Outcome
AWS::FraudDetector::Variable
Amazon GameLift

AWS::GameLift::Alias

AWS::GameLift::Alias

AWS::GameLift::Fleet

AWS::GameLift::Fleet

AWS::GameLift::GameServerGroupAWS::GameLift::GameServerGroup
AWS Global Accelerator

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
AWS::GlobalAccelerator::Listener
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

AWS Glue

AWS::Glue::Registry

AWS::Glue::Registry

AWS::Glue::Schema

AWS::Glue::Schema

AWS::Glue::SchemaVersion

AWS::Glue::SchemaVersion

AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
AWS Glue DataBrew

AWS::DataBrew::Dataset

AWS::DataBrew::Dataset

AWS::DataBrew::Job

AWS::DataBrew::Job

AWS::DataBrew::Project

AWS::DataBrew::Project

AWS::DataBrew::Recipe

AWS::DataBrew::Recipe

AWS::DataBrew::Schedule

AWS::DataBrew::Schedule

AWS FIS

AWS::FIS::ExperimentTemplate

AWS::FIS::ExperimentTemplate

AWS IoT Greengrass

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

AWS Ground Station

AWS::GroundStation::Config

AWS::GroundStation::Config

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
AWS::GroundStation::MissionProfileAWS::GroundStation::MissionProfile
AWS Identity and Access
Management

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer

AWS::IAM::Group

AWS::IAM::Group

AWS::IAM::InstanceProfile

AWS::IAM::InstanceProfile

AWS::IAM::OIDCProvider

AWS::IAM::OIDCProvider

AWS::IAM::ManagedPolicy

AWS::IAM::ManagedPolicy

AWS::IAM::Role

AWS::IAM::Role

AWS::IAM::SAMLProvider

AWS::IAM::SAMLProvider

AWS::IAM::ServerCertificate

AWS::IAM::ServerCertificate

AWS::IAM::User

AWS::IAM::User

AWS::IAM::VirtualMFADevice

AWS::IAM::VirtualMFADevice
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

AWS IoT Core

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
AWS::IoT::Authorizer

AWS::IoT::Authorizer

AWS::IoT::Certificate

AWS::IoT::CustomMetric

AWS::IoT::CustomMetric

AWS::IoT::Dimension

AWS::IoT::Dimension

AWS::IoT::DomainConfiguration

AWS::IoT::DomainConfiguration

AWS::IoT::MitigationAction

AWS::IoT::MitigationAction

AWS::IoT::ProvisioningTemplate

AWS::IoT::ProvisioningTemplate

AWS::IoT::ScheduledAudit

AWS::IoT::ScheduledAudit

AWS::IoT::Thing

AWS::IoT::SecurityProfile

AWS::IoT::TopicRule

AWS::IoT::Thing

AWS::IoT::TopicRuleDestination

AWS::IoT::TopicRule

AWS# IOTFleetHub# Application

AWS::IoT::TopicRuleDestination

AWS::IoTWireless::Destination

AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition
AWS::IoTWireless::DeviceProfile
AWS::IoTFleetHub::Application
AWS::IoTWireless::Destination
AWS::IoTWireless::DeviceProfile
AWS# IOTWireless#
PertnerAccount
AWS::IoTWireless::ServiceProfile
AWS# IOTWireless#
TaskDefinition

AWS# IOTWireless#
PertnerAccount
AWS::IoTWireless::ServiceProfile
AWS# IOTWireless#
TaskDefinition
AWS::IoTWireless::WirelessDevice
AWS::IoTWireless::WirelessGateway

AWS::IoTWireless::WirelessDevice
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
AWS IoT Events

AWS::IoTEvents::DetectorModel

AWS::IoTEvents::DetectorModel

AWS::IoTEvents::Input

AWS::IoTEvents::Input
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

AWS IoT SiteWise

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy

AWS::IoTSiteWise::Asset

AWS::IoTSiteWise::Asset

AWS::IoTSiteWise::AssetModel

AWS::IoTSiteWise::AssetModel

AWS::IoTSiteWise::Dashboard

AWS::IoTSiteWise::Dashboard

AWS::IoTSiteWise::Gateway

AWS::IoTSiteWise::Gateway

AWS::IoTSiteWise::Portal

AWS::IoTSiteWise::Project

AWS::IoTSiteWise::Project
Amazon Interactive Video
Service

AWS::IVS::Channel

AWS::IVS::Channel

AWS::IVS::PlaybackKeyPair

AWS::IVS::PlaybackKeyPair

AWS::IVS::RecordingConfiguration AWS::IVS::RecordingConfiguration
AWS::IVS::StreamKey

AWS::IVS::StreamKey

AWS::Kendra::DataSource

AWS::Kendra::DataSource

AWS::Kendra::Faq

AWS::Kendra::Faq

AWS::Kendra::Index

AWS::Kendra::Index

Amazon Keyspaces (for Apache
Cassandra)

AWS::Cassandra::Keyspace

AWS::Cassandra::Keyspace

AWS::Cassandra::Table

AWS::Cassandra::Table

Amazon Kinesis

AWS::Kinesis::Stream

AWS::Kinesis::Stream

Kinesis Data Firehose

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

AWS Key Management Service

AWS::KMS::Key

Amazon Kendra

AWS::KMS::ReplicaKey
AWS Lambda

AWS::Lambda::Alias

AWS::Lambda::CodeSigningConfig

AWS::Lambda::CodeSigningConfig AWS::Lambda::Version
AWS::Lambda::Function
AWS::Lambda::Version
License Manager

AWS::LicenseManager::Grant

AWS::LicenseManager::Grant

AWS::LicenseManager::License

AWS::LicenseManager::License
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リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon Location Service

AWS::Location::GeofenceCollectionAWS::Location::GeofenceCollection
AWS::Location::Map

AWS::Location::Map

AWS::Location::PlaceIndex

AWS::Location::PlaceIndex

AWS::Location::RouteCalculator

AWS::Location::RouteCalculator

AWS::Location::Tracker

AWS::Location::Tracker

AWS::Location::TrackerConsumer
Amazon Lookout for Equipment

AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler

Amazon Lookout for Metrics

AWS::LookoutMetrics::Alert

AWS::LookoutMetrics::Alert

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
Amazon Lookout for Vision

AWS::LookoutVision::Project

Amazon Macie

AWS::Macie::CustomDataIdentifier AWS::Macie::CustomDataIdentifier

AWS Elemental MediaConnect

AWS::LookoutVision::Project

AWS::Macie::FindingsFilter

AWS::Macie::FindingsFilter

AWS::Macie::Session

AWS::Macie::Session

AWS::MediaConnect::Flow

AWS::MediaConnect::Flow

AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
AWS::MediaConnect::FlowOutput
AWS::MediaConnect::FlowSource
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
AWS Elemental MediaPackage

AWS::MediaPackage::Asset

AWS::MediaPackage::Asset

AWS::MediaPackage::Channel

AWS::MediaPackage::Channel

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
AWS::MediaPackage::PackagingGroup
AWS::MediaPackage::PackagingGroup
Apache Airflow 用の Amazon マ
ネージドワークフロー (Amazon
MWAA)

AWS::MWAA::Environment

AWS::MWAA::Environment

AWS Network Firewall

AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
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サービス

リソースのインポート

AWS Network Manager

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAsso
AWS::NetworkManager::Device

ドリフトの検出

AWS::NetworkManager::Device

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
AWS::NetworkManager::Link

AWS::NetworkManager::Link

AWS::NetworkManager::LinkAssociation
AWS::NetworkManager::LinkAssociation
AWS::NetworkManager::Site

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistra

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
Amazon Nimble Studio

AWS# NimbleStudio#
LaunchProfile

AWS# NimbleStudio#
LaunchProfile

AWS# NimbleStudio#
streamingImage

AWS# NimbleStudio#
streamingImage

AWS# NimbleStudio# Studio

AWS# NimbleStudio# Studio

AWS# NimbleStudio#
StudioComponent

AWS# NimbleStudio#
StudioComponent

Amazon QLDB

AWS::QLDB::Stream

Amazon QuickSight

AWS::QuickSight::Analysis

AWS::QuickSight::Analysis

AWS::QuickSight::Dashboard

AWS::QuickSight::Dashboard

AWS::QuickSight::DataSet

AWS::QuickSight::DataSet

AWS::QuickSight::DataSource

AWS::QuickSight::DataSource

AWS::QuickSight::Template

AWS::QuickSight::Template

AWS::QuickSight::Theme

AWS::QuickSight::Theme

AWS Resource Groups

AWS::ResourceGroups::Group

AWS::ResourceGroups::Group

Amazon Relational Database
Service

AWS::RDS::DBCluster

AWS::RDS::DBCluster

AWS::RDS::DBInstance

AWS::RDS::DBInstance

AWS::RDS::DBProxy

AWS::RDS::DBProxyEndpoint

AWS::RDS::DBProxyEndpoint

AWS::RDS::GlobalCluster

AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
AWS::RDS::GlobalCluster
Amazon Redshift

AWS::Redshift::Cluster
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon Route 53

AWS::Route53::DNSSEC

AWS::Route53::DNSSEC

AWS::Route53::HostedZone

AWS::Route53::KeySigningKey

AWS::Route53::KeySigningKey

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessC

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGr

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSe
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAsso

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConf
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
Amazon Simple Storage Service

AWS::S3::AccessPoint

AWS::S3::Bucket

AWS::S3::Bucket

AWS::S3::StorageLens

AWS::S3::StorageLens

AWS::S3Outposts::AccessPoint

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
AWS::S3Outposts::Bucket
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
AWS::S3Outposts::BucketPolicy
AWS::S3Outposts::AccessPoint
AWS::S3Outposts::Bucket
AWS::S3Outposts::BucketPolicy
AWS::S3Outposts::Endpoint
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon SageMaker

AWS::SageMaker::App

AWS::SageMaker::App

AWS::SageMaker::AppImageConfigAWS::SageMaker::AppImageConfig
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::Device

AWS::SageMaker::Device

AWS::SageMaker::DeviceFleet

AWS::SageMaker::DeviceFleet

AWS::SageMaker::Domain

AWS::SageMaker::Domain

AWS::SageMaker::FeatureGroup

AWS::SageMaker::FeatureGroup

AWS::SageMaker::Image

AWS::SageMaker::Image

AWS::SageMaker::ImageVersion

AWS::SageMaker::ImageVersion

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinit
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
AWS::SageMaker::Pipeline
AWS::SageMaker::Pipeline

AWS::SageMaker::Project

AWS::SageMaker::Project

AWS::SageMaker::UserProfile

AWS::SageMaker::UserProfile
AWS Secrets Manager

AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
AWS::SecretsManager::RotationSchedule
AWS::SecretsManager::RotationSchedule

AWS Service Catalog

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation

AWS Signer

Amazon Simple Email Service

AWS::Signer::ProfilePermission

AWS::Signer::ProfilePermission

AWS::Signer::SigningProfile

AWS::Signer::SigningProfile

AWS::SES::ConfigurationSet

AWS::SES::ConfigurationSet

AWS::SES::ContactList

AWS::SES::ContactList
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サービス

リソースのインポート

ドリフトの検出

Amazon Simple Queue Service

AWS::SQS::Queue

AWS::SQS::Queue

Amazon Simple Notification
Service

AWS::SNS::Topic

AWS::SNS::Topic

AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single SignOn)

AWS::SSO::Assignment

AWS::SSO::Assignment

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
AWS::SSO::PermissionSet
AWS::SSO::PermissionSet

AWS Step Functions

AWS::StepFunctions::StateMachine

AWS Systems Manager

AWS::SSM::Association

AWS::SSM::Association

AWS::SSM::ResourceDataSync

AWS::SSM::ResourceDataSync

AWS#SSMContacts#Contacts

AWS#SSMContacts#Contacts

AWS#SSMContacts#ContactChannel
AWS#SSMContacts#ContactChannel
AWS::SSMIncidents::ReplicationSetAWS::SSMIncidents::ReplicationSet
AWS#
SSMIncidents#ResponsePlan

AWS#
SSMIncidents#ResponsePlan

Amazon Timestream

AWS::Timestream::Database

AWS::Timestream::Database

AWS Transfer Family

AWS::Transfer::Access

AWS::Transfer::Access

AWS WAF

AWS::WAFv2::IPSet

AWS::WAFv2::LoggingConfiguration

AWS::WAFv2::LoggingConfigurationAWS::WAFv2::RegexPatternSet
AWS::WAFv2::RegexPatternSet

AWS::WAFv2::RuleGroup

AWS::WAFv2::RuleGroup

AWS::WAFv2::WebACL

AWS::WAFv2::WebACL
AWS::WAFv2::WebACLAssociation
Amazon WorkSpaces

AWS::Workspaces::ConnectionAliasAWS::Workspaces::ConnectionAlias

AWS X-Ray

AWS# XRay#Group

AWS# XRay#Group

AWS::XRay::SamplingRule

AWS::XRay::SamplingRule

スタックの出力値のエクスポート
スタック間で情報を共有するには、スタックの出力値をエクスポートします。同じ AWS アカウントと
リージョンの他のスタックは、エクスポートされた値をインポートできます。たとえば、パブリックウェ
ブサーバーのサブネットやセキュリティグループの ID をエクスポートする単一ネットワーキングスタック
があります。パブリックウェブサーバーのあるスタックは、それらのネットワーキングリソースを簡単に
インポートできます。リソースの ID をスタックのテンプレートにハードコード化する、または、ID を入
力パラメータとして渡す必要はありません。
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スタックの出力値をエクスポートするには、スタックのテンプレートの Output (p. 350) セクションの
Export フィールドを使用します。これらの値をインポートするには、他のスタックのテンプレートの
Fn::ImportValue (p. 6681) 関数を使用します。チュートリアル、およびサンプルテンプレートについ
ては、チュートリアル: 別の AWS CloudFormation スタックのリソース出力を参照する (p. 401) を参照し
てください。

Note
別のスタックが出力値をインポート後、出力値をエクスポートしているスタックを削除したり、
エクスポートされた出力値を変更することはできません。エクスポートしているスタックを削除
したり出力値を変更する前に、インポートをすべて削除する必要があります。

スタックの出力値のエクスポートとネストされたス
タックの使用の比較
ネストされたスタックとは、AWS::CloudFormation::Stack リソースを使用して別のスタック内に作成した
スタックです。ネストされたスタックにより、1 つのスタックからすべてのリソースをデプロイし、管理
します。ネストされたスタックグループからの出力をグループ内の別のスタックへの入力として使用でき
ます。これは値のエクスポートとは異なります。
情報共有をネストされたスタックグループ内に隔離する場合は、ネストされたスタックを使用することを
推奨します。ネストされたスタックのグループ内に限らず、他のスタックと情報を共有するには、値をエ
クスポートします。たとえば、サブネットのあると 1 つのスタックを作成し、ID をエクスポートできま
す。他のスタックは、ID をインポートすることでそのサブネットを使用できます。各スタックが独自のサ
ブネットを作成する必要はありません。スタックがサブネット ID をインポートする限り、それを変更また
は削除することはできません。

エクスポートされた出力値のリスト
インポートできる値を確認するには、AWS CloudFormation コンソール、AWS CLI、または AWS
CloudFormation API を使用してエクスポートされた出力値をすべてリスト表示します。AWS
CloudFormation は、現在のリージョンのエクスポートされた出力の名前と値、および出力がエクスポート
されるスタックを表示します。スタックのテンプレートでエクスポートされた出力値を参照するには、エ
クスポート名と Fn::ImportValue (p. 6681) 関数を使用します。

エクスポートされた出力値 (コンソール) をリスト表示するには
•

AWS CloudFormation コンソールの [CloudFormation] ナビゲーションペインから、[エクスポート] を
選択します。
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エクスポートされた出力値 (AWS CLI) をリスト表示するには
•

aws cloudformation list-exports コマンドを実行します。

エクスポートされた出力値 (API) をリスト表示するには
•

ListExports API を実行します。

エクスポートされた出力値をインポートするスタッ
クのリスト
出力値をエクスポートすると、同じ AWS アカウントおよびリージョンにあるスタックでその値をイン
ポートできます。どのスタックが特定の出力値をインポートしているかを確認するには、リストインポー
トアクションを使用します。
エクスポートされた出力値を削除または編集するには、ListImports アクションを使用し
てそれらをインポートするスタックを追跡し、そのスタックを編集して、出力値を参照する
Fn::ImportValue (p. 6681) 関数を削除します。エクスポートされた出力値を削除または編集する前
に、エクスポートされた出力値を参照するインポートをすべて削除する必要があります。
出力値のエクスポートおよびインポートの詳細については、「スタックの出力値のエクスポー
ト (p. 241)」を参照してください。

エクスポートされた出力値をインポートするスタックをリストするには (コンソール)
1.

CloudFormation コンソールの CloudFormation ナビゲーションペインで、[Exports] (エクスポート) を
選択します。
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2.

特定のエクスポート値をインポートするスタックを確認するには、そのエクスポート値の [Export
Name] (エクスポート名) を選択します。CloudFormation により、エクスポートの詳細ページが表示さ
れ、値をインポートしているすべてのスタックがリスト表示されます。

エクスポートされた出力値をインポートするスタックをリストするには (AWS CLI)
•

エクスポートされた出力値の名前を指定して aws cloudformation list-imports コマンドを実
行します。
CloudFormation から、値をインポートするスタックのリストが返されます。

エクスポートされた出力値をインポートするスタックをリストするには (API)
•

エクスポートされた出力値の名前を指定して ListImports API を実行します。
CloudFormation から、値をインポートするスタックのリストが返されます。

ネストされたスタックの操作
ネストされたスタックは、他のスタックの一部として作成されたスタックです。ネストされたスタック
は、AWS::CloudFormation::Stack リソースを使用して別のスタック内に作成します。
インフラストラクチャが大きくなるにつれ、複数のテンプレートで同じコンポーネントを宣言する共通パ
ターンができてきます。これらの共通するコンポーネントを他と分類し、専用テンプレートを作成できま
す。続いて、テンプレートのリソースを使用して他のテンプレートを参照し、ネストされたスタックを作
成します。
たとえば、ほとんどのスタックに使用しているロードバランサー設定があると仮定します。テンプレート
に同じ構成をコピーアンドペーストする代わりに、ロードバランサーを対象にした専用テンプレートを作
成できます。その後は、 リソースを使用して他のテンプレート内からそのテンプレートを参照するだけで
す。
ネストされたスタックには他のネストされたスタックが含まれているため、次の図に示すようにスタッ
クの階層になっています。ルートスタックは、ネストされたすべてのスタックが最終的に属する最上位ス
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タックです。さらに、ネストされたスタックにはそれぞれ、直接の親スタックが存在します。第 1 レベル
のネストされたスタックの場合は、ルートスタックにも親スタックが存在します。たとえば、以下の図を
ご覧ください。
• スタック A は、階層内のネストされたその他すべてのスタックのルートスタックを表します。
• スタック B から見ると、スタック A は親スタックであると同時にルートスタックでもあります。
• スタック D から見るとスタック C が親スタック、スタック C から見るとスタック B が親スタックで
す。

特定のスタックオペレーション (例: スタックの更新) では、ネストされたスタック自体から直接実行する
のではなく、ルートスタックから起動する必要があります。また、場合によっては、ネストされたスタッ
クによって、スタックの操作方法に影響を及ぼす場合があります。詳細については、次のトピックを参照
してください。
• スタックの削除保護 (p. 123)
• スタックのリソースの更新動作 (p. 137)
• スタックの出力値のエクスポートとネストされたスタックの使用の比較 (p. 242)
• ResourcesToSkip を使用してネストされたスタックの階層を復元する (p. 179)
• ネストされたスタックは
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS、UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
または UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS 状態にあります。 (p. 6730)

ネストされたスタックのルートスタックを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインした後、AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。変更するスタックを選択します。
ネストされたスタックには、スタック名の横に [ネスト] と表示されます。

2.

[Overview] (概要) タブで、[Root stack] (ルートスタック) と表示されているスタック名を選択します。
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ルートスタックに属するネストされたスタックを表示するには
1.

AWS Management Console にサインインした後、AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。表示するネストされたスタックのルートス
タックの名前を選択します。

2.

[リソース] セクションを展開します。
[AWS::CloudFormation::Stack] タイプのリソースを探します。

トピック
• ネストされたスタックの変更セット (p. 246)
• 既存のスタックのネスト化 (p. 250)

ネストされたスタックの変更セット
ネストされたスタックの変更セットを使用すると、ネストされたスタック階層全体でアプリケーションと
インフラストラクチャリソースに対する変更をプレビューし、すべての変更が意図したとおりに行われた
ことを確認してから、更新を続行できます。
ネストされたスタックの変更セットの詳細については、以下のセクションを参照してください。
• 変更セットとネストされたスタックの概要 (p. 246)
• ネストされたスタックの変更セットの操作 (コンソール) (p. 246)
• ネストされたスタックの変更セットの操作 (AWS CLI) (p. 247)

変更セットとネストされたスタックの概要
ネストされたスタックの変更セットは、次の機能を組み合わせて、スタック階層全体に対する変更をプレ
ビューする範囲を拡大します。
• 変更セットは、スタックへの提案された変更が既存または新しく作成されたリソースにどのように影響
するかをプレビューする CloudFormation の機能です。変更セットを作成すると、提出したリソースに
対する変更とスタックを比較して、CloudFormation は提案された変更のリストを提供します。変更セッ
トの詳細は、「 変更セットを使用してスタックを更新する 」を参照してください。
• ネストされたスタックは、他のスタックの一部として作成されたスタックです。ネストされたスタック
を作成するには、テンプレートの Resource セクションで AWS::CloudFormation::Stack リソースを指
定します。たとえば、あるネストされたスタックにネットワークおよびセキュリティ関連のリソースが
あり、別のスタックにアプリケーションリソースがあるとします。この方法でアプリケーションモデル
をパーティション化すると、コードの保守性と再利用に役立ちます。ネストされたスタックの詳細につ
いては、「 ネストされたスタックを使用する 」を参照してください。

ネストされたスタックの変更セットの操作 (コンソール)
• 変更セットを作成する – スタック階層の任意のレベルから変更を送信して、変更セットを作成します。
変更したスタックテンプレートまたは変更した入力パラメータ値を送信すると、CloudFormation はネス
トされたスタックを変更セットを生成するために送信した変更と比較します。ネストされたスタックの
変更セットは、デフォルトで CloudFormation コンソールで有効になります。詳細については、「変更
セットの作成」を参照してください。
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Note
ルート変更セットは、変更セットの階層全体が作成されるスタックに関連付けられた変更セッ
トです。ネストされたスタックの変更セットを、ルート変更セットから実行または削除する必
要があります。
• 変更セットを表示– ネストされたスタック内のリソースに対する変更を、 実行する前に可視化します。
現在のスタックとそのネストされた変更セットを移動すると、変更セットの変更セクションに、提案さ
れた変更を表示できます。詳細は、「 変更セットの表示 」を参照してください。
• 変更セットの実行– 現在のスタックとその子孫に関する変更セットに記載されている変更を実行しま
す。実行アクションは、ルート変更セットから実行する必要があります。詳細は、「 変更セットの実行
」を参照してください。
• 変更セットを削除– 現在のスタックから変更セットを削除します。変更セットを削除すると、自分また
は他のユーザーが誤って適用すべきでない変更セットを開始するのを防ぐことができます。削除アク
ションは、ルート変更セットから実行する必要があります。詳細については、「変更セットの削除」を
参照してください。

ネストされたスタックの変更セットの操作 (AWS CLI)
create-change-set
• create-change-set – ネストされたスタックの変更セットは、デフォルトでは AWS CLI で有効に
なっていません。スタック階層全体の変更セットを作成するには、--include-nested-stacks パラ
メータを指定します。詳細については、「変更セットを作成するには (AWS CLI) (p. 141)」を参照して
ください。
次の AWS CLI の例は、create-change-set 入力です。
aws cloudformation create-change-set \
--stack-name my-root-stack \
--change-set-name my-root-stack-change-set \
--template-body file://template.yaml \
--capabilities CAPABILITY_IAM \
--include-nested-stacks

次の AWS CLI の例は、create-change-set 出力です。
{

"Id":"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-root-stack-changeset/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:Stack/my-root-stack/d0a825a0e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204"
}

describe-change-set
• describe-change-set – 変更セットを実行した場合に CloudFormation が行う変更のリストを返
します。指定された変更セットに、ネストされたスタックに属する子変更セットが含まれている場
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合、ChangeSetId はその変更セットに関する情報を返します。詳細については、「変更セットを表示
するには (AWS CLI) (p. 147)」を参照してください。
次の AWS CLI の例は、ルートスタック変更セットに対する describe-change-set の入力です。
aws cloudformation describe-change-set \
--change-set-name my-root-stack-change-set \
--stack-name my-root-stack

次の AWS CLI の例は、ルートスタック変更セットにに対する describe-change-set の出力です。
{

"Changes": [
{
"Type": "Resource",
"ResourceChange": {
"Action": "Modify",
"LogicalResourceId": "ChildStack",
"PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack/my-nested-stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99205",
"ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
"Replacement": "False",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/mynested-stack-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"Scope": [
"Properties"
],
"Details": [
{
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"RequiresRecreation": "Never"
},
"Evaluation": "Dynamic",
"ChangeSource": "Automatic"
}
]
}
}
],
"ChangeSetName": "my-root-stack-change-set",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-root-stackchange-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-root-stack/d0a825a0e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
"StackName": "my-root-stack",
"IncludeNestedStacks": true,
"ParentChangeSetId": null,
"RootChangeSetId": null,
"Description": null,
"Parameters": null,
"CreationTime": "2020-11-18T05:20:56.651Z",
"ExecutionStatus": "AVAILABLE",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"StatusReason": null,
"NotificationARNs": [
],
"RollbackConfiguration": {
},
"Capabilities": [
"CAPABILITY_IAM"
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}

],
"Tags": null

次の AWS CLI の例は、ネストされたスタック変更セットに対する describe-change-set の入力で
す。
aws cloudformation describe-change-set \
--change-set-name my-nested-stack-change-set \
--stack-name my-nested-stack

次の AWS CLIの例は、ネストされたスタック変更セットに対する describe-change-set の出力です。
{

"Changes": [
{
"Type": "Resource",
"ResourceChange": {
"Action": "Modify",
"LogicalResourceId": "function",
"PhysicalResourceId": "my-function",
"ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
"Replacement": "False",
"ChangeSetId": null,
"Scope": [
"Properties"
],
"Details": [
{
"Target": {
"Attribute": "Properties",
"Name": "Timeout",
"RequiresRecreation": "Never"
},
"Evaluation": "Static",
"ChangeSource": "DirectModification"
}
]
}
}
],
"ChangeSetName": "my-nested-stack-change-set",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-nestedstack-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-nested-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99205",
"ParentChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-rootstack-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"RootChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-rootstack-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
"IncludeNestedStacks": true,
"StackName": "my-nested-stack",
"Description": null,
"Parameters": null,
"CreationTime": "2020-11-18T05:20:56.651Z",
"ExecutionStatus": "UNAVAILABLE",
"Status": "CREATE_COMPLETE",
"StatusReason": "Executable from root change set",
"NotificationARNs": [
],
"RollbackConfiguration": {
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}

},
"Capabilities": [
"CAPABILITY_IAM"
],
"Tags": null

execute-change-set
• execute-change-set – 指定された変更セットの作成時に提供された入力情報を使い、スタックを作
成または更新します。スタック階層全体に対して変更セットを作成するには、create-change-set
プロセス中に –include-nested-stacks パラメータを指定する必要があります。詳細については、
「変更セットを実行するには (AWS CLI) (p. 153)」を参照してください。

Note
execute-change-set はルート変更セットから実行する必要があり、スタックの階層全体に
変更セットを適用します。
次の AWS CLI の例は、execute-change-set 入力です。
aws cloudformation execute-change-set \
--stack-name my-root-stack \
--change-set-name my-root-stack-change-set

delete-change-set
• delete-change-set – 指定された変更セットを削除します。変更セットを削除することで、誤った
変更セットの実行を防止できます。–include-nested-stacksパラメータを使用して作成された変
更セットでは、変更セットの削除は非同期になります。詳細については、「変更セットを削除するには
(AWS CLI) (p. 155)」を参照してください。

Note
delete-change-set はルート変更セットから実行する必要があり、変更セットの階層全体
を削除します。REVIEW_IN_PROGRESS ステータスにあるネストされたスタックは、createchange-set アクション中に作成された場合にも削除されます。
次の AWS CLI の例は、ルート変更セットに対する delete-change-set の入力です。
aws cloudformation delete-change-set \
--stack-name my-root-stack \
--change-set-name my-root-stack-change-set

既存のスタックのネスト化
resource import 機能を使用して、既存のスタックを別の既存のスタック内にネスト化します。ネス
ト化されたスタックは、他のテンプレート内から宣言および参照する一般的なコンポーネントです。これ
により、同じ設定をテンプレートにコピーして貼り付けるのを避け、スタックの更新を簡素化できます。
共通コンポーネントのテンプレートがある場合は、AWS::CloudFormation::Stack リソースを使用し
て、別のテンプレート内からこのテンプレートを参照できます。ネストされたスタックの詳細について
は、「ネストされたスタックの操作 (p. 244)」を参照してください。
AWS CloudFormation は、resource import を使用して 1 つのレベルのネスト化のみをサポートしま
す。つまり、子スタックにスタックをインポートしたり、子を持つスタックをインポートしたりすること
はできません。
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ネストされたスタックのインポートの検証
ネストされたスタックのインポートオペレーション中に、AWS CloudFormation は以下の検証を実行しま
す。
• 親スタックテンプレートのネスト化された AWS::CloudFormation::Stack 定義は、実際のネスト化
されたスタックのテンプレートと一致します。
• 親スタックテンプレートのネスト化された AWS::CloudFormation::Stack 定義のタグは、実際のネ
スト化されたスタックリソースのタグと一致します。

AWS Management Console を使用した既存のスタックのネスト
化
1.

Retain DeletionPolicy を使用して、AWS::CloudFormation::Stack リソースを親スタックテンプ
レートに追加します。次の親テンプレート例では、NestedStack がインポートのターゲットです。
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}
}
},
"NestedStack" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties" : {
"TemplateURL" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template",
"Parameters" : {
"InstanceType" : "t1.micro",
"KeyName" : "mykey"
}
}
}
}
}

YAML
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AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ServiceTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Service
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1
NestedStack:
Type: 'AWS::CloudFormation::Stack'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
TemplateURL: >https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template
Parameters:
InstanceType: t1.micro
KeyName: mykey

2.

AWS CloudFormation コンソールを開きます。

3.

[スタック] ページで、親スタックを選択した状態で [Stack actions (スタックアクション)] を選択し、
[Import resources into stack (リソースをスタックにインポートする)] を選択します。

4.

[Import overview (インポートの概要)] ページを参照して、このオペレーション中に指定する必要があ
る項目の一覧を確認してください。続いて、[Next] を選択します。

5.

[Specify template (テンプレートを指定)] ページで、以下のいずれかの方法を使用して更新した親テン
プレートを指定し、[次へ] を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスでテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file (テンプレートファイルのアップロード)] を選択し、テンプレートを参照しま
す。

6.

[Identify resources (リソースの識別)] ページで、AWS::CloudFormation::Stack リソースを識別し
ます。
a.

[Identifier property (識別子のプロパティ)] で、リソース識別子のタイプを選択します。例え
ば、AWS::CloudFormation::Stack リソースは StackId プロパティを使用して識別できま
す。

b.

[Identifier value (識別子の値)] に、実際のプロパティ値を入力します。たとえ
ば、arn:aws:cloudformation:us-west-2:12345678910:stack/mystack/5b918d10cd98-11ea-90d5-0a9cd3354c10 と指定します。
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c.
7.

[Next] を選択します。

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、任意のパラメータを変更し、[次へ] を選択し
ます。これにより、変更セットが自動的に作成されます。

Important
作成、更新、または削除オペレーションを開始する既存のパラメータを変更すると、イン
ポートオペレーションは失敗します。
8.

[Review stack_name (stack_name の確認)] ページで、インポートしようとしているリソースが正し
いことを確認し、[Import resources (リソースのインポート)] を選択します。これにより、最後のス
テップで作成した変更セットが自動的に実行されます。この時点で、インポートされたリソースに
はスタックレベルのタグが適用されます。

9.

親スタックの [Stack details (スタックの詳細)] ページの [イベント] ペインが表示されます。

Note
AWS::CloudFormation::Stack リソースは既に AWS CloudFormation によって管理され
ていたため、このインポートオペレーションの後、親スタックでドリフト検出を実行する必
要はありません。

AWS CLI を使用した既存のスタックのネスト化
1.

Retain DeletionPolicy を使用して、AWS::CloudFormation::Stack リソースを親スタックテンプ
レートに追加します。次の親テンプレート例では、NestedStack がインポートのターゲットです。
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"ServiceTable":{
"Type":"AWS::DynamoDB::Table",
"Properties":{
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"TableName":"Service",
"AttributeDefinitions":[
{
"AttributeName":"key",
"AttributeType":"S"
}
],
"KeySchema":[
{
"AttributeName":"key",
"KeyType":"HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":1
}

}
},
"NestedStack" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties" : {
"TemplateURL" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template",
"Parameters" : {
"InstanceType" : "t1.micro",
"KeyName" : "mykey"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ServiceTable:
Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
Properties:
TableName: Service
AttributeDefinitions:
- AttributeName: key
AttributeType: S
KeySchema:
- AttributeName: key
KeyType: HASH
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 1
NestedStack:
Type: 'AWS::CloudFormation::Stack'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
TemplateURL: >https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template
Parameters:
InstanceType: t1.micro
KeyName: mykey

2.

以下のパラメータを使用して、タイプ IMPORT の変更セットを作成します。--resources-toimport はインライン YAML をサポートしていません。
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> aws cloudformation create-change-set
--stack-name TargetParentStack --change-set-name ImportChangeSet
--change-set-type IMPORT
--resources-to-import "[{\"ResourceType\":\AWS::CloudFormation::Stack\",
\"LogicalResourceId\":\"MyStack\",\"ResourceIdentifier\":{\"StackId\":
\"arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/mystack-mynestedstacksggfrhxhum7w/f449b250-b969-11e0-a185-5081d0136786\"}}]
--template-body file://templateToImport.json

AWS CLI は、次の例に示すように、resources-to-import パラメータへの入力としてテキスト
ファイルもサポートします。
--resources-to-import: file://resourcesToImport.txt

このチュートリアルでは、file://resourcesToImport.txt に次の内容が含まれています。
JSON
[

{

"ResourceType":"AWS::CloudFormation::Stack",
"LogicalResourceId":"MyStack",
"ResourceIdentifier": {
"StackId":"arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/mystackmynestedstack-sggfrhxhum7w/f449b250-b969-11e0-a185-5081d0136786"
}
}
]

YAML
ResourceType: 'AWS::CloudFormation::Stack'
LogicalResourceId: MyStack
ResourceIdentifier:
StackId: >arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/mystack-mynestedstacksggfrhxhum7w/f449b250-b969-11e0-a185-5081d0136786

3.

変更セットを確認し、正しいスタックがインポートされることを確認します。
> aws cloudformation describe-change-set --change-set-name ImportChangeSet

4.

変更セットを実行して、ソース親スタックにスタックをインポートします。この時点で、イン
ポートされたリソースにはスタックレベルのタグが適用されます。インポートオペレーション
(IMPORT_COMPLETE) が正常に完了すると、スタックは正常にネストされています。
> aws cloudformation execute-change-set --change-set-name ImportChangeSet

Note
AWS::CloudFormation::Stack リソースはすでに AWS CloudFormation によって管理さ
れていたため、このインポートオペレーションの後、親スタックでドリフト検出を実行する
必要はありません。

API バージョン 2010-05-15
255

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Windows スタックの操作

AWS CloudFormation での Microsoft Windows ス
タックの操作
AWS CloudFormation では、Amazon EC2 Windows Amazon マシンイメージ (AMI) に基づいて Microsoft
Windows スタックを作成できます。これにより、ソフトウェアのインストール、リモートデスクトップを
使用したスタックへのアクセス、スタックの更新や設定が可能になります。
このセクションのトピックでは、Windows インスタンスの作成と管理に関連する一般的なタスクを AWS
CloudFormation でどのように実現しているかを示します。

このセクションの内容
• Microsoft Windows Amazon マシンイメージ (AMI) と AWS CloudFormation テンプレート (p. 256)
• AWS CloudFormation Windows スタックのブートストラップ (p. 256)

Microsoft Windows Amazon マシンイメージ (AMI) と
AWS CloudFormation テンプレート
AWS CloudFormation では、Windows Server インスタンスを実行するための Microsoft Windows スタック
を作成することができます。事前設定されたテンプレートが多数用意されており、AWS CloudFormation
サンプルテンプレートページから直接起動することができます。そのようなテンプレートの例を次に示し
ます。
• Windows_Single_Server_SharePoint_Foundation.template – Microsoft Windows Server® 2008 R2 で動作
する SharePoint® Foundation 2010
• Windows_Single_Server_Active_Directory.template – Microsoft Windows Server® 2008 R2 上で実行され
る Active Directory の単一サーバー環境を作成します。
• Windows_Roles_And_Features.template – Microsoft Windows Server® 2008 R2 上で実行される単一
サーバーを、サーバーロールを指定して作成します。
• ElasticBeanstalk_Windows_Sample.template – AWS Elastic Beanstalk サンプルアプリケーションを
Windows Server 2008 R2 (IIS 7.5 を実行) 上で起動します。

Note
* Microsoft、Windows Server、および SharePoint は Microsoft 企業グループの商標です。
これらのスタックは既に設定済みですが、任意の EC2 Windows AMI を AWS CloudFormation Windows ス
タックの基礎として使用することができます。

AWS CloudFormation Windows スタックのブートスト
ラップ
このトピックでは、Windows スタックをブートストラップする方法と、スタック作成時の問題をトラブ
ルシューティングする方法について説明します。CloudFormation で使用する独自の Windows イメージ
を作成する場合、詳しい手順については Amazon EC2 Microsoft Windows ガイドの EC2ConfigService
を使用して Windows インスタンスを設定するを参照してください。Windows インスタンスで AWS
CloudFormation のブートストラップツールを扱うには、EC2ConfigService を使って Windows インスタン
スを設定する必要があります。
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Windows スタックのブートストラップの例
説明のために、単一インスタンスの AWS CloudFormation Sharepoint サーバーテンプレートを取り上げま
す。
テンプレートは、以下の URL で完全に表示できます。
• https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
Windows_Single_Server_SharePoint_Foundation.template
この例は以下の方法について示しています。
• インスタンスにアクセスする IAM ユーザーとセキュリティグループを作成します。
• 初期化ファイルの設定: cfn-credentials、cfn-hup.conf、および cfn-auto-reloader.conf
• サーバーインスタンスに SharePoint Foundation 2010 などのパッケージをダウンロードおよびインス
トールします。
• WaitCondition を使用して、リソースの準備が完了していることを確認します。
• Amazon Elastic IP (EIP) をもつインスタンスの IP を取得します。
AWS CloudFormation のヘルパースクリプト cfn-init を使用して、Windows Single Server Sharepoint
Foundation テンプレートの AWS::CloudFormation::Init リソースの情報に基づいて、これらの各ア
クションを実行します。
AWS::CloudFormation::Init セクションは 「SharePointFoundation」 と呼ばれ、スタンダード宣言
で始まります。
"SharePointFoundation": {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {

この後に ファイルの AWS::CloudFormation::Init のセクションが宣言されます。
"files" : {
"c:\\cfn\\cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackName" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]}
},
"c:\\cfn\\hooks.d\\cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.SharePointFoundation.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=cfn-init.exe -v -s ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
" -r SharePointFoundation",
" --region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]}
},
"C:\\SharePoint\\SharePointFoundation2010.exe" : {
"source" : "http://d3adzpja92utk0.cloudfront.net/SharePointFoundation.exe"
}
},
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3 つのファイルがここで作成され、サーバーインスタンスの C:\cfn ディレクトリに配置されます。具体
的には次の 2 つです。
• cfn-hup.conf は cfn-hup の設定ファイルです。
• cfn-auto-reloader.conf は、AWS::CloudFormation::Init のメタデータが変更されたとき
に、cfn-hup が更新 (cfn-init の呼び出し) を開始するフックとなる設定ファイルです。
また、SharePointFoundation.exe がサーバーにダウンロードされます。このファイルはサーバーイ
ンスタンスに SharePoint をインストールするために使用されます。

Important
Windows のパスはバックスラッシュ (\) を使用します。そのため、AWS CloudFormation テンプ
レートで Windows のパスを参照するときには、常にすべてのバックスラッシュの前にバックス
ラッシュを追加して適切にエスケープするようにしてください。
次は [commands (コマンド)] セクションです。cmd.exe のコマンドとなります。
"commands" : {
"1-extract" : {
"command" : "C:\\SharePoint\\SharePointFoundation2010.exe /extract:C:\\SharePoint\
\SPF2010 /quiet /log:C:\\SharePoint\\SharePointFoundation2010-extract.log"
},
"2-prereq" : {
"command" : "C:\\SharePoint\\SPF2010\\PrerequisiteInstaller.exe /unattended"
},
"3-install" : {
"command" : "C:\\SharePoint\\SPF2010\\setup.exe /config C:\\SharePoint\\SPF2010\\Files\
\SetupSilent\\config.xml"
}

インスタンス内のコマンドは名前のアルファベット順に処理されるため、各コマンドの先頭には実行順を
示す数字が追加されています。これにより、最初にインストールパッケージを展開し、次にすべての前提
条件をインストールした後、最後に SharePoint のインストールを開始することができます。
次は [Properties (プロパティ)] セクションです。
"Properties": {
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" },
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" : "InstanceType" },
"Arch" ] } ] },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "SharePointFoundationSecurityGroup"} ],
"KeyName" : { "Ref" : "KeyPairName" },
"UserData" : { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"<script>\n",
"cfn-init.exe -v -s ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
" -r SharePointFoundation",
" --region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"cfn-signal.exe -e %ERRORLEVEL% ", { "Fn::Base64" : { "Ref" :
"SharePointFoundationWaitHandle" }}, "\n",

}

"</script>"
]]}}

このセクションでは、UserData プロパティに、cfn-init によって実行される cmd.exe が含まれ
ています。この部分は <script> タグで囲まれています。<powershell> タグでスクリプトを囲むこと
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で、Windows Powershell スクリプトを使用することもできます。Windows スタックでは、待機条件ハン
ドル URL を再度 base64 エンコードする必要があります。
SharePointFoundationWaitHandle がここで参照され、cfn-signal で実行されます。
[WaitConditionHandle] と、関連する [WaitCondition] は、テンプレートの次の部分で宣言されます。
"SharePointFoundationWaitHandle" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle"
},
"SharePointFoundationWaitCondition" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"DependsOn" : "SharePointFoundation",
"Properties" : {
"Handle" : {"Ref" : "SharePointFoundationWaitHandle"},
"Timeout" : "3600"
}
}

すべてのステップの実行と SharePoint のインストールにはしばらく時間がかかるため (1 時間未
満)、WaitCondition はタイムアウトするまで 1 時間 (3600 秒) 待機します。
すべての処理が正常に完了すると、Elastic IP を使用して SharePoint インスタンスへのアクセスが提供さ
れます。
"Outputs" : {
"SharePointFoundationURL" : {
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Ref" : "SharePointFoundationEIP" } ]] },
"Description" : "SharePoint Team Site URL. Please retrieve Administrator password of the
instance and use it to access the URL"
}

スタックの作成が完了すると、EIP によって提供される IP アドレスが AWS CloudFormation コンソールの
[出力] タブに表示されます。ただしインスタンスにアクセスするには、インスタンス用に自動的に生成さ
れる一時管理者パスワードを取得しておく必要があります。詳細については、『Windows インスタンスの
Amazon EC2 ユーザーガイド』の「RDP を使用して Windows インスタンスに接続する」を参照してくだ
さい。

Windows サービスを管理する方法
Linux サービスと同じようにWindows サービスを管理できますが、windows の代わりに、sysvinit
キーを使用します。次の例では、cfn-hup サービスを開始し、それを Automatic に設定します。c:\cfn
\cfn-hup.conf または c:\cfn\hooks.d\cfn-auto-reloader.conf 設定ファイルを cfn-init が変更
する場合は、サービスを再起動します。
"services" : {
"windows" : {
"cfn-hup" : {
"enabled" : "true",
"ensureRunning" : "true",
"files" : ["c:\\cfn\\cfn-hup.conf", "c:\\cfn\\hooks.d\\cfn-auto-reloader.conf"]
}
}
}

サービスを参照する名前— 表示名ではなく— を使用して、同じ方法で他の Windows サービスを管理でき
ます。
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スタック作成の問題をトラブルシューティングする方法
スタックの作成に失敗する場合、デフォルトでは失敗時にロールバックが実行されます。不必要な課金を
避けられるため、通常はこのデフォルト設定が適切ですが、スタック作成が失敗する原因をデバッグする
ことは難しくなります。
この動作を無効にするには、AWS CloudFormation コンソールでスタックを作成するときに [Show
Advanced Options] (詳細オプションの表示) を選択し、[Rollback on failure] (失敗時のロールバック) の横
の [No] (いいえ) セレクタを選択します。これにより、インスタンスにログインし、ログファイルを確認で
きるようになり、起動スクリプト実行時に発生した問題を特定できます。
調査対象の重要なログは次のとおりです。
• C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt にある EC2 設定ロ
グ
• C:\cfn\log\cfn-init.log にある cfn-init ログ
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AWS CloudFormation テンプレート
の使用
スタックのリソースをプロビジョニングし、設定するには、JSON または YAML 形式のテキストファイル
である AWS CloudFormation テンプレートを理解する必要があります。これらのテンプレートは、AWS
CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースについて記述します。AWS CloudFormation デ
ザイナー またはテキストエディタを使用して、テンプレートを作成し保存できます。構造についておよび
テンプレートの構文については、「テンプレートの分析 (p. 262)」を参照してください。
JSON または YAML についての知識をお持ちでない場合は、AWS CloudFormation デザイナー を使用して
AWS CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。AWS CloudFormation デザイナー は、テンプ
レートを視覚的に作成および変更するためのツールです。詳細については、「AWS CloudFormation デザ
イナー とは (p. 353)」を参照してください。
テンプレートスニペット (p. 440) は、特定のリソースのテンプレートを作成する方法を示す例を提供し
ています。たとえば、Amazon EC2 インスタンス、Amazon S3 ドメイン、AWS CloudFormation マッピン
グなどのスニペットを表示できます。このスニペットは、汎用の AWS CloudFormation スニペット (一般
的なテンプレートスニペット (p. 441)) を使用してリソース別にグループ化されます。
テンプレートで使用できるリソース、タイプ名、組み込み関数、擬似パラメータの対応状況については、
「テンプレートリファレンス (p. 756)」を参照してください。
トピック
• AWS CloudFormation テンプレート形式 (p. 261)
• テンプレートの分析 (p. 262)
• AWS CloudFormation デザイナー とは (p. 353)
• チュートリアル (p. 364)
• テンプレートスニペット (p. 440)
• カスタムリソース (p. 613)
• AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行 (p. 643)
• モジュールを使用したリソース設定のカプセル化と再利用 (p. 657)
• AWS CloudFormation を使用して CodeDeploy を通じて ECS ブルー/グリーンデプロイを実行す
る (p. 664)
• AWS CloudFormation テンプレートでの正規表現の使用 (p. 681)

AWS CloudFormation テンプレート形式
JSON または YAML 形式で AWS CloudFormation テンプレートを作成できます。AWS CloudFormation デ
ザイナー を含むすべての AWS CloudFormation 機能と関数がサポートされています。
形式を選択する際は、一番作業しやすい形式を選択してください。YAML では、コメント機能など JSON
にはない一部の機能が初めから提供されていることも考慮します。

Important
デザイナー のテンプレートに # YAML コメントを追加しないことをお勧めします。YAML テンプ
レートに # コメントがある場合、デザイナー は、テンプレートを JSON に変換する際にコメント
を保持しません。また、デザイナー でテンプレートを変更する場合 (たとえば、キャンバスにリ
ソースを移動する場合)、コメントは失われます。
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デザイナー の外で作成した AWS CloudFormation テンプレートにコメントを追加できます。以下は、イン
ラインコメントを使用した YAML テンプレートの例です。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: A sample template
Resources:
MyEC2Instance: #An inline comment
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867" #Another comment -- This is a Linux AMI
InstanceType: t2.micro
KeyName: testkey
BlockDeviceMappings:
DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeType: io1
Iops: 200
DeleteOnTermination: false
VolumeSize: 20

各形式のテンプレート構文の詳細については、テンプレートの分析 (p. 262) を参照してください。
AWS CloudFormation は、次の JSON および YAML の仕様をサポートしています。
JSON
AWS CloudFormation は ECMA-404 JSON スタンダードに従います。JSON フォーマットの詳細につ
いては、http://www.json.org をご覧ください。
YAML
AWS CloudFormation は、いくつかの例外を除き、YAML バージョン 1.1 の仕様をサポートしていま
す。AWS CloudFormation では、以下の機能はサポートされていません。
• binary、omap、pairs、set、およびtimestamp タグ
• エイリアス
• ハッシュ結合
YAML の詳細については、https://yaml.org/ を参照してください。

テンプレートの分析
テンプレートとは、お使いの AWS インフラストラクチャについて説明する JSON または YAML 形式のテ
キストファイルです。次の例では、AWS CloudFormation テンプレートの構造とセクションを示します。

JSON
次の例では、JSON 形式のテンプレートの例を示します。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "version date",
"Description" : "JSON string",
"Metadata" : {
template metadata
},
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"Parameters" : {
set of parameters
},
"Rules" : {
set of rules
},
"Mappings" : {
set of mappings
},
"Conditions" : {
set of conditions
},
"Transform" : {
set of transforms
},
"Resources" : {
set of resources
},

}

"Outputs" : {
set of outputs
}

YAML
次の例では、YAML 形式のテンプレートの例を示します。
--AWSTemplateFormatVersion: "version date"
Description:
String
Metadata:
template metadata
Parameters:
set of parameters
Rules:
set of rules
Mappings:
set of mappings
Conditions:
set of conditions
Transform:
set of transforms
Resources:
set of resources
Outputs:
set of outputs
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テンプレートセクション
テンプレートには、いくつかの主要なセクションが含まれています。Resources セクションは、唯一の
必須セクションです。テンプレートの一部のセクションの順序は任意です。ただし、あるセクションの値
が前のセクションの値を参照している場合があるため、テンプレートを構築する際には、次のリストで示
されている論理的な順序を使用すると便利です。
形式バージョン (任意) (p. 265)
テンプレートが準拠している AWS CloudFormation テンプレートバージョン。テンプレート形式バー
ジョンは API または WSDL バージョンと同じではありません。テンプレート形式バージョンは API
および WSDL バージョンとは関係なく変更できます。
Description (オプション) (p. 265)
テンプレートを説明するテキスト文字列。このセクションは、必ずテンプレートの Format Version セ
クションの後に記述する必要があります。
メタデータ (オプション) (p. 265)
テンプレートに関する追加情報を提供するオブジェクト。
パラメータ (任意) (p. 290)
実行時に (スタックを作成または更新するとき)、テンプレートに渡すことができる値。テンプレート
の Resources および Outputs セクションのパラメータを参照できます。
ルール (オプション) (p. 311)
スタックの作成またはスタックの更新時に、テンプレートに渡されたパラメータまたはパラメータの
組み合わせを検証します。
マッピング (任意) (p. 337)
条件パラメータ値の指定に使用できる、キーと関連する値のマッピング (検索テーブルに類似したも
の)。Resources セクションと Outputs セクションで Fn::FindInMap (p. 6674) 組み込み関数を使用
することで、キーと対応する値を一致させることができます。
条件 (オプション) (p. 341)
特定のリソースが作成されるかどうかや、スタックの作成または更新中に特定のリソースプロパティ
が値を割り当てられるかどうかを制御する条件。たとえば、スタックが本稼働用であるかテスト環境
用であるかに依存する、条件付きのリソースを作成できます。
変換 (オプション) (p. 346)
サーバーレスアプリケーション (Lambda ベースアプリケーションとも呼ばれます) の場合は、使用す
る AWS Serverless Application Model (AWS SAM) のバージョンを指定します。変換を指定する場合
は、AWS SAM 構文を使用して、テンプレート内のリソースを宣言できます。このモデルでは、使用
できる構文と、その処理方法を定義します。
AWS::Include 変換を使用して、メインの AWS CloudFormation テンプレートとは別に保存されて
いるテンプレートスニペットを利用することもできます。スニペットファイルを Amazon S3 バケッ
トに保存すると、複数のテンプレートで関数を再利用できます。
リソース (必須) (p. 347)
Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスや Amazon Simple Storage Service バケットなど、ス
タックリソースとそのプロパティを指定します。テンプレートの Resources および Outputs セク
ションのリソースを参照できます。
出力 (任意) (p. 350)
スタックのプロパティを確認すると返される値について説明します。たとえば、S3 バケット名の出力
を宣言してから、aws cloudformation describe-stacks AWS CLI コマンドを呼び出して名前
を表示することができます。
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形式バージョン
AWSTemplateFormatVersion セクション (任意) は、テンプレートの機能を識別します。最新のテンプ
レートの形式バージョンは 2010-09-09 であり、現時点で唯一の有効な値です。

Note
テンプレート形式バージョンは API または WSDL バージョンと同じではありません。テンプレー
ト形式バージョンは API および WSDL バージョンとは関係なく変更できます。
テンプレートフォーマットのバージョン宣言の値は、リテラル文字列にする必要があります。テンプレー
トの形式バージョンの指定には、パラメータまたは機能を使用できません。値を指定しない場合、AWS
CloudFormation は最新のテンプレートの形式バージョンを使用します。次のスニペットは、有効なテンプ
レートの Format Version セクションの例です。

JSON
"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

説明
Description セクション (任意) には、テンプレートに関するコメントを含めることができます。
説明の宣言の値は、長さ 0 ～ 1024 バイトのリテラル文字列である必要があります。説明の指定には、パ
ラメーターまたは機能を使用できません。次のスニペットは、説明の宣言の例です。

JSON
"Description" : "Here are some details about the template."

YAML
Description: >
Here are some
details about
the template.

メタデータ
オプションの Metadata セクションを使用して、テンプレートの詳細を提供する任意の JSON または
YAML オブジェクトを含めることができます。たとえば、次のコードスニペットに示すように、特定のリ
ソースについてのテンプレートの実装の詳細を含めることができます。

Important
スタックの更新時に、Metadata セクションを単独で更新することはできません。更新できるの
は、リソースを追加、変更、または削除する変更を含める場合だけです。
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Important
CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報の変換、変更、または編集を行いませ
ん。このため、パスワードやシークレットなどの機密情報を保存しないことを強くお勧めしま
す。

JSON
"Metadata" : {
"Instances" : {"Description" : "Information about the instances"},
"Databases" : {"Description" : "Information about the databases"}
}

YAML
Metadata:
Instances:
Description: "Information about the instances"
Databases:
Description: "Information about the databases"

メタデータキー
一部の AWS CloudFormation 機能は、Metadata セクションで定義した設定または設定情報を取得しま
す。この情報は、次の AWS CloudFormation 固有のメタデータキーで定義します。
AWS::CloudFormation::Init
cfn-init ヘルパースクリプトの設定タスクを定義します。このスクリプトは、EC2 インスタ
ンスでアプリケーションの設定とインストールを行う場合に便利です。詳細については、
「AWS::CloudFormation::Init」を参照してください。
AWS::CloudFormation::Interface
AWS CloudFormation コンソールに表示される場合の入力パラメーターのグループ化と順序を定義し
ます。デフォルトでは、AWS CloudFormation コンソールではパラメーターが論理 ID によりアルファ
ベット順にソートされます。詳細については、「AWS::CloudFormation::Interface」を参照し
てください。
AWS::CloudFormation::Designer
AWS CloudFormation デザイナー (デザイナー) におけるリソースのレイアウトを記述します。この情
報を使用してテンプレートを作成および更新すると、デザイナー によりこの情報が自動的に追加され
ます。詳細については、「AWS CloudFormation デザイナー とは (p. 353)」を参照してください。

AWS::CloudFormation::Authentication
AWS::CloudFormation::Authentication リソースを使用し
て、AWS::CloudFormation::Init (p. 272) リソースで指定したファイルまたはソースの認証情報を
指定します。
AWS::CloudFormation::Init で指定したソースまたはファイルの認証情報を含めるには、ソースが
URI の場合は uris プロパティを使用し、ソースが Amazon S3 バケットの場合は buckets プロパティを
使用します。files の詳細については、「ファイル (p. 278)」を参照してください。sources の詳細につい
ては、「ソース (p. 284)」を参照してください。
ファイルの認証情報は、AWS::CloudFormation::Init リソースに直接指定することもできます。
リソースの files キーには、authentication というプロパティが含まれます。authentication
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プロパティを使用すると、 リソースに定義された認証情報をファイルに直接関連付けることができま
す。AWS::CloudFormation::Authentication
ファイルの場合、AWS CloudFormation は次の順序で認証情報を検索します。
1. authentication AWS::CloudFormation::Init キーの files プロパティ。
2. uris リソースの buckets プロパティまたは AWS::CloudFormation::Authentication プロパ
ティ。
ソースの場合、CloudFormation は、AWS::CloudFormation::Authentication リソースの uris プ
ロパティまたは buckets プロパティ内で認証情報を検索します。
トピック
• 構文 (p. 267)
• プロパティ (p. 268)
• 例 (p. 269)

構文
CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
AWS::CloudFormation::Authentication タイプを使用するときは、以下の考慮事項に注意してくだ
さい。
• ほとんどの CloudFormation リソースとは異なり、AWS::CloudFormation::Authentication タイ
プには、[Properties] (プロパティ) という名前のブロックが含まれません。その代わりに、ユーザーに
よって名前が付けられたブロックのリストが含まれます。各ブロックには、それぞれ独自の認証プロパ
ティが含まれます。
すべてのプロパティが各認証タイプと関係があるわけではありません。詳細については、「タイ
プ (p. 268)」を参照してください。
• ほとんどの CloudFormation リソースとは異なり、プロパティ名にはローワーキャメルケースが使用さ
れます。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::Authentication" {
"String" : {
"accessKeyId (p. 268)" : String,
"buckets (p. 268)" : [ String, ... ],
"password (p. 268)" : String,
"secretKey (p. 268)" : String,
"type (p. 268)" : String,
"uris (p. 268)" : [ String, ... ],
"username (p. 269)" : String,
"roleName (p. 269)" : String
}
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::Authentication
String:
accessKeyId (p. 268): String
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buckets (p. 268):
- ###
password (p. 268): String
secretKey (p. 268): String
type (p. 268): String
uris (p. 268):
- ###
username (p. 269): String
roleName (p. 269): String

プロパティ
accessKeyId
S3 認証のためのアクセスキー ID を指定します。
Required: Conditional.type プロパティが "S3" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: String
buckets
S3 認証情報に関連付ける Amazon S3 バケットのコンマ区切りのリスト。
Required: Conditional.type プロパティが "S3" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: List of String values
password
基本認証のためのパスワードを指定します。
Required: Conditional.type プロパティが "basic" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: String
secretKey
S3 認証のためのシークレットキーを指定します。
Required: Conditional.type プロパティが "S3" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: String
type
認証スキームでユーザー名とパスワード ("basic") またはアクセスキー ID とシークレットキー ("S3")
のどちらを使用するかを指定します。
"basic" を指定した場合は、username、password および uris の各プロパティを指定します。
"S3" を指定した場合は、accessKeyId、secretKey、および buckets (オプション) の各プロパ
ティを指定します。
Required: Yes
Valid values: basic | S3
uris
基本認証情報に関連付ける URI のコンマ区切りのリスト。認証は、指定された URI と、すべてのより
限定された URI に適用されます。たとえば、http://www.example.com と指定した場合、認証は
http://www.example.com/test にも適用されます。
Required: Conditional.type プロパティが "basic" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: List of String values
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username
基本認証のためのユーザー名を指定します。
Required: Conditional.type プロパティが "basic" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: String
roleName
ロールベースの認証のためのロールを記述します。

Important
このロールは、EC2 インスタンスにアタッチされているインスタンスプロファイルに含まれ
ている必要があります。インスタンスプロファイルに含めることができる IAM ロールは 1 つ
のみです。
Required: Conditional。type プロパティが "S3" に設定されている場合にのみ指定できます。
Type: String.

例
Note
ほとんどのリソースとは異なり、AWS::CloudFormation::Authentication タイプには、
ユーザーによって名前が付けられたブロックのリストが定義されます。各ブロックには、小文字
キャメル形式で名前が付けられた認証プロパティが含まれます。

EC2 ウェブサーバー認証
このテンプレートスニペットでは、EC2 インスタンス内のプライベート S3 バケットからファイルを取得
する方法を示します。ファイルの認証情報は AWS::CloudFormation::Authentication リソースに定
義され、files セクションの AWS::CloudFormation::Init リソースによって参照されます。

JSON
"WebServer": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"DependsOn" : "BucketPolicy",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
"packages" : { "yum" : { "httpd" : [] } },
"files" : {
"/var/www/html/index.html" : {
"source" : {
"Fn::Join" : [
"", [ "http://s3.amazonaws.com/", { "Ref" : "BucketName" }, "/
index.html" ]
]
},
"mode"
: "000400",
"owner" : "apache",
"group" : "apache",
"authentication" : "S3AccessCreds"
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}
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}
},
"AWS::CloudFormation::Authentication" : {
"S3AccessCreds" : {
"type" : "S3",
"accessKeyId" : { "Ref" : "CfnKeys" },
"secretKey" : { "Fn::GetAtt": [ "CfnKeys", "SecretAccessKey" ] }
}
}

}

},
"Properties": {
EC2 Resource Properties ...
}

YAML
WebServer:
Type: AWS::EC2::Instance
DependsOn: "BucketPolicy"
Metadata:
AWS::CloudFormation::Init:
config:
packages:
yum:
httpd: []
files:
/var/www/html/index.html:
source:
Fn::Join:
- ""
- "http://s3.amazonaws.com/"
- Ref: "BucketName"
- "/index.html"
mode: "000400"
owner: "apache"
group: "apache"
authentication: "S3AccessCreds"
services:
sysvinit:
httpd:
enabled: "true"
ensureRunning: "true"
AWS::CloudFormation::Authentication:
S3AccessCreds:
type: "S3"
accessKeyId:
Ref: "CfnKeys"
secretKey:
Fn::GetAtt:
- "CfnKeys"
- "SecretAccessKey"
Properties:
EC2 Resource Properties ...

基本認証と S3 認証の指定
次のサンプルテンプレートスニペットには、basic 認証タイプと S3 認証タイプの両方が含まれています。

JSON
"AWS::CloudFormation::Authentication" : {

API バージョン 2010-05-15
270

AWS CloudFormation ユーザーガイド
メタデータ

}

"testBasic" : {
"type" : "basic",
"username" : { "Ref" : "UserName" },
"password" : { "Ref" : "Password" },
"uris" : [ "example.com/test" ]
},
"testS3" : {
"type" : "S3",
"accessKeyId" : { "Ref" : "AccessKeyID" },
"secretKey" : { "Ref" : "SecretAccessKeyID" },
"buckets" : [ "DOC-EXAMPLE-BUCKET1" ]
}

YAML
AWS::CloudFormation::Authentication:
testBasic:
type: "basic"
username:
Ref: "UserName"
password:
Ref: "Password"
uris:
- "example.com/test"
testS3:
type: "S3"
accessKeyId:
Ref: "AccessKeyID"
secretKey:
Ref: "SecretAccessKeyID"
buckets:
- "myawsbucket"

IAM ロール
次の例に、IAM ロールの使用法を示します。
• myRole は、AWS::IAM::Role リソースです。
• cfn-init を実行している Amazon EC2 インスタンスは、インスタンスプロファイルを介して myRole
に関連付けられます。
• 例では、buckets プロパティを使用して認証を指定しています (Amazon S3 認証と同様)。また、認証
を名前で指定することもできます。

JSON
"AWS::CloudFormation::Authentication": {
"rolebased" : {
"type": "S3",
"buckets": [ "myBucket" ],
"roleName": { "Ref": "myRole" }
}
}

YAML
AWS::CloudFormation::Authentication:
rolebased:
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type: "S3"
buckets:
- "myBucket"
roleName:
Ref: "myRole"

AWS::CloudFormation::Init
AWS::CloudFormation::Init 型を使用して、cfn-init ヘルパースクリプトの Amazon EC2
インスタンスにメタデータを含めます。テンプレートが cfn-init スクリプトを呼び出す場
合、AWS::CloudFormation::Init メタデータキーをルートとするリソースメタデータを検索しま
す。cfn-init の詳細については、「cfn-init (p. 6712)」を参照してください。
cfn-init は、Linux システムのすべてのメタデータの種類をサポートしています。以降のセクションで説明
されている条件付きで、Windows のメタデータの種類もサポートしています。
AWS::CloudFormation::Init と cfn-init ヘルパースクリプトの使用例については、AWS
CloudFormation による Amazon EC2 へのアプリケーションのデプロイ (p. 413) をご参照ください。
cfn-init を使用して Windows スタックを作成する方法の例については、「AWS CloudFormation Windows
スタックのブートストラップ (p. 256)」を参照してください。

構文
設定は、いくつかのセクションに分かれています。以下のテンプレートスニペットは、テンプレート内の
EC2 インスタンスリソースに cfn-init 用のメタデータをアタッチする方法を示しています。
メタデータは、設定キーに編成されます。これを configset にグループ化することができます。テンプレー
トで cfn-init を呼び出すときに、configset を指定できます。configset を指定しない場合、cfn-init は config
という設定キーを探します。

Note
cfn-init ヘルパースクリプトは、次の手順でこれらの設定セクションを処理します。パッケージ、
グループ、ユーザー、ソース、ファイル、コマンド、そしてサービスの順です。別の順番にする
場合は、セクションを別の設定キーに分割し、設定キーが処理される順序を指定する configset を
使用します。

JSON
"Resources": {
"MyInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
"packages" : {
:
},
"groups" : {
:
},
"users" : {
:
},
"sources" : {
:
},
"files" : {
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:
},
"commands" : {
:
},
"services" : {
:
}

}

}

}
}
},
"Properties": {
:
}

YAML
Resources:
MyInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Metadata:
AWS::CloudFormation::Init:
config:
packages:
:
groups:
:
users:
:
sources:
:
files:
:
commands:
:
services:
:
Properties:
:

Note
Amazon EC2 インスタンスの AWS::CloudFormation::Init プロパティを指定するには、
Amazon Linux の例を参照してください。

Configset
複数の設定キーを作成し、特定の順序で cfn-init によって処理されるようにする場合は、目的の順序で設定
キーが含まれている configset を作成します。

単一の Configset
次のテンプレートスニペットは、ascending と descending という configset を作成します。それぞれ
に、2 つの設定キーが含まれます。

JSON
"AWS::CloudFormation::Init" : {
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}

"configSets" : {
"ascending" : [ "config1" , "config2" ],
"descending" : [ "config2" , "config1" ]
},
"config1" : {
"commands" : {
"test" : {
"command" : "echo \"$CFNTEST\" > test.txt",
"env" : { "CFNTEST" : "I come from config1." },
"cwd" : "~"
}
}
},
"config2" : {
"commands" : {
"test" : {
"command" : "echo \"$CFNTEST\" > test.txt",
"env" : { "CFNTEST" : "I come from config2" },
"cwd" : "~"
}
}
}

YAML
AWS::CloudFormation::Init:
configSets:
ascending:
- "config1"
- "config2"
descending:
- "config2"
- "config1"
config1:
commands:
test:
command: "echo \"$CFNTEST\" > test.txt"
env:
CFNTEST: "I come from config1."
cwd: "~"
config2:
commands:
test:
command: "echo \"$CFNTEST\" > test.txt"
env:
CFNTEST: "I come from config2"
cwd: "~"

関連した cfn-init の呼び出し
次の例は、前の例の configset を参照する cfn-init を呼び出します。例に示した呼び出しは、わかりやすく
するために簡略化されています。完全な構文については、「cfn-init (p. 6712)」を参照してください。
• cfn-init への呼び出しが ascending configset を指定する場合は、次のようになります。
cfn-init -c ascending

スクリプトは config1 を処理してから config2 を処理し、test.txt ファイルに含まれるテキストは I
come from config2 になります。
• cfn-init への呼び出しが descending configset を指定する場合は、次のようになります。
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cfn-init -c descending

スクリプトは config2 を処理してから config1 を処理し、test.txt ファイルに含まれるテキストは I
come from config1 になります。

複数の Configset
複数の configset を作成し、これらを cfn-init スクリプトで呼び出すことができます。各 configset には、設
定キーや他の configset への参照のリストを含めることができます。たとえば、次のテンプレートスニペッ
トは 3 個の configset を作成します。最初の configset (test1) には、1 という名前の設定キーが含まれま
す。2 つ目の configset (test2) には、test1 configset への参照と、2 という名前の設定キーが含まれて
います。3 つ目の configset (デフォルト) には、configset test2 への参照が含まれています。

JSON
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"test1" : [ "1" ],
"test2" : [ { "ConfigSet" : "test1" }, "2" ],
"default" : [ { "ConfigSet" : "test2" } ]
},
"1" : {
"commands" : {
"test" : {
"command" : "echo \"$MAGIC\" > test.txt",
"env" : { "MAGIC" : "I come from the environment!" },
"cwd" : "~"
}
}
},
"2" : {
"commands" : {
"test" : {
"command" : "echo \"$MAGIC\" >> test.txt",
"env" : { "MAGIC" : "I am test 2!" },
"cwd" : "~"
}
}
}
}

YAML
AWS::CloudFormation::Init:
1:
commands:
test:
command: "echo \"$MAGIC\" > test.txt"
env:
MAGIC: "I come from the environment!"
cwd: "~"
2:
commands:
test:
command: "echo \"$MAGIC\" >> test.txt"
env:
MAGIC: "I am test 2!"
cwd: "~"
configSets:
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test1:
- "1"
test2:
ConfigSet: "test1"
- "2"
default:
ConfigSet: "test2"

関連した cfn-init の呼び出し
以下の cfn-init への呼び出しは、前のテンプレートスニペットで宣言されている configset を参照します。
例に示した呼び出しは、わかりやすくするために簡略化されています。完全な構文については、「cfninit (p. 6712)」を参照してください。
• test1 のみを指定する場合は、次のようになります。
cfn-init -c test1

cfn-init は設定キー 1 のみを処理します。
• test2 のみを指定する場合は、次のようになります。
cfn-init -c test2

cfn-init は設定キー 1 を処理し、その後、設定キー 2 を処理します。
• default configset を指定する (または configset をまったく指定しない) 場合は、次のようになります。
cfn-init -c default

configset test2 を指定した場合と同じ動作になります。

コマンド
commands キーを使用すると、EC2 インスタンスでコマンドを実行できます。コマンドは、名前のアル
ファベット順に処理されます。
キー

必須

説明

コマンド

必須

実行するコマンドを指定する配列または文字列です。配列を使用する場
合、スペース文字をエスケープしたり、コマンドパラメータを引用符で囲
んだりする必要はありません。配列を使用して複数のコマンドを指定しな
いでください。

env

オプ
ショ
ン

コマンドの環境変数を設定します。このプロパティは、既存の環境に追加
するのではなく、既存の環境を上書きします。

cwd

オプ
ショ
ン

作業ディレクトリです。

テスト

オプ
ショ
ン

command キーに指定されているコマンドが cfn-init で実行されるかどうか
を決定するテストコマンドです。テストが成功すると、cloud-init はコマン
ドを実行します。cfn-init スクリプトは、Bash や cmd.exe などのコマンド
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キー

必須

説明
インタープリタ内でテストを実行します。テストの合否は、インタープリ
タが返す終了コードによって決まります。
Linux の場合、テストを成功するためには、テストコマンドが終了
コード 0 を返す必要があります。Windows の場合、テストコマンドで
%ERRORLEVEL% が 0 として返される必要があります。

ignoreErrors

オプ
ショ
ン

コマンドキーに含まれているコマンドが失敗した (非ゼロ値を返した) 場合
に cfn-init を実行し続けるかどうかを指定するブール値です。コマンドが失
敗しても cfn-init の実行を続ける場合は、true に設定します。コマンドが
失敗したら cfn-init の実行を停止する場合は、false に設定します。デフォ
ルト値は false です。

waitAfterCompletion オプ
ショ
ン

Windows システムの場合のみ。コマンドによって再起動が行われる場合
に、コマンド終了後にどのぐらい待機するかを指定します (秒単位)。デフォ
ルト値は 60 秒です。値を "forever" にすると、cfn-init が終了し、再起動が
完了した後に再開されます。すべてのコマンドを待ちたくない場合、この
値を 0 に設定します。

例
次の例では、~/test.txt ファイルが存在しない場合に、スニペットが echo コマンドを呼び出します。

JSON
"commands" : {
"test" : {
"command" : "echo \"$MAGIC\" > test.txt",
"env" : { "MAGIC" : "I come from the environment!" },
"cwd" : "~",
"test" : "test ! -e ~/test.txt",
"ignoreErrors" : "false"
},
"test2" : {
"command" : "echo \"$MAGIC2\" > test2.txt",
"env" : { "MAGIC2" : "I come from the environment!" },
"cwd" : "~",
"test" : "test ! -e ~/test2.txt",
"ignoreErrors" : "false"
}
}

YAML
commands:
test:
command: "echo \"$MAGIC\" > test.txt"
env:
MAGIC: "I come from the environment!"
cwd: "~"
test: "test ! -e ~/test.txt"
ignoreErrors: "false"
test2:
command: "echo \"$MAGIC2\" > test2.txt"
env:
MAGIC2: "I come from the environment!"
cwd: "~"
test: "test ! -e ~/test2.txt"
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ignoreErrors: "false"

ファイル
files キーを使用すると、EC2 インスタンス上にファイルを作成できます。内容は、テンプレートにおい
てインラインで指定することも、URL から取得することもできます。ファイルは辞書式順序でディスクに
書き込まれます。次の表ではサポートされるキーの一覧を示します。
キー

説明

コンテンツ

文字列または適切な書式の JSON オブジェクトです。コンテンツとして
JSON オブジェクトを使用すると、JSON はディスク上のファイルに書き込
まれます。JSON オブジェクトがディスクに書き込まれる前に、Fn::GetAtt や
Ref などの組み込み関数が評価されます。シンボリックリンクを作成する場
合には、コンテンツとしてシンボリックリンクターゲットを指定します。

Note
シンボリックリンクを作成すると、ヘルパースクリプトによって
ターゲットファイルのアクセス許可が変更されます。現在、ター
ゲットファイルのアクセス許可を変更することなくシンボリックリ
ンクを作成することはできません。
送信元

ファイルの読み込み元の URL です。このオプションと content キーを一緒に
指定することはできません。

encoding

エンコード形式です。内容が文字列の場合にのみ使用します。source を使用
している場合、エンコードは適用されません。
有効な値: plain | base64

グループ

このファイルの所有グループの名前です。Windows システムではサポートさ
れていません。

owner

このファイルの所有ユーザーの名前です。Windows システムではサポートさ
れていません。

mode

このファイルのモードを表す 6 桁の 8 進値です。Windows システムでは
サポートされていません。最初の 3 桁はシンボリックリンクに使用し、
最後の 3 桁は権限の設定に使用します。シンボリックリンクを作成するに
は、120xxx を指定します (xxx はターゲットファイルのアクセス許可を定義
します)。ファイルのアクセス許可を指定するには、「000644」のように後
半 3 桁の数字を使用します。

認証

使用する認証方法の名前です。これはデフォルトの認証を無効にしま
す。AWS::CloudFormation::Authentication (p. 266) リソースで定
義する認証方法を選択するために、このプロパティを使用できます。

context

Mustache テンプレートとして処理されるファイルのコンテキストを指定しま
す。このキーを使用するには、pystache に加えて、aws-cfn-bootstrap 1.3–11
以降がインストールされている必要があります。

例
以下の例では、インストールの一部として setup.mysql というファイルを作成します。
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JSON
"files" : {
"/tmp/setup.mysql" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"CREATE DATABASE ", { "Ref" : "DBName" }, ";\n",
"CREATE USER '", { "Ref" : "DBUsername" }, "'@'localhost' IDENTIFIED BY '",
{ "Ref" : "DBPassword" }, "';\n",
"GRANT ALL ON ", { "Ref" : "DBName" }, ".* TO '", { "Ref" : "DBUsername" },
"'@'localhost';\n",
"FLUSH PRIVILEGES;\n"
]]},
"mode" : "000644",
"owner" : "root",
"group" : "root"
}
}

YAML
files:
/tmp/setup.mysql:
content: !Sub |
CREATE DATABASE ${DBName};
CREATE USER '${DBUsername}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DBPassword}';
GRANT ALL ON ${DBName}.* TO '${DBUsername}'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
mode: "000644"
owner: "root"
group: "root"

すべてのテンプレートは https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
Drupal_Single_Instance.template で入手できます。
次のサンプルスニペットでは、既存のファイル /tmp/myfile2.txt をポイントするシンボリックリンク
/tmp/myfile1.txt を作成します。ターゲットファイル /tmp/myfile1.txt のアクセス許可は、モー
ド値 644 によって定義されます。

JSON
"files" : {
"/tmp/myfile2.txt" : {
"content" : "/tmp/myfile1.txt",
"mode" : "120644"
}
}

YAML
files:
/tmp/myfile2.txt:
content: "/tmp/myfile1.txt"
mode: "120644"

Mustache テンプレートは、設定ファイルを作成するために主に使用されます。たとえ
ば、Fn::Join (p. 6684) を使用する代わりに、S3 バケットに設定ファイルを保存して、テンプレート
から Refs と GetAtts を挿入できます。次のサンプルスニペットでは、「Content for test9」を /tmp/
test9.txt に出力します。
API バージョン 2010-05-15
279

AWS CloudFormation ユーザーガイド
メタデータ

JSON
"files" : {
"/tmp/test9.txt" : {
"content" : "Content for {{name}}",
"context" : { "name" : "test9" }
}
}

YAML
files:
/tmp/test9.txt:
content: "Content for {{name}}"
context:
name: "test9"

Mustache テンプレートを使用する場合、次の点に注意してください。
• ファイルが処理されるには、コンテキストキーが存在する必要があります。
• コンテキストキーは、キーと値のマッピングである必要がありますが、入れ子にすることができます。
• コンテンツキーを使用してインラインコンテンツを含むファイルを処理し、ソースキーを使用してリ
モートファイルを処理できます。
• Mustache サポートは、pystache のバージョンによって決まります。バージョン 0.5.2 は、Mustache
1.1.2 仕様をサポートします。

グループ
groups キーを使用すると、Linux/UNIX グループを作成して、グループ ID を割り当てることができま
す。groups キーは Windows システムではサポートされません。
グループを作成するには、新しいグループ名をオプションのグループ ID に関連付ける新しいキーと値のペ
アを追加します。groups キーでは、1 つまたは複数のグループ名を指定できます。次の表では使用できる
キーの一覧を示します。
キー

説明

gid

グループ ID 番号です。
グループ ID を指定し、同じ名前のグループが既に存在する場合、グループの
作成は失敗します。指定したグループ ID が別のグループに割り当てられてい
る場合、OS はグループの作成を拒否することがあります。
例: { "gid" : "23" }

例
次の例では、groupOne という名前のグループをグループ ID なしで指定し、groupTwo という名前のグ
ループをグループ ID 値 45 で指定しています。

JSON
"groups" : {
"groupOne" : {},
"groupTwo" : { "gid" : "45" }

API バージョン 2010-05-15
280

AWS CloudFormation ユーザーガイド
メタデータ
}

YAML
groups:
groupOne: {}
groupTwo:
gid: "45"

パッケージ
パッケージキーを使用して、パッケージ済みのアプリケーションとコンポーネントをダウンロードしてイ
ンストールできます。Windows システムでは、パッケージキーは MSI インストーラのみをサポートしま
す。

サポートされるパッケージ形式
cfn-init スクリプトで現在サポートされているパッケージ形式は、apt、msi、python、rpm、rubygems、
および yum です。パッケージは、rpm、yum/apt、rubygems および python の順序で処理されま
す。rubygems と python の間に順序はなく、各パッケージマネージャー内のパッケージのインストール順
序に保証はありません。

バージョンの指定
各パッケージマネージャ内では、各パッケージはパッケージ名およびバージョンのリストとして指定され
ます。バージョンは、文字列、バージョンのリスト、あるいは空の文字列またはリストのいずれでもかま
いません。空の文字列またはリストは、最新バージョンを指定することを示します。rpm マネージャの場
合、バージョンはディスク上のファイルへのパスまたは URL として指定します。
パッケージのバージョンを指定した場合は、それより新しいバージョンのパッケージがインスタンスに既
にインストールされていたとしても、指定されたバージョンのインストールが試みられます。パッケージ
マネージャには、複数のバージョンをサポートするものと、サポートしないものがあります。詳細につい
ては、パッケージマネージャのドキュメントを検証してください。バージョンを指定せず、あるバージョ
ンのパッケージが既にインストールされている場合は、cfn-init スクリプトは新しいバージョンをインス
トールしません—ユーザーが既存のバージョンを維持して使用することを望んでいるものと想定します。

例
RPM、yum、および Rubygems
次の例では、rpm のバージョン URL を指定し、yum から最新のバージョンを要求し、rubygems から chef
のバージョン 0.10.2 を要求しています。

JSON
"rpm" : {
"epel" : "http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm"
},
"yum" : {
"httpd" : [],
"php" : [],
"wordpress" : []
},
"rubygems" : {
"chef" : [ "0.10.2" ]
}

YAML
rpm:
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epel: "http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm"
yum:
httpd: []
php: []
wordpress: []
rubygems:
chef:
- "0.10.2"

MSI パッケージ
次のスニペットは、MSI パッケージの URL を指定します。

JSON
"msi" : {
"awscli" : "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLI64.msi"
}

YAML
msi:
awscli: "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLI64.msi"

サービス
services キーを使用すると、インスタンスが起動されるときに有効化または無効化する必要のあるサービ
スを定義できます。Linux システムでは、このキーは sysvinit を使用してサポートされています。Windows
システムでは、Windows サービスマネージャーを使用してサポートされています。
また、services キーではソース、パッケージ、ファイルへの依存関係も指定でき、インストールされて
いるファイルのために再起動が必要になった場合に、cfn-init がサービスの再起動を処理します。たとえ
ば、Apache HTTP Server パッケージをダウンロードする場合は、スタックの作成プロセス中にパッケー
ジインストールが自動的に Apache HTTP Server を起動します。ただし、Apache HTTP Server 設定がス
タック作成プロセスの後の方で更新されると、その更新は Apache サーバーが再起動されなければ有効
になりません。Apache HTTP サービスが必ず再起動されるようにするために services キーを使用できま
す。
次の表ではサポートされるキーの一覧を示します。
キー

説明

ensureRunning

true に設定すると、cfn-init が終了した後でサービスが実行されます。
false に設定すると、cfn-init が終了した後でサービスが実行されません。
このキーを省略すると、サービスの状態は変更されません。

有効

true に設定すると、起動時にサービスが自動的に開始されます。
false に設定すると、起動時にサービスが自動的に開始されません。
このキーを省略すると、このプロパティは変更されません。

files

ファイルのリストです。cfn-init がファイルブロックを通じていずれかを直接
変更する場合、このサービスは再起動されます

sources

ディレクトリのリストです。cfn-init がこれらのディレクトリの 1 つにアーカ
イブを展開する場合、このサービスは再起動されます。
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キー

説明

packages

パッケージ名のリストに対するパッケージマネージャのマップです。cfn-init
がこれらのパッケージの 1 つをインストールまたは更新する場合、このサー
ビスは再起動されます。

commands

コマンド名のリストです。cfn-init が指定したコマンドを実行する場合、この
サービスは再開されます。

例
Linux
次に示す Linux スニペットは次のようにサービスを設定します。
• cfn-init によって /etc/nginx/nginx.conf または /var/www/html が変更された場合、nginx サービ
スは再起動されます。
• php-fastcgi サービスは、cfn-init が yum を使用して php または spawn-fcgi をインストールまたは更新す
る場合、再起動されます。
• sendmail サービスは停止され、無効になります。

JSON
"services" : {
"sysvinit" : {
"nginx" : {
"enabled" : "true",
"ensureRunning" : "true",
"files" : ["/etc/nginx/nginx.conf"],
"sources" : ["/var/www/html"]
},
"php-fastcgi" : {
"enabled" : "true",
"ensureRunning" : "true",
"packages" : { "yum" : ["php", "spawn-fcgi"] }
},
"sendmail" : {
"enabled" : "false",
"ensureRunning" : "false"
}
}
}

YAML
services:
sysvinit:
nginx:
enabled: "true"
ensureRunning: "true"
files:
- "/etc/nginx/nginx.conf"
sources:
- "/var/www/html"
php-fastcgi:
enabled: "true"
ensureRunning: "true"
packages:
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yum:
- "php"
- "spawn-fcgi"
sendmail:
enabled: "false"
ensureRunning: "false"

Windows
次の Windows スニペットは、cfn-hup (p. 6722) サービスを開始し、それを自動に設定します。指定され
た設定ファイルを cfn-init が変更する場合は、サービスを再起動します。

JSON
"services" : {
"windows" : {
"cfn-hup" : {
"enabled" : "true",
"ensureRunning" : "true",
"files" : ["c:\\cfn\\cfn-hup.conf", "c:\\cfn\\hooks.d\\cfn-auto-reloader.conf"]
}
}
}

YAML
services:
windows:
cfn-hup:
enabled: "true"
ensureRunning: "true"
files:
- "c:\\cfn\\cfn-hup.conf"
- "c:\\cfn\\hooks.d\\cfn-auto-reloader.conf"

ソース
sources キーを使用すると、アーカイブファイルをダウンロードし、EC2 インスタンス上のターゲット
ディレクトリに解凍できます。このキーは Linux と Windows の両方のシステムで完全にサポートされてい
ます。
サポートされる形式
サポートされているフォーマットは次のとおりです。
• tar
• tar+gzip
• tar+bz2
• zip

例
GitHub
ソース管理システムとして GitHub を使用する場合は、cfn-init とソースパッケージメカニズムを使用し
て、アプリケーションの特定のバージョンを取得します。GitHub では次のように URL を通じて特定の
バージョンから .zip または .tar を作成することができます。
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https://github.com/<your directory>/(zipball|tarball)/<version>

例えば、次のスニペットはバージョン main を .tar ファイルとして取り出します。

JSON
"sources" : {
"/etc/puppet" : "https://github.com/user1/cfn-demo/tarball/main"
}

YAML
sources:
/etc/puppet: "https://github.com/user1/cfn-demo/tarball/main"

S3 バケット
次の例では、S3 バケットから .zip ファイルをダウンロードし、/etc/myapp に解凍しています。

Note
ソースの認証情報を使用できます。ただし、ソースブロックに認証キーを格納することはできま
せん。代わりに、S3AccessCreds ブロックにバケットキーを含めます。Amazon S3 認証情報の
詳細については、「AWS::CloudFormation::Authentication (p. 266)」を参照してくださ
い。
例については、「サンプルテンプレート」を参照してください。

JSON
"sources" : {
"/etc/myapp" : "https://s3.amazonaws.com/mybucket/myapp.tar.gz"
}

YAML
sources:
/etc/myapp: "https://s3.amazonaws.com/mybucket/myapp.tar.gz"

ユーザー
users キーを使用すると、Linux/UNIX ユーザーを EC2 インスタンス上に作成できます。users キーは
Windows システムではサポートされません。
次の表ではサポートされるキーの一覧を示します。
キー

説明

uid

ユーザー ID です。異なるユーザー ID で同じユーザー名が存在した場合、作
成処理は失敗します。ユーザー ID が既存のユーザーに既に割り当てあれてい
る場合、オペレーティングシステムは作成要求を拒否することがあります。

グループ

グループ名のリストです。ユーザーはリスト内の各グループに追加されま
す。
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キー

説明

homeDir

ユーザーのホームディレクトリです。

例
ユーザーは、/sbin/nologin のシェルで非対話形式のシステムユーザーとして作成されます。これは設
計によるものであり、変更できません。

JSON
"users" : {
"myUser" : {
"groups" : ["groupOne", "groupTwo"],
"uid" : "50",
"homeDir" : "/tmp"
}
}

YAML
users:
myUser:
groups:
- "groupOne"
- "groupTwo"
uid: "50"
homeDir: "/tmp"

AWS::CloudFormation::Interface
AWS::CloudFormation::Interface は、AWS CloudFormation コンソールでパラメータをグループ化
およびソートする方法を定義するメタデータキーです。コンソールでスタックを作成または更新すると、
コンソールに入力パラメーターが論理 ID のアルファベット順にリストされます。ユーザーがパラメーター
値を効率的に指定できるように、このキーを使用して、パラメーターのグループ化とソートを独自に定
義することができます。たとえば、すべての EC2 関連パラメーターを 1 つのグループに含め、すべての
VPC 関連パラメーターを別のグループに含めることができます。
パラメーターのグループ化とソートに加え、パラメーターのラベルを定義できます。ラベルは、パラメー
ターの論理 ID の代わりにコンソールに表示されるフレンドリ名または説明です。ラベルは、各パラメー
ターに指定する値をユーザーが理解するのに役立ちます。たとえば、KeyPair パラメーターには Select
an EC2 key pair というラベルを付けることができます。

Note
CloudFormation コンソールのみが AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーを使
用します。AWS CLI および API コールはこのキーを使用しません。

構文
CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Interface" : {
"ParameterGroups" : [ ParameterGroup, ... ],
"ParameterLabels" : ParameterLabel
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}

}

YAML
Metadata:
AWS::CloudFormation::Interface:
ParameterGroups:
- ParameterGroup
ParameterLabels:
ParameterLabel

プロパティ
ParameterGroups
パラメーターグループタイプ、グループ名を指定する場所、各グループ内のパラメーター、パラメー
ターが表示される順序のリスト。
Required: No
タイプ: AWS::CloudFormation::Interface ParameterGroup (p. 289)
更新に伴う要件: 中断はありません。 (p. 137)
ParameterLabels
スタックが作成または更新されたときに CloudFormation コンソールに表示されるパラメータとその
フレンドリ名のマッピング。
Required: No
タイプ: AWS::CloudFormation::Interface ParameterLabel (p. 290)
更新に伴う要件: 中断はありません。 (p. 137)

例
次の例では、2 つのパラメーターグループ Network Configuration および Amazon
EC2 Configuration を定義します。Network Configuration グループに
は、VPCID、SubnetId、SecurityGroupID の各パラメーターが含まれます。これらは、テンプレート
の Parameters セクション (非表示) で定義されます。コンソールにこれらのパラメーターが表示される
順序は、パラメーターがリストされる順序によって定義されます (先頭は VPCID パラメーター)。この例で
は、Amazon EC2 Configuration パラメーターも同様にグループ化およびソートされています。
この例では、VPCID パラメーターのラベルも定義しています。コンソールには、パラメータの論理 ID
(VPCID) の代わりに [Which VPC should this be deployed to? (どの VPC をこれにデプロイする必要があり
ますか。)] が表示されます。

JSON
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Interface" : {
"ParameterGroups" : [
{
"Label" : { "default" : "Network Configuration" },
"Parameters" : [ "VPCID", "SubnetId", "SecurityGroupID" ]
},
{
"Label" : { "default":"Amazon EC2 Configuration" },
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}

}

"Parameters" : [ "InstanceType", "KeyName" ]
}
],
"ParameterLabels" : {
"VPCID" : { "default" : "Which VPC should this be deployed to?" }
}

YAML
Metadata:
AWS::CloudFormation::Interface:
ParameterGroups:
Label:
default: "Network Configuration"
Parameters:
- VPCID
- SubnetId
- SecurityGroupID
Label:
default: "Amazon EC2 Configuration"
Parameters:
- InstanceType
- KeyName
ParameterLabels:
VPCID:
default: "Which VPC should this be deployed to?"

コンソールに表示されたパラメータグループ
次の図は、この例のメタデータキーを使用すると、スタックが作成または更新されたときにパラメータグ
ループがコンソールにどのように表示されるかを示しています。コンソールのパラメータグループ
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AWS::CloudFormation::Interface Label
Label は、ParameterGroup (p. 289) プロパティと ParameterLabel (p. 290) プロパティのプロパティ
で、パラメータグループまたはパラメータの名前を定義します。

構文
JSON
{
}

"default" : String

YAML
default: String

プロパティ
default
CloudFormation コンソールはパラメータグループまたはパラメータの命名に使用するデフォルトのラ
ベル。
Required: No
Type: String

AWS::CloudFormation::Interface ParameterGroup
ParameterGroup は、パラメーターグループとそのグループに含めるパラメーターを定義する
AWS::CloudFormation::Interface (p. 286) リソースのプロパティです。

構文
JSON
{
}

"Label" : Label,
"Parameters" : [ String, ... ]

YAML
Label: Label
Parameters:
- ###

プロパティ
Label
パラメーターグループの名前。
Required: No
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タイプ: AWS::CloudFormation::Interface Label (p. 289)
Parameters
グループに含めるパラメーター論理 ID (大文字小文字が区別されます) のリスト。パラメーターは、テ
ンプレートの Parameters セクションで既に定義されている必要があります。パラメーターは、1 つ
のパラメーターグループにのみ含めることができます。
コンソールには、Other parameters グループ内の、パラメーターグループに関連付けないパラ
メーターがアルファベット順でリストされます。
Required: No
Type: List of String values

AWS::CloudFormation::Interface ParameterLabel
ParameterLabel は AWS::CloudFormation::Interface (p. 286) リソースのプロパティで、AWS
CloudFormation コンソールでパラメータの論理 ID の代わりに表示されるパラメータのフレンドリ名また
は説明を指定します。

構文
JSON
{
}

"ParameterLogicalID" : Label

YAML
ParameterLogicalID: Label

プロパティ
ParameterLogicalID
パラメーターのラベル。ラベルは、スタックが作成または更新されるときに CloudFormation コン
ソールが [Specify Parameters] (パラメータを指定) に表示するフレンドリ名または説明を定義しま
す。ParameterLogicalID キーは、テンプレートの Parameters セクションで宣言された有効なパ
ラメーターの論理 ID (大文字と小文字を区別) にする必要があります。
Required: No
タイプ: AWS::CloudFormation::Interface Label (p. 289)

パラメータ
オプションの Parameters セクションを使用して、テンプレートをカスタマイズします。パラメーターを
使用すると、スタックを作成または更新するたびにテンプレートにカスタム値を入力できます。

テンプレートでのパラメーターの定義
以下の例では、InstanceTypeParameter というパラメーターを宣言します。このパラメーターを使用
すると、スタックの作成または更新時に使用するスタックの Amazon EC2 インスタンスタイプを指定でき
ます。
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InstanceTypeParameter には、t2.micro のデフォルトの値があることに注意してください。これ
は、別の値が用意されていない限り、AWS CloudFormation がスタックをプロビジョニングするために使
用する値です。

JSON
"Parameters" : {
"InstanceTypeParameter" : {
"Type" : "String",
"Default" : "t2.micro",
"AllowedValues" : ["t2.micro", "m1.small", "m1.large"],
"Description" : "Enter t2.micro, m1.small, or m1.large. Default is t2.micro."
}
}

YAML
Parameters:
InstanceTypeParameter:
Type: String
Default: t2.micro
AllowedValues:
- t2.micro
- m1.small
- m1.large
Description: Enter t2.micro, m1.small, or m1.large. Default is t2.micro.

テンプレート内でのパラメーターの参照
パラメータを参照するには、Ref 組み込み関数を使用します。AWS CloudFormation は、パラメータの値
を使用してスタックをプロビジョニングします。同じテンプレートの Resources および Outputs セク
ションのパラメーターを参照できます。
次の例では、EC2 インスタンスリソースの InstanceType プロパティが InstanceTypeParameter パ
ラメーター値を参照します。

JSON
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceTypeParameter" },
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"
}
}

YAML
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
InstanceType:
Ref: InstanceTypeParameter
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867

パラメーターの一般要件
パラメーターを使用するときに以下の要件が適用されます。
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• AWS CloudFormation テンプレートに指定できるパラメーターは最大 200 個です。
• 各パラメーターには、英数字でテンプレート内のどの論理名とも重複しない論理名 (論理 ID と呼ばれま
す) を指定する必要があります。
• 各パラメーターには、AWS CloudFormation でサポートされているパラメータータイプを割り当てるこ
とができます。詳細については、「Type (p. 294)」を参照してください。
• AWS CloudFormation がスタックを正常にプロビジョニングするには、各パラメーターに実行時に値
を割り当てる必要があります。別の値が指定されている場合を除き、必要に応じて、使用する AWS
CloudFormation のデフォルト値を指定できます。
• パラメーターは、同じテンプレート内から宣言および参照する必要があります。テンプレートの
Resources および Outputs セクションのパラメーターを参照できます。

JSON
"Parameters" : {
"ParameterLogicalID" : {
"Type" : "DataType",
"ParameterProperty" : "value"
}
}

YAML
Parameters:
ParameterLogicalID:
Type: DataType
ParameterProperty: value

プロパティ
AllowedPattern
String 型に使用できるパターンを表す正規表現。パターンは、指定されたパラメータ値全体と一致
する必要があります。
Required: No
AllowedValues
パラメーターに許容される一連の値を含む配列。
Required: No
ConstraintDescription
制約が違反された場合に、制約について説明する文字列。たとえば、制約の説明を指定しないとき、
許容されているパターンが [A-Za-z0-9]+ であるパラメーターの場合、ユーザーが無効な値を指定
すると次のエラーメッセージが表示されます。
Malformed input-Parameter MyParameter must match pattern [A-Za-z0-9]+
must only contain letters (uppercase and lowercase) and numbers などの制約の説明を追加することに
よって、次のようにカスタマイズされたエラーメッセージを表示することができます。
Malformed input-Parameter MyParameter must only contain uppercase and
lowercase letters and numbers
Required: No
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Default
スタックの作成時に値を指定しなかった場合に、テンプレートで使用される適切な型の値。パラメー
ターの制約を定義する場合は、これらの制約に従う値を指定する必要があります。
Required: No
Description
パラメーターについて説明する最大 4000 文字の文字列。
Required: No
MaxLength
String 型に使用できる最大文字数を決定する整数値。
Required: No
MaxValue
Number 型に使用できる数値の最大値を決定する数値。
Required: No
MinLength
String 型に使用できる最小文字数を決定する整数値。
Required: No
MinValue
Number 型に使用できる数値の最小値を決定する数値。
Required: No
NoEcho
パラメータ値をマスクして、コンソール、コマンドラインツール、または API に表示されないように
するかどうか。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイ
ベントを記述するすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメータ値
を返します。ただし、以下に指定された場所に保存されている情報は除きます。
Required: No

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める
情報の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照し
てください。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してくださ
い。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しない
ことを強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動
的パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータスト
アや AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
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詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照
してください。

Important
リソースのプライマリ識別子の一部であるリソースプロパティに NoEcho パラメータや機密
データを含めないようにすることを強くお勧めします。
プライマリリソース識別子を形成するプロパティに NoEcho パラメータが含まれている場
合、CloudFormation はプライマリリソース識別子に実際のプレーンテキスト値を使用する場
合があります。このリソース ID は、派生した出力または送信先に表示されることがありま
す。
リソースタイプのプライマリ識別子を構成するリソースプロパティを確認するには、そのリ
ソースのリソースリファレンスドキュメントを参照してください。[Return values] (戻り値)
セクションで、Ref 関数の戻り値は、リソースタイプのプライマリ識別子を構成するリソー
スプロパティを表します。
Type
パラメーターのデータ型 (DataType)。
Required: Yes
AWS CloudFormation では次のパラメータータイプをサポートしています。
String
リテラル文字列。
たとえば、次のように指定します。"MyUserName"
Number
整数または浮動小数点値。AWS CloudFormation は、このパラメータを数値として検証します
が、テンプレート内の他の場所で使用した場合には (Ref 組み込み関数を使用した場合など) 文字
列として扱います。
たとえば、次のように指定します。"8888"
List<Number>
カンマで区切られた整数または浮動小数点値の配列。AWS CloudFormation は、このパラメータ
を数値として検証しますが、テンプレート内の他の場所で使用した場合には (Ref 組み込み関数を
使用した場合など) 一連の文字列として扱います。
たとえば、"80,20" と指定し、Ref を使用した場合には ["80","20"] となります。
CommaDelimitedList
カンマで区切られたリテラル文字列の配列。文字列の合計数は、カンマの合計数よりも 1 つ多い
はずです。また、各メンバー文字列の前後の空白は削除されます。
たとえば、"test,dev,prod" と指定し、Ref を使用した場合には ["test","dev","prod"]
となります。
AWS 固有のパラメータタイプ
Amazon EC2 キーペアの名前や VPC の ID などの AWS の値です。詳細については、AWS 固有
のパラメータタイプ (p. 295) を参照してください。
SSM パラメータータイプ
Systems Manager パラメーターストア内の既存のパラメーターに対応するパラメー
ター。Systems Manager パラメータキーは SSM パラメータの値として指定します。AWS
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CloudFormation は、スタックに使用するパラメータストアから最新の値を取得します。詳細につ
いては、「SSM パラメータタイプ (p. 296)」を参照してください。

AWS 固有のパラメータタイプ
AWS 固有のパラメータタイプは、スタックの作成または更新の開始時に無効な値を見つけるのに役立ち
ます。AWS 固有のパラメータを指定するには、テンプレートのユーザーは AWS アカウントにある既存の
AWS 値を指定する必要があります。AWS CloudFormation は、アカウントの既存の値と照らしてこれらの
入力値を検証します。たとえば、AWS::EC2::VPC::Id パラメータタイプの場合、ユーザーはアカウント
内およびスタックを作成しているリージョン内に存在する既存の VPC ID を入力 (p. 111)する必要がありま
す。
テンプレートユーザーが異なる AWS アカウントからの入力値を入力できるようにする場合は、AWS
固有のタイプでパラメータを定義することはできません。代わりに、String タイプ (または
CommaDelimitedList) タイプのパラメータを定義してください。

サポートされている AWS 固有のパラメータタイプ
AWS CloudFormation では次の AWS 固有型をサポートしています。
AWS::EC2::AvailabilityZone::Name
アベイラビリティーゾーン (us-west-2a など)。
AWS::EC2::Image::Id
Amazon EC2 イメージ ID (ami-0ff8a91507f77f867 など)。AWS CloudFormation コンソールに
は、このパラメータータイプの値のドロップダウンリストが表示されないことに注意してください。
AWS::EC2::Instance::Id
Amazon EC2 インスタンス ID (i-1e731a32 など)。
AWS::EC2::KeyPair::KeyName
Amazon EC2 のキーペア名。
AWS::EC2::SecurityGroup::GroupName
EC2-Classic またはデフォルトの VPC セキュリティグループ名 (my-sg-abc など)。
AWS::EC2::SecurityGroup::Id
セキュリティグループ ID (sg-a123fd85 など)。
AWS::EC2::Subnet::Id
サブネット ID (subnet-123a351e など)。
AWS::EC2::Volume::Id
Amazon EBS ボリューム ID (vol-3cdd3f56 など)。
AWS::EC2::VPC::Id
VPC ID (vpc-a123baa3 など)。
AWS::Route53::HostedZone::Id
Amazon Route 53 ホストゾーン ID (Z23YXV4OVPL04A など)。
List<AWS::EC2::AvailabilityZone::Name>
リージョンのアベイラビリティーゾーンの配列 (us-west-2a, us-west-2b など)。
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List<AWS::EC2::Image::Id>
Amazon EC2 イメージ ID の配列 (ami-0ff8a91507f77f867, ami-0a584ac55a7631c0c な
ど)。AWS CloudFormation コンソールには、このパラメータータイプの値のドロップダウンリストが
表示されないことに注意してください。
List<AWS::EC2::Instance::Id>
Amazon EC2 インスタンス ID の配列 (i-1e731a32, i-1e731a34 など)。
List<AWS::EC2::SecurityGroup::GroupName>
EC2-Classic またはデフォルトの VPC セキュリティグループ名の配列 (my-sg-abc, my-sg-def な
ど)。
List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>
セキュリティグループ ID の配列 (sg-a123fd85, sg-b456fd85 など)。
List<AWS::EC2::Subnet::Id>
サブネット ID の配列 (subnet-123a351e, subnet-456b351e など)。
List<AWS::EC2::Volume::Id>
Amazon EBS ボリューム ID の配列 (vol-3cdd3f56, vol-4cdd3f56 など)。
List<AWS::EC2::VPC::Id>
VPC ID の配列 (vpc-a123baa3, vpc-b456baa3 など)。
List<AWS::Route53::HostedZone::Id>
Amazon Route 53 ホストゾーン ID の配列 (Z23YXV4OVPL04A, Z23YXV4OVPL04B など)。

SSM パラメータタイプ
SSM パラメータタイプは、Systems Manager パラメータストア内の既存のパラメータに対応しま
す。Systems Manager パラメータキーは SSM パラメータの値として指定します。AWS CloudFormation
は、スタックに使用するパラメータストアから最新の値を取得します。Systems Manager パラメータの詳
細については、AWS Systems Manager ユーザーガイド の「 Systems Manager パラメータストア」を参
照してください。
ssm または ssm-secure の動的なパラメータパターンを使用し、テンプレート内のパラメータ値を指定
することもできます。詳細については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する (p. 303)」を
参照してください。
スタックを作成または更新して変更セットを作成すると、AWS CloudFormation はオペレーションの実行
時点でパラメーターストアに存在する任意の値を使用します。指定されたパラメータが、呼び出し元の
AWS アカウントの下のパラメータストアに存在しない場合、AWS CloudFormation は検証エラーを返しま
す。
変更セットを実行すると、AWS CloudFormation は変更セットで指定されている値を使用します。これら
の値は、変更セットの作成時と実行時の間にパラメータストアで変化する可能性があるため、変更セット
を実行する前に確認してください。

Tip
SSM パラメータの解決された値 は、コンソールにあるスタックの [パラメータ] タブで確認する
か、describe-stacks または describe-change-set を実行することにより確認できます。
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これらは、対応する Systems Manager パラメーターキーのスタック定義で現在使用されている値
です。これらの値は、スタックが作成または更新される時に設定されるため、パラメータースト
アにおける最新の値とは異なる場合がある点に注意してください。
ssm-secure パターンを使用してパラメータ値として Secure String を指定した場合、AWS
CloudFormation は Secure String 値を保存したり、コンソールまたは API コールの結果に表示し
たりしません。
SSM パラメータの値は Systems Manager パラメータキーであるため、以下の動作にも注意してくださ
い。
• スタックの更新の場合、コンソールの [既存の値の使用] オプションと update-stack の
UsePreviousValue 属性は、AWS CloudFormation に対して、値ではなく既存の Systems Manager パ
ラメータキーを使用するように指示します。AWS CloudFormation は、スタックを更新する際は常にパ
ラメータストアから最新の値を取得します。
ただし、パラメータ値を指定する ssm または ssm-secure の動的なパラメータパターンを使用する場
合は、AWS CloudFormation が使用する Systems Manager パラメータのバージョンを指定する必要があ
ります。
• AWS CloudFormation は、対応する値ではなく Systems Manager パラメータキーで検証を実行でき
ます。検証のため、パラメーターキーを文字列として扱うことができます。パラメーターストアで
は、Systems Manager パラメーター値の検証を実行する必要があります。
SSM パラメータタイプの使用例については、「SSM パラメータタイプ (p. 301)」を参照してください。

サポートされている SSM パラメータタイプ
AWS CloudFormation では次の SSM パラメータタイプをサポートしています。
AWS::SSM::Parameter::Name
Systems Manager パラメーターキーの名前。
パラメーターキーを渡す場合は、このパラメーターを使用します。たとえば、このタイプを使用して
パラメーターが存在するかどうかを確認できます。
AWS::SSM::Parameter::Value<String>
値が文字列の Systems Manager パラメーター。これは、パラメーターストア内の String パラメー
タータイプに対応します。
AWS::SSM::Parameter::Value<List<String>> または
AWS::SSM::Parameter::Value<CommaDelimitedList>
値が文字列のリストである Systems Manager パラメーター。これは、パラメーターストア内の
StringList パラメータータイプに対応します。
AWS::SSM::Parameter::Value<AWS-specific parameter type>
値が AWS 固有のパラメータタイプ (p. 295)である Systems Manager パラメータ。たとえば、次の
例は AWS::EC2::KeyPair::KeyName タイプを指定します。
AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::KeyPair::KeyName>
AWS::SSM::Parameter::Value<List<AWS-specific parameter type>>
値が AWS 固有のパラメータタイプ (p. 295)のリストである Systems Manager パラメータ。たとえ
ば、次の例は AWS::EC2::KeyPair::KeyName タイプのリストを指定します。
AWS::SSM::Parameter::Value<List<AWS::EC2::KeyPair::KeyName>>
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サポートされていない SSM パラメータタイプ
AWS CloudFormation では次の SSM パラメータタイプをサポートしていません。
• SSM パラメータタイプのリストの例。List<AWS::SSM::Parameter::Value<String>>
さらに、AWS CloudFormation は、SecureString Systems Manager パラメータタイプとしてのテンプ
レートパラメータの定義をサポートしていません。ただし、動的なパラメータパターンを使用して、特定
のリソースのパラメータ値として Secure String を指定できます。詳細については、「動的な参照を使用し
てテンプレート値を指定する (p. 303)」を参照してください。

AWS CloudFormation コンソールでのパラメーターのグループ化
およびソート
AWS CloudFormation コンソールを使用してスタックを作成または更新すると、コンソールに論理 ID によ
り入力パラメーターがアルファベット順に並べられてリストされます。デフォルトの順序を上書きするに
は、AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーを使用できます。パラメーターをグループ化
および順序付けすることで、ユーザーがパラメーター値をさらに指定しやすくなります。たとえば、VPC
関連のすべてのパラメーターをグループ化し、アルファベットリスト全体に分散しないようにするとしま
す。
メタデータキーで、作成するグループ、各グループに含めるパラメーター、コンソールで各パラメーター
がそのグループ内に表示される順序を指定できます。コンソールで論理 ID の代わりにわかりやすい名前が
表示されるように、フレンドリパラメーター名を定義することもできます。メタデータキーで参照するす
べてのパラメーターは、テンプレートの Parameters セクションで宣言する必要があります。
AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーの詳細と例については、
「AWS::CloudFormation::Interface (p. 286)」を参照してください。

例
基本的な入力パラメータ
以下の例では、Parameters セクションに 2 つのパラメーターが宣言されています。DBPort パラメー
ターの型は Number で、デフォルトは 3306 です。指定できる最小値は 1150、最大値は 65535 で
す。DBPwd パラメーターの型は String で、デフォルト値はありません。NoEcho プロパティは、スタッ
クの説明の呼び出し (aws cloudformation describe-stacks AWS CLI コマンドなど) によってパラ
メータ値が返されるのを防ぐために、true に設定されています。指定できる最小値は 1、最大値は 41 で
す。パターンには、英文字の大文字と小文字、および数字を使用できます。

JSON
"Parameters" : {
"DBPort" : {
"Default" : "3306",
"Description" : "TCP/IP port for the database",
"Type" : "Number",
"MinValue" : "1150",
"MaxValue" : "65535"
},
"DBPwd" : {
"NoEcho" : "true",
"Description" : "The database admin account password",
"Type" : "String",
"MinLength" : "1",
"MaxLength" : "41",
"AllowedPattern" : "^[a-zA-Z0-9]*$"
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}

}

YAML
Parameters:
DBPort:
Default: 3306
Description: TCP/IP port for the database
Type: Number
MinValue: 1150
MaxValue: 65535
DBPwd:
NoEcho: true
Description: The database admin account password
Type: String
MinLength: 1
MaxLength: 41
AllowedPattern: ^[a-zA-Z0-9]*$

AWS 固有のパラメータタイプ
AWS 固有のパラメータタイプを使用する場合、スタックを作成または更新するためにテンプレートを使
用するユーザーは、必ず自分のアカウントおよび現在のスタックのリージョンにある既存の AWS 値を指
定する必要があります。AWS 固有のパラメーター型は、AWS CloudFormation がリソースを作成または
更新する前に、これらの型の入力値が存在し、正しい値であることを確認するのに役立ちます。たとえ
ば、AWS::EC2::KeyPair::KeyName パラメータタイプを使用すると、AWS CloudFormation はリソー
ス (Amazon EC2 インスタンスなど) を作成する前に、入力値をユーザーの既存のキーペア名に照らして検
証します。
ユーザーが AWS Management Console を使用している場合、AWS CloudFormation によって AWS 固有
のパラメータタイプに有効な値が事前に設定されます (p. 111)。そのため、ユーザーは特定の名前や ID を
記憶したり、正確に入力したりする必要がありません。ドロップダウンリストから 1 つまたは複数の値を
選択するだけです。また、パラメータータイプに応じて、ユーザーは ID、名前、Name タグ値で値を検索
することもできます。詳細については、スタック名とパラメーターの指定 (p. 111) を参照してください。
以下の例では、AWS::EC2::KeyPair::KeyName および AWS::EC2::Subnet::Id の型の 2 つのパラ
メーターが宣言されています。これらの型では、有効な値は既存のキーペア名およびサブネット ID に制限
されています。mySubnetIDs パラメーターがリストとして指定されているので、ユーザーは 1 つ以上の
サブネット ID を指定できます。

JSON
"Parameters" : {
"myKeyPair" : {
"Description" : "Amazon EC2 Key Pair",
"Type" : "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
},
"mySubnetIDs" : {
"Description" : "Subnet IDs",
"Type" : "List<AWS::EC2::Subnet::Id>"
}
}

YAML
Parameters:
myKeyPair:
Description: Amazon EC2 Key Pair
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mySubnetIDs:
Description: Subnet IDs
Type: "List<AWS::EC2::Subnet::Id>"

AWS CLI および API サポート
現時点では、AWS CLI または AWS CloudFormation API を使用して、AWS 固有のパラメータの有効な値
のリストを表示することはできません。ただし、aws cloudformation get-template-summary コ
マンドまたは GetTemplateSummary API を使用して、パラメータタイプなどの各パラメータの情報を表
示することは可能です。

カンマ区切りリストのパラメータ型
単一のパラメーターに複数の文字列値を指定するには、CommaDelimitedList パラメーター型を使用し
ます。このように、さまざまなパラメーターの多数使用するのではなく、単一のパラメーターを使用する
ことで、複数の値を指定することができます。たとえば、独自の CIDR ブロックで 3 種類のサブネット
を作成した場合に、3 つの異なるパラメーターを使って 3 種類の CIDR ブロックを指定することは可能で
す。しかし、3 つの CIDR ブロックを指定するパラメーターを 1 つだけ使った方が簡潔に記述できます。
その例を次に示します。

JSON
"Parameters" : {
"DbSubnetIpBlocks": {
"Description": "Comma-delimited list of three CIDR blocks",
"Type": "CommaDelimitedList",
"Default": "10.0.48.0/24, 10.0.112.0/24, 10.0.176.0/24"
}
}

YAML
Parameters:
DbSubnetIpBlocks:
Description: "Comma-delimited list of three CIDR blocks"
Type: CommaDelimitedList
Default: "10.0.48.0/24, 10.0.112.0/24, 10.0.176.0/24"

カンマ区切りリストのパラメータから値を返します
一連の値から特定の値を参照するには、テンプレートの Fn::Select セクションで、Resources 組み込
み関数を使用します。次の例のように、必要なオブジェクトのインデックス値とオブジェクトのリストと
を渡します。

JSON
"DbSubnet1" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : {"Fn::Join" : ["",[ { "Ref" : "AWS::Region" }, { "Fn::Select" :
[ "0", {"Ref" : "VpcAzs"} ] } ] ]} ,
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"CidrBlock" : { "Fn::Select" : [ "0", {"Ref" : "DbSubnetIpBlocks"} ] }
}
},
"DbSubnet2" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
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"Properties" : {
"AvailabilityZone" : {"Fn::Join" : ["",[ { "Ref" : "AWS::Region" }, { "Fn::Select" :
[ "1", {"Ref" : "VpcAzs"} ] } ] ]} ,
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"CidrBlock" : { "Fn::Select" : [ "1", {"Ref" : "DbSubnetIpBlocks"} ] }
}
},
"DbSubnet3" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : {"Fn::Join" : ["",[ { "Ref" : "AWS::Region" }, { "Fn::Select" :
[ "2", {"Ref" : "VpcAzs"} ] } ] ]} ,
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"CidrBlock" : { "Fn::Select" : [ "2", {"Ref" : "DbSubnetIpBlocks"} ] }
}
}

YAML
DbSubnet1:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
AvailabilityZone: !Sub
- "${AWS::Region}${AZ}"
- AZ: !Select [0, !Ref VpcAzs]
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !Select [0, !Ref DbSubnetIpBlocks]
DbSubnet2:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
AvailabilityZone: !Sub
- "${AWS::Region}${AZ}"
- AZ: !Select [1, !Ref VpcAzs]
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !Select [1, !Ref DbSubnetIpBlocks]
DbSubnet3:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
AvailabilityZone: !Sub
- "${AWS::Region}${AZ}"
- AZ: !Select [2, !Ref VpcAzs]
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !Select [2, !Ref DbSubnetIpBlocks]

SSM パラメータタイプ
AWS::SSM::Parameter::Value <String>タイプ
以下のテンプレートでは、AWS::SSM::Parameter::Value<String> パラメータータイプを宣言しま
す。

JSON
{

"Parameters": {
"InstanceType": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<String>"
}
},
"Resources": {
"Instance": {
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}

}

}

"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
}
}

YAML
Parameters:
InstanceType:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<String>'
Resources:
Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
InstanceType: !Ref InstanceType

次のコマンドは、サンプルテンプレートに基づいてスタックを作成します。InstanceType テンプレー
トパラメータの値として Systems Manager パラメータキー (myInstanceType) を指定します。これ
は、myInstanceType パラメータが呼び出し元の AWS アカウントの下のパラメータストアに存在するこ
とを前提としています。
aws cloudformation create-stack --stack-name S1 --template-body example template -parameters ParameterKey=InstanceType,ParameterValue=myInstanceType

AWS::SSM::Parameter::Value < AWS::EC2::Image::Id > タイプ
以下のテンプレートでは、AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> パラメータータ
イプを宣言します。

JSON
{

}

"Parameters": {
"ImageId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>"
}
},
"Resources": {
"Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": {
"Ref": "ImageId"
}
}
}
}

YAML
Parameters:
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ImageId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Resources:
Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageId: !Ref ImageId

次のコマンドは、サンプルテンプレートに基づいてスタックを作成します。ImageId テンプレー
トパラメータの値として Systems Manager パラメータキー (myLatestAMI) を指定します。これ
は、myLatestAMI パラメータが呼び出し元の AWS アカウントの下のパラメータストアに存在すること
を前提としています。
aws cloudformation create-stack --stack-name S2 --template-body example template -parameters ParameterKey=ImageId,ParameterValue=myLatestAMI

動的な参照を使用してテンプレート値を指定する
動的な参照を使用すると、Systems Manager パラメータストアなどの他のサービスで格納および管理され
ている外部値をスタックテンプレートに指定するためのコンパクトで強力な方法が提供されます。動的な
参照を使用すると、CloudFormation は、スタックオペレーションおよび変更セットオペレーション中に、
必要に応じて指定された参照の値を取得します。
CloudFormation は現在、以下の動的な参照パターンをサポートしています。
• AWS Systems Manager パラメータストアに格納されているプレーンテキスト値の ssm (p. 304)
• AWS Systems Manager パラメータストアに格納されている安全な文字列の ssm-secure (p. 306)
• AWS Secrets Manager に保存されている全体のシークレットまたは特定のシークレットの値に対する
secretsmanager (p. 308)

動的な参照を使用する際の考慮事項
動的リファレンスを使用するときに考慮すべき考慮事項を以下に示します。

Important
リソースのプライマリ識別子の一部であるリソースプロパティに動的リファレンスや機密データ
を含めないようにすることを強くお勧めします。
プライマリリソース識別子を形成するプロパティに動的リファレンスパラメータが含まれている
場合、CloudFormation はプライマリリソース識別子に実際のプレーンテキスト値を使用する場合
があります。このリソース ID は、派生した出力または送信先に表示されることがあります。
リソースタイプのプライマリ識別子を構成するリソースプロパティを確認するには、そのリソー
スのリソースリファレンスドキュメントを参照してください。[Return values] (戻り値) セクショ
ンで、Ref 関数の戻り値は、リソースタイプのプライマリ識別子を構成するリソースプロパティ
を表します。
• スタックテンプレートには最大 60 個の動的な参照を含めることができます。
• AWS::Include や AWS::Serverless などのトランスフォームの場合、 AWS CloudFormationはと
らんすふぉーむを呼び出す前にダイナミック参照を解決しません。むしろ、AWS CloudFormation は動
的な参照のリテラル文字列をトランスフォームに渡します。動的な参照 (変換の結果として処理済みテ
ンプレートに挿入されたものを含む) は、テンプレートを使用して変更セットを実行すると解決されま
す。
• ssm-secure や secretsmanager などの安全な値の動的な参照は、現在カスタムリソー
ス (p. 613)ではサポートされていません。
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Note
最終値としてバックスラッシュ (\) を含む動的な参照は作成しないでください。AWS
CloudFormation では、このような参照を解決することができないため、リソースエラーの原因に
なります。

スタックテンプレートでの動的な参照の指定
動的な参照は次のパターンに従います。
'{{resolve:service-name:reference-key}}'
service-name
値が保管および管理されるサービスを指定します。
必須。
現在、有効な値は以下のとおりです。
• ssm: Systems Manager パラメータストアのプレーンテキストパラメータ。
• ssm-secure: Systems Manager パラメータストアの安全な文字列パラメータ。

Note
現在、SecureString パラメータは、cn-north-1 および cn-northwest-1 リージョンの
Systems Manager ではサポートされていません。
詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイド の「AWS Systems Manager パラメータ
ストア」を参照してください。
• secretsmanager: AWS Secrets Manager のシークレット。
reference-key
リファレンスキー。動的な参照の種類によっては、参照キーは複数のセグメントで構成されることが
あります。
必須。

SSM パラメータ
ssm の動的な参照を使用して、String 型または StringList 型の Systems Manager パラメータストア
に格納されている値をテンプレートに格納します。

リファレンスパターン
SSM パラメータの場合、reference-key セグメントはパラメータ名とバージョン番号で構成されていま
す。次のパターンを使用します。
'{{resolve:ssm:parameter-name:version}}'
参照は、parameter-name と version について、以下の正規表現パターンに従う必要があります。
'{{resolve:ssm:[a-zA-Z0-9_.-/]+:\\d+}}'
parameter-name
Systems Manager パラメータストア内のパラメータの名前。パラメータ名では大文字と小文字が区別
されます
必須。
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バージョン
使用するパラメータのバージョンを指定する整数。正確なバージョンを指定しない場
合、CloudFormation は、スタックを作成または更新するたびに最新バージョンのパラメータを使用し
ます。詳細については、『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「パラメータバージョンの使
用」を参照してください。
オプション。

例
次の例では、ssm の動的な参照を使用して、S3 バケットのアクセス制御を Systems Manager パラメータ
ストアに格納されているパラメータ値に設定します。指定されているとおり、CloudFormation はスタック
操作および変更セット操作にバージョン 2 の S3AccessControl パラメータを使用します。

JSON
"MyS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "{{resolve:ssm:S3AccessControl:2}}"
}
}

YAML
MyS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: '{{resolve:ssm:S3AccessControl:2}}'

Systems Manager パラメータストアに格納されているパラメータを指定するには、指定されたパラメータ
に対して GetParameters を呼び出すためのアクセス権を持っている必要があります。詳細については、
『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「Systems Manager パラメータへのアクセス制御」を参照
してください。
ssm の動的な参照パターンを使用するときには以下の追加の考慮事項に注意してください。
• 現在、CloudFormation はクロスアカウント SSM パラメータアクセスをサポートしていません。
• カスタムリソースの場合、CloudFormation はリクエストをカスタムリソースに送信する前に ssm の動
的な参照を解決します。詳細については、「カスタムリソース (p. 613)」を参照してください。
• CloudFormation は、動的な参照でのパラメータラベルまたはパブリックパラメータの使用をサポートし
ません。
パラメータラベルは、ユーザー定義のエイリアスであり、異なるバージョンのパラメータの管理に役立
ちます。詳細については、『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「パラメータのラベリング」
を参照してください。
パブリックパラメータは、そのサービスで使用するために AWS のサービスによって提供され、AWS
Systems Manager パラメータストアに格納されているパラメータです。パブリックパラメータの例につ
いては、『Amazon Elastic Container Service Developer Guide』の「Amazon ECS-Optimized AMI メタ
データの取得」を参照してください。
• CloudFormation は現在、動的リファレンスでのドリフト検出をサポートしていません。パラメータの
バージョンを指定していない ssm 動的リファレンスの場合、SSM でパラメータのバージョンを更新す
る際は、最新バージョンのパラメータに変更するために、ssm 動的リファレンスを含むすべてのスタッ
クでスタックの更新操作も実施することをお勧めします。
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• スタック操作で使用する ssm 動的リファレンスのバージョンを確認するには、スタック操作の変更セッ
トを作成します。次に、[Template (テンプレート)] タブで処理されたテンプレートを確認します。

SSM Secure String パラメータ
テンプレートに AWS Systems Manager SecureString タイプパラメータを指定するには、ssm-secure
の動的な参照パターンを使用します。ssm-secure の動的な参照の場合、実際のパラメータ値が AWS
CloudFormation に保存されることはありません。AWS CloudFormation は、スタックおよび変更セット
の作成および更新オペレーション中にパラメータ値にアクセスします。現在、Secure String パラメータ
は、ssm-secure の動的な参照パターンをサポートするリソースプロパティ (p. 307)に対してのみ使用
できます。
Secure String パラメータは、セキュアな方法で保存および参照する必要がある機密データです。つまり、
パスワードやライセンスキーなど、ユーザーがクリアテキストで変更または参照しないようにするデータ
です。Secure String の詳細については、『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「Secure String パ
ラメータを使用する」を参照してください。
Secure String パラメータの値は CloudFormation に保存されず、API コールの結果でも返されません。

リファレンスパターン
ssm-secure の動的な参照の場合、reference-key セグメントはパラメータ名とバージョン番号で構成
されています。次のパターンを使用します。
'{{resolve:ssm-secure:parameter-name:version}}'
参照は、parameter-name と version について、以下の正規表現パターンに従う必要があります。
'{{resolve:ssm-secure:[a-zA-Z0-9_.-/]+:\\d+}}'
parameter-name
Systems Manager パラメータストア内のパラメータの名前。パラメータ名では大文字と小文字が区別
されます
必須。
バージョン
使用するパラメータのバージョンを指定する整数。正確なバージョンを指定する必要があります。
現在、AWS CloudFormation が最新バージョンのパラメータを使用するように指定することはできま
せん。詳細については、『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「パラメータバージョンの使
用」を参照してください。
必須。

例
次の例では、ssm-secure の動的な参照を使用して、IAM ユーザーのパスワードを Systems Manager パ
ラメータストアに格納されている安全な文字列に設定します。指定されているとおり、CloudFormation は
スタック操作および変更セット操作にバージョン 10 の IAMUserPassword パラメータを使用します。

JSON
"MyIAMUser": {
"Type": "AWS::IAM::User",
"Properties": {
"UserName": "MyUserName",
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}

}

"LoginProfile": {
"Password": "{{resolve:ssm-secure:IAMUserPassword:10}}"
}

YAML
MyIAMUser:
Type: AWS::IAM::User
Properties:
UserName: 'MyUserName'
LoginProfile:
Password: '{{resolve:ssm-secure:IAMUserPassword:10}}'

ssm-secure の動的な参照パターンを使用するときには以下の追加の考慮事項に注意してください。
• CloudFormation は、どの API 呼び出しでも Secure String の実際のパラメータ値を返しませんが、リテ
ラルな動的参照を返します。
• CloudFormation は、Secure String のプレーンテキストパラメータ名を含むリテラルな動的参照を格納
します。
• 変更セットの場合、CloudFormation はリテラルな動的参照文字列を比較します。ssm-secure 参照の
実際の値の解決および比較はしません。
• ssm-secure や secretsmanager などの安全な値の動的な参照は、現在カスタムリソー
ス (p. 613)ではサポートされていません。
• CloudFormation がスタック更新をロールバックする必要がある場合、以前に指定されたバージョンの
Secure String パラメータが使用できなくなると、その更新ロールバックオペレーションは失敗します。
• リソースをスキップするには CONTINUE_UPDATE_ROLLBACK を使用してください。
• Systems Manager パラメータストアで Secure String パラメータを再作成し、パラメータのバージョ
ンがテンプレートで使用されているバージョンに達するまでそれを更新します。その後、リソースを
スキップせずに CONTINUE_UPDATE_ROLLBACK を使用します。
• 現在、AWS CloudFormation はクロスアカウント SSM パラメータアクセスをサポートしていません。
• CloudFormation は、動的な参照でのパラメータラベルまたはパブリックパラメータの使用をサポートし
ません。
パラメータラベルは、ユーザー定義のエイリアスであり、異なるバージョンのパラメータの管理に役立
ちます。詳細については、『AWS Systems Manager ユーザーガイド』の「パラメータのラベリング」
を参照してください。
パブリックパラメータは、そのサービスで使用するために AWS のサービスによって提供され、AWS
Systems Manager パラメータストアに格納されているパラメータです。パブリックパラメータの例につ
いては、『Amazon Elastic Container Service Developer Guide』の「Amazon ECS-Optimized AMI メタ
データの取得」を参照してください。

Secure String のための動的なパラメータパターンをサポートするリソース
ssm-secure の動的な参照パターンをサポートするリソースには、現在以下のものがあります。
リソース

プロパティタイプ

プロパティ

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD

Password

AWS::DirectoryService::SimpleAD

Password

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

AuthToken
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リソース

プロパティタイプ

プロパティ

AWS::IAM::User

LoginProfile

Password

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
RedshiftDestinationConfiguration

Password

AWS::OpsWorks::App

送信元

Password

AWS::OpsWorks::Stack

CustomCookbooksSource

Password

AWS::OpsWorks::Stack

RdsDbInstances

DbPassword

AWS::RDS::DBCluster

MasterUserPassword

AWS::RDS::DBInstance

MasterUserPassword

AWS::Redshift::Cluster

MasterUserPassword

Secrets Manager のシークレット
secretsmanager の動的な参照を使用し、AWS Secrets Manager に保存されている全体のシークレッ
トまたはシークレット値をテンプレートで使用するために取得します。シークレットとは、データベース
認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどの任意のテキストです。Secrets Manager を
使用すると、これらのシークレットへのアクセスを一元的に保存および制御できます。Secrets Manager
を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を、Secrets Manager への
API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。詳細については、AWS
Secrets Manager ユーザーガイド の AWS Secrets Manager とは? を参照してください。

Secrets Manager のシークレットに動的パラメータを使用する際の重要な考慮事項
動的パラメータを使用してスタックテンプレートで Secrets Manager のシークレットを指定する場合は、
次の重要なセキュリティ上の考慮事項を検討する必要があります。
• secretsmanager の動的な参照は、すべてのリソースプロパティで使用できます。secretsmanager
動的リファレンスを使用すると、Secrets Manager と CloudFormation のいずれのログも解決されたシー
クレット値を保持しないことが示されます。ただし、シークレット値は、それが使用されているリソー
スを持つサービスに表示されることがあります。シークレットデータが漏れるのを防ぐために、使用方
法を確認する必要があります。
• Secrets Manager でシークレットを更新しても、CloudFormation のシークレットは自動的に更新されま
せん。CloudFormation で secretsmanager 動的な参照を更新するには、動的な参照を含むリソースを
更新するか、リソースの別のプロパティを更新することによって、 secretsmanager 動的な参照を含
むリソースを更新するスタック更新を実行する必要があります。
たとえば、テンプレートで、AWS::RDS::DBInstance リソースの MasterPassword プロパティを
secretsmanager 動的な参照として指定し、テンプレートからスタックを作成するとします。後で
Secret Manager でそのシークレットの値を更新しますが、テンプレートの AWS::RDS::DBInstance
リソースは更新しません。この場合、スタックの更新を実行しても、MasterPassword プロパティの
シークレット値は更新されず、以前のシークレット値のままになります。
テンプレートのシークレットの更新を管理するには、version-id を使用してシークレットの
バージョンを指定することを検討してください。次に、次のバージョンに更新するときに、テン
プレートの version-id を更新し、スタックの更新を実行します。次のセグメントを指定する
と、EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE のバージョン ID 値を持つ MySecret シークレット
のバージョンの password 値が取得されます。
'{{resolve:secretsmanager:MySecret:SecretString:password:EXAMPLE1-90ab-cdef-fedcba987EXAMPLE}}'
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次に、password 値を更新するときに、このセグメントを新しい version-id で更新し、スタックの
更新を実行する必要があります。version-id の使用例については、「例」を参照してください。
また、Secrets Manager を使用して、セキュリティで保護されたサービスまたはデータベースのシー
クレットを自動的にローテーションすることを検討してください。詳細については、AWS Secrets
Manager シークレットのローテーションを参照してください。
• secretsmanager などの安全な値の動的な参照は、現在カスタムリソース (p. 613)ではサポートされ
ていません。

必要なアクセス許可
Secrets Manager に格納されているシークレットを指定するには、指定されたシークレットに対して
GetSecretValue を呼び出すためのアクセス権を持っている必要があります。

リファレンスパターン
Secrets Manager シークレットの場合、reference-key セグメントは、シークレット ID、シークレット
値キー、バージョンステージ、およびバージョン ID を含む複数のセグメントで構成されています。次のパ
ターンを使用します。
{{resolve:secretsmanager:secret-id:secret-string:json-key:versionstage:version-id}}
secret-id
シークレットの一意の識別子として機能する名前または Amazon リソースネーム (ARN) です。
AWS アカウントのシークレットにアクセスするには、シークレット名を指定するだけです。別の
AWS アカウントのシークレットにアクセスするには、そのシークレットの完全な ARN を指定しま
す。
必須。
secret-string
現在、サポートされている値は SecretString のみです。デフォルト: SecretString。
json-key
値を取得するキーと値のペアのキー名を指定します。json-key を指定しない場合、CloudFormation
はシークレットテキスト全体を取得します。
このセグメントにはコロン文字 (:) を含めることはできません。
version-stage
バージョンに添付されているステージングラベルによって取得するシークレットのバージョンを指定
します。ステージングラベルは、ローテーション処理中にさまざまなバージョンを追跡するために使
用されます。version-stage を使用する場合は、version-id を指定することはできません。バー
ジョンステージもバージョン ID も指定しない場合、デフォルトでは AWSCURRENT バージョンステー
ジ値でバージョンが取得されます。
このセグメントにはコロン文字 (:) を含めることはできません。
version-id
スタックオペレーションで使用したいシークレットのバージョンの固有 ID を指定します。versionid を指定した場合は、version-stage を指定しないでください。バージョンステージもバージョン
ID も指定しない場合、デフォルトでは AWSCURRENT バージョンステージ値でバージョンが取得され
ます。
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このセグメントにはコロン文字 (:) を含めることはできません。

例
次の例では、MyRDSSecret シークレットに格納されているユーザー名とパスワードの値を取得するために
secret-name セグメントと json-key セグメントを使用しています。デフォルトでは、取得されたシー
クレットのバージョンは、バージョンステージ値が AWSCURRENT です。

JSON
{

"MyRDSInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBName": "MyRDSInstance",
"AllocatedStorage": "20",
"DBInstanceClass": "db.t2.micro",
"Engine": "mysql",
"MasterUsername":
"{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}",
"MasterUserPassword":
"{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}"
}
}

}

YAML
MyRDSInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
DBName: MyRDSInstance
AllocatedStorage: '20'
DBInstanceClass: db.t2.micro
Engine: mysql
MasterUsername: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:username}}'
MasterUserPassword: '{{resolve:secretsmanager:MyRDSSecret:SecretString:password}}'

次のセグメントを指定すると、バージョンステージ値に AWSCURRENT を持つ MySecret シークレットの
バージョンの SecretString フィールド全体が取得されます
'{{resolve:secretsmanager:MySecret}}' or '{{resolve:secretsmanager:MySecret::::}}'

次のセグメントを指定すると、バージョンステージ値に AWSCURRENT を持つ MySecret SecretString の
バージョンの password 値が取得されます
'{{resolve:secretsmanager:MySecret:SecretString:password}}'

次のセグメントを指定すると、バージョン ID 値に EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE を持
つ MySecret シークレットのバージョンの password 値が取得されます
'{{resolve:secretsmanager:MySecret:SecretString:password::EXAMPLE1-90ab-cdef-fedcba987EXAMPLE}}'

次のセグメントを指定すると、別の AWS アカウントからバージョンステージ値 AWSCURRENT を持つ
MySecret シークレットのバージョンの SecretString 全体が取得されます。別の AWS アカウントのシーク
レットにアクセスするには、完全なシークレット ARN を指定する必要があります。
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'{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecretasd123}}'

次のセグメントを指定すると、別の AWS アカウントからバージョンステージ値 AWSCURRENT を持つ
MySecret シークレットのバージョンの password 値が取得されます。別の AWS アカウントのシーク
レットにアクセスするには、完全なシークレット ARN を指定する必要があります。
'{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecretasd123:SecretString:password}}'

次のセグメントを指定すると、別の AWS アカウントからバージョンステージ値 AWSPENDING を持つ
MySecret シークレットのバージョンの password 値が取得されます。別の AWS アカウントのシーク
レットにアクセスするには、完全なシークレット ARN を指定する必要があります。
'{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:MySecretName-asd123:SecretString:password:AWSPENDING}}'

ルール
オプションの Rules セクションでは、スタックの作成またはスタックの更新時にテンプレートに渡され
るパラメータまたはパラメータの組み合わせを検証します。テンプレートルールを使用するには、テンプ
レートで Rules を明示的に宣言し、その後にアサーションを記述します。リソースを作成または更新する
前に、ルールセクションを使用してパラメータ値を検証します。

ルールの使用
各テンプレートルールは、次の 2 つのプロパティで構成されます。
• ルール条件 (オプション) — では、ルールがいつ有効になるかを決定します。
• アサーション (必須) — では、特定のパラメーターにユーザーが指定できる値を示します。
ルールには RuleCondition プロパティを含めることができ、Assertions プロパティを含める必要が
あります。それぞれのルールごとに、定義できるルール条件は 1 つだけです。Assertions プロパティ内
に 1 つまたは複数のアサーションを定義できます。ルール条件を定義しない場合、ルールのアサーション
が常に有効になります。

ルール固有の組み込み関数
ルール条件とアサーションを定義するには、ルール固有の組み込み関数を使用します。これは、テンプ
レートの Rules セクションでのみ使用できる関数です。関数をネストすることができますが、ルール条件
またはアサーションの最終結果は、true または false である必要があります。
次のルール固有の組み込み関数を使用して、ルール条件とアサーションを定義できます。
• Fn::And
• Fn::Contains
• Fn::EachMemberEquals
• Fn::EachMemberIn
• Fn::Equals
• Fn::If
• Fn::Not
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• Fn::Or
• Fn::RefAll
• Fn::ValueOf
• Fn::ValueOfAll
ルール固有の組み込み関数は、ルールの条件またはアサーションで使用されます。条件プロパティに
より、AWS CloudFormation によってアサーションが適用されるかどうかが決まります。条件が true
に評価された場合、プロビジョニング済み製品の作成または更新時に、AWS CloudFormation はア
サーションを評価してパラメータ値が有効かどうか確認します。パラメーター値が無効になっている
場合、AWS CloudFormation はスタックを作成または更新しません。条件が false に評価される場
合、AWS CloudFormation はパラメータ値を確認せず、スタック操作に進みます。

構文
JSON
テンプレートの Rules セクションは、キーの名前 Rules とそれに続く単一のコロンで構成されます。す
べてのルール宣言を囲むには、中括弧を使用する必要があります。複数のルールを宣言する場合は、カン
マで区切ります。ルールごとに、引用符で囲んだ論理名、単一のコロン、およびルール条件とアサーショ
ンを囲む中括弧から成る形式で宣言します。
{

}

"Rules": {
"Rule01": {
"RuleCondition": {
"rule-specific intrinsic function": "Value01"
},
"Assertions": [
{
"Assert": {
"rule-specific intrinsic function": "Value02"
},
"AssertDescription": "Information about this assert"
},
{
"Assert": {
"rule-specific intrinsic function": "Value03"
},
"AssertDescription": "Information about this assert"
}
]
},
"Rule02": {
"Assertions": [
{
"Assert": {
"rule-specific intrinsic function": "Value04"
},
"AssertDescription": "Information about this assert"
}
]
}
}

YAML
Rules:
Rule01:
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RuleCondition:
rule-specific intrinsic function: Value01
Assertions:
- Assert:
rule-specific intrinsic function: Value02
AssertDescription: Information about this assert
- Assert:
rule-specific intrinsic function: Value03
AssertDescription: Information about this assert
Rule02:
Assertions:
- Assert:
rule-specific intrinsic function: Value04
AssertDescription: Information about this assert

例
パラメーター値の条件付きの確認
次の例では、2 つのルールが InstanceType パラメータの値をチェックします。Environment パラメー
ターの値 ( または test) に応じて、ユーザーは InstanceType パラメーターに対して a1.medium また
は a1.large を指定する必要があります。InstanceType および Environment パラメータは、同じテ
ンプレートの Parameters セクションで宣言する必要があります。

例: JSON
{

"Rules": {
"testInstanceType": {
"RuleCondition": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "Environment"
},
"test"
]
},
"Assertions": [
{
"Assert": {
"Fn::Contains": [
[
"a1.medium"
],
{
"Ref": "InstanceType"
}
]
},
"AssertDescription": "For a test environment, the instance type must be
a1.medium"
}
]
},
"prodInstanceType": {
"RuleCondition": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "Environment"
},
"prod"
]
},
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"Assertions": [
{
"Assert": {
"Fn::Contains": [
[
"a1.large"
],
{
"Ref": "InstanceType"
}
]
},
"AssertDescription": "For a production environment, the instance type
must be a1.large"
}
]
}
}

}

例: YAML
Rules:
testInstanceType:
RuleCondition: !Equals
- !Ref Environment
- test
Assertions:
- Assert:
'Fn::Contains':
- - a1.medium
- !Ref InstanceType
AssertDescription: 'For a test environment, the instance type must be a1.medium'
prodInstanceType:
RuleCondition: !Equals
- !Ref Environment
- prod
Assertions:
- Assert:
'Fn::Contains':
- - a1.large
- !Ref InstanceType
AssertDescription: 'For a production environment, the instance type must be
a1.large'

パラメータ間の検証
以下のサンプルテンプレートは、Amazon EC2 Auto Scaling と Elastic Load Balancing を使用したサンプ
ルウェブサイトを作成します。このウェブサイトは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように
設定されます。さらに、このテンプレートには、Auto Scaling ポリシーを実行する CloudWatch アラーム
が含まれており、しきい値の定義を超えた場合に Auto Scaling グループのインスタンスが追加または削除
されます。このテンプレートでは、1 つ以上の Amazon EC2 インスタンスを作成します。

Note
このテンプレートからスタックを作成した場合、AWS リソースに対する料金が発生します。

例: JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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"Description": "AWS CloudFormation Sample Template for using Assertions: Create a load
balanced, Auto Scaled sample website where the instances are locked down to only accept
traffic from the load balancer. This example creates an Auto Scaling group behind a load
balancer with a health check. The web site is available on port 80 or 443 based on the
input."
"Parameters": {
"VpcId": {
"Type": "AWS::EC2::VPC::Id",
"Description": "VpcId of your existing Virtual Private Cloud (VPC)",
"ConstraintDescription": "must be the VPC Id of an existing Virtual Private
Cloud."
},
"Subnets": {
"Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>",
"Description": "The list of SubnetIds in your Virtual Private Cloud (VPC)",
"ConstraintDescription": "must be a list of at least two existing subnets
associated with at least two different availability zones. They should be residing in the
selected Virtual Private Cloud."
},
"InstanceType": {
"Description": "WebServer EC2 instance type",
"Type": "String",
"Default": "t2.small",
"AllowedValues": [
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge"
],
"ConstraintDescription": "must be a valid EC2 instance type."
},
"KeyName": {
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instances",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription": "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"SSHLocation": {
"Description": "The IP address range that can be used to SSH to the EC2
instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
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\d{1,2})",

"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\

"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
},
"UseSSL": {
"AllowedValues": [
"Yes",
"No"
],
"ConstraintDescription": "Select Yes to create a HTTPS Listener",
"Default": "No",
"Description": "Select \"Yes\" to implement SSL, \"No\" to skip (default).",
"Type": "String"
},
"ALBSSLCertificateARN": {
"Default": "",
"Description": "[Optional] The ARN of the SSL certificate to be used for the
Application Load Balancer",
"Type": "String"
},
"HostedZoneName": {
"AllowedPattern": "^$|(([a-zA-Z0-9]|[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\\-]*[a-zA-Z0-9])\
\.)*([A-Za-z0-9]|[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\\-]*[A-Za-z0-9])$",
"Default": "",
"Description": "[Optional] The domain name of a valid Hosted Zone on AWS.",
"Type": "String"
}
},
"Conditions": {
"UseALBSSL": {
"Fn::Not": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "UseSSL"
},
"Yes"
]
}
]
}
},
"Rules": {
"SubnetsInVPC": {
"Assertions": [
{
"Assert": {
"Fn::EachMemberIn": [
{
"Fn::ValueOfAll": [
"AWS::EC2::Subnet::Id",
"VpcId"
]
},
{
"Fn::RefAll": "AWS::EC2::VPC::Id"
}
]
},
"AssertDescription": "All subnets must in the VPC"
}
]
},
"ValidateHostedZone": {
"RuleCondition": {
"Fn::Equals": [
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{

"Ref": "UseSSL"
},
"Yes"

required"

]
},
"Assertions": [
{
"Assert": {
"Fn::Not": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "ALBSSLCertificateARN"
},
""
]
}
]
},
"AssertDescription": "ACM Certificate value cannot be empty if SSL is
},
{

required"
]

"Assert": {
"Fn::Not": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "HostedZoneName"
},
""
]
}
]
},
"AssertDescription": "Route53 Hosted Zone Name is mandatory when SSL is

}

}
},
"Mappings": {
"AWSAMIRegionMap": {
"AMI": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ap-northeast-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ap-northeast-2": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ap-south-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ap-southeast-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ap-southeast-2": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"ca-central-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"eu-central-1": {

"amzn-ami-hvm-2017.09.1.20171120-x86_64-gp2"
"ami-da9e2cbc"
"ami-1196317f"
"ami-d5c18eba"
"ami-c63d6aa5"
"ami-ff4ea59d"
"ami-d29e25b6"
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"AMZNLINUXHVM":
},
"eu-west-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"eu-west-2": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"sa-east-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"us-east-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"us-east-2": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"us-west-1": {
"AMZNLINUXHVM":
},
"us-west-2": {
"AMZNLINUXHVM":
}

"ami-bf2ba8d0"
"ami-1a962263"
"ami-e7d6c983"
"ami-286f2a44"
"ami-55ef662f"
"ami-15e9c770"
"ami-a51f27c5"
"ami-bf4193c7"

}
},
"Resources": {
"WebServerGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"VPCZoneIdentifier": {
"Ref": "Subnets"
},
"LaunchConfigurationName": {
"Ref": "LaunchConfig"
},
"MinSize": "2",
"MaxSize": "2",
"TargetGroupARNs": [
{
"Ref": "ALBTargetGroup"
}
]
},
"CreationPolicy": {
"ResourceSignal": {
"Timeout": "PT15M"
}
},
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingRollingUpdate": {
"MinInstancesInService": "1",
"MaxBatchSize": "1",
"PauseTime": "PT15M",
"WaitOnResourceSignals": "true"
}
}
},
"LaunchConfig": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata": {
"Comment": "Install a simple application",
"AWS::CloudFormation::Init": {
"config": {
"packages": {
"yum": {
"httpd": []
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}
},
"files": {
"/var/www/html/index.html": {
"content": {
"Fn::Join": [
"\n",
[
"<h1>Congratulations, you have successfully
launched the AWS CloudFormation sample.<h1>"
]
]
},
"mode": "000644",
"owner": "root",
"group": "root"
},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"[main]\n",
"stack=",
{
"Ref": "AWS::StackId"
},
"\n",
"region=",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"
]
]
},
"mode": "000400",
"owner": "root",
"group": "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n",
"runas=root\n"
]
]
},
"mode": "000400",
"owner": "root",
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}

}

}

"group": "root"

},
"services": {
"sysvinit": {
"httpd": {
"enabled": "true",
"ensureRunning": "true"
},
"cfn-hup": {
"enabled": "true",
"ensureRunning": "true",
"files": [
"/etc/cfn/cfn-hup.conf",
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf"
]
}
}
}

},
"Properties": {
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSAMIRegionMap",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"AMZNLINUXHVM"
]
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "InstanceSecurityGroup"
}
],
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
},
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum update -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
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"
"
{

}

}

]

]

--resource WebServerGroup ",
--region ",
"Ref": "AWS::Region"

},
"\n"

}
},
"ELBSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Allow access to the ELB",
"VpcId": {
"Ref": "VpcId"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"Fn::If": [
"UseALBSSL",
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 443,
"ToPort": 443,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
]
}
},
"ApplicationLoadBalancer": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Subnets": {
"Ref": "Subnets"
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "ELBSecurityGroup"
}
]
}
},
"ALBListener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [
{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ALBTargetGroup"
}
}
],
"LoadBalancerArn": {
"Ref": "ApplicationLoadBalancer"
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},
"Port": {
"Fn::If": [
"UseALBSSL",
443,
80
]
},
"Protocol": {
"Fn::If": [
"UseALBSSL",
"HTTPS",
"HTTP"
]
},
"Certificates": [
{
"Fn::If": [
"UseALBSSL",
{
"CertificateArn": {
"Ref": "ALBSSLCertificateARN"
}
},
{
"Ref": "AWS::NoValue"
}
]
}
]

port",

}
},
"ALBTargetGroup": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties": {
"HealthCheckIntervalSeconds": 30,
"HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
"HealthyThresholdCount": 3,
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP",
"UnhealthyThresholdCount": 5,
"VpcId": {
"Ref": "VpcId"
}
}
},
"InstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access and HTTP access on the inbound
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",
"SecurityGroups"
]
}
]
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},
{

}
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}

}
],
"VpcId": {
"Ref": "VpcId"
}

}
},
"RecordSet": {
"Type": "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Condition": "UseALBSSL",
"Properties": {
"HostedZoneName": {
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Ref": "HostedZoneName"
},
"."
]
]
},
"RecordSets": [
{
"Name": {
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::Select": [
"0",
{
"Fn::Split": [
".",
{
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",
"DNSName"
]
}
]
}
]
},
".",
{
"Ref": "HostedZoneName"
},
"."
]
]
},
"Type": "A",
"AliasTarget": {
"DNSName": {
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",
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]

}

]

}

}

"DNSName"

},
"EvaluateTargetHealth": true,
"HostedZoneId": {
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",
"CanonicalHostedZoneID"
]
}

}
},
"Outputs": {
"URL": {
"Description": "URL of the website",
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::If": [
"UseALBSSL",
{
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::Select": [
"0",
{
"Fn::Split": [
".",
{
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",

]

},
".",
{

},
{

]

]

}

]

]

"Fn::Join": [
"",
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[

}

}

}

}

]

]

}

]

}

]

]

"http://",
{
"Fn::GetAtt": [
"ApplicationLoadBalancer",
"DNSName"
]
}

例: YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: >AWS CloudFormation Sample Template for using Assertions: Create a load balanced,
Auto Scaled sample website where the instances are locked down to only accept
traffic from the load balancer. This example creates an Auto Scaling group
behind a load balancer with a health check. The web site is available on port
80 or 443 based on the input.
Parameters:
VpcId:
Type: 'AWS::EC2::VPC::Id'
Description: VpcId of your existing Virtual Private Cloud (VPC)
ConstraintDescription: must be the VPC Id of an existing Virtual Private Cloud.
Subnets:
Type: 'List <AWS::EC2::Subnet::Id>'
Description: The list of SubnetIds in your Virtual Private Cloud (VPC)
ConstraintDescription: >must be a list of at least two existing subnets associated with at least
two different availability zones. They should be residing in the selected
Virtual Private Cloud.
InstanceType:
Description: WebServer EC2 instance type
Type: String
Default: t2.small
AllowedValues:
- t2.nano
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge

API バージョン 2010-05-15
325

AWS CloudFormation ユーザーガイド
ルール
- c4.8xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type.
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instances
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair.
SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: '(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})'
ConstraintDescription: must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x.
UseSSL:
AllowedValues:
- 'Yes'
- 'No'
ConstraintDescription: Select Yes to create a HTTPS Listener
Default: 'No'
Description: 'Select "Yes" to implement SSL, "No" to skip (default).'
Type: String
ALBSSLCertificateARN:
Default: ''
Description: >[Optional] The ARN of the SSL certificate to be used for the Application
Load Balancer
Type: String
HostedZoneName:
AllowedPattern: >^$|(([a-zA-Z0-9]|[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9]|[A-Za-z0-9][AZa-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$
Default: ''
Description: '[Optional] The domain name of a valid Hosted Zone on AWS.'
Type: String
Conditions:
UseALBSSL: !Not
- !Equals
- !Ref UseSSL
- 'Yes'
Rules:
SubnetsInVPC:
Assertions:
- Assert:
'Fn::EachMemberIn':
- 'Fn::ValueOfAll':
- 'AWS::EC2::Subnet::Id'
- VpcId
- 'Fn::RefAll': 'AWS::EC2::VPC::Id'
AssertDescription: All subnets must in the VPC
ValidateHostedZone:
RuleCondition: !Equals
- !Ref UseSSL
- 'Yes'
Assertions:
- Assert: !Not
- !Equals
- !Ref ALBSSLCertificateARN
- ''
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AssertDescription: ACM Certificate value cannot be empty if SSL is required
- Assert: !Not
- !Equals
- !Ref HostedZoneName
- ''
AssertDescription: Route53 Hosted Zone Name is mandatory when SSL is required
Mappings:
AWSAMIRegionMap:
AMI:
AMZNLINUXHVM: amzn-ami-hvm-2017.09.1.20171120-x86_64-gp2
ap-northeast-1:
AMZNLINUXHVM: ami-da9e2cbc
ap-northeast-2:
AMZNLINUXHVM: ami-1196317f
ap-south-1:
AMZNLINUXHVM: ami-d5c18eba
ap-southeast-1:
AMZNLINUXHVM: ami-c63d6aa5
ap-southeast-2:
AMZNLINUXHVM: ami-ff4ea59d
ca-central-1:
AMZNLINUXHVM: ami-d29e25b6
eu-central-1:
AMZNLINUXHVM: ami-bf2ba8d0
eu-west-1:
AMZNLINUXHVM: ami-1a962263
eu-west-2:
AMZNLINUXHVM: ami-e7d6c983
sa-east-1:
AMZNLINUXHVM: ami-286f2a44
us-east-1:
AMZNLINUXHVM: ami-55ef662f
us-east-2:
AMZNLINUXHVM: ami-15e9c770
us-west-1:
AMZNLINUXHVM: ami-a51f27c5
us-west-2:
AMZNLINUXHVM: ami-bf4193c7
Resources:
WebServerGroup:
Type: 'AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup'
Properties:
VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets
LaunchConfigurationName: !Ref LaunchConfig
MinSize: '2'
MaxSize: '2'
TargetGroupARNs:
- !Ref ALBTargetGroup
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT15M
UpdatePolicy:
AutoScalingRollingUpdate:
MinInstancesInService: '1'
MaxBatchSize: '1'
PauseTime: PT15M
WaitOnResourceSignals: 'true'
LaunchConfig:
Type: 'AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration'
Metadata:
Comment: Install a simple application
'AWS::CloudFormation::Init':
config:
packages:
yum:
httpd: []
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files:
/var/www/html/index.html:
content: !Join
- |+
- - ><h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.<h1>
mode: '000644'
owner: root
group: root
/etc/cfn/cfn-hup.conf:
content: !Join
- ''
- - |
[main]
- stack=
- !Ref 'AWS::StackId'
- |+
- region=
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
mode: '000400'
owner: root
group: root
/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf:
content: !Join
- ''
- - |
[cfn-auto-reloader-hook]
- |
triggers=post.update
- >
path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init
- 'action=/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource LaunchConfig '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
- |
runas=root
mode: '000400'
owner: root
group: root
services:
sysvinit:
httpd:
enabled: 'true'
ensureRunning: 'true'
cfn-hup:
enabled: 'true'
ensureRunning: 'true'
files:
- /etc/cfn/cfn-hup.conf
- /etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf
Properties:
ImageId: !FindInMap
- AWSAMIRegionMap
- !Ref 'AWS::Region'
- AMZNLINUXHVM
SecurityGroups:
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- !Ref InstanceSecurityGroup
InstanceType: !Ref InstanceType
KeyName: !Ref KeyName
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- |
yum update -y aws-cfn-bootstrap
- '/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource LaunchConfig '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
-

'/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '
'
--stack '
!Ref 'AWS::StackName'
'
--resource WebServerGroup '
'
--region '
!Ref 'AWS::Region'
|+

ELBSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Allow access to the ELB
VpcId: !Ref VpcId
SecurityGroupIngress:
- !If
- UseALBSSL
- IpProtocol: tcp
FromPort: 443
ToPort: 443
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
ApplicationLoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Subnets: !Ref Subnets
SecurityGroups:
- !Ref ELBSecurityGroup
ALBListener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref ALBTargetGroup
LoadBalancerArn: !Ref ApplicationLoadBalancer
Port: !If
- UseALBSSL
- 443
- 80
Protocol: !If
- UseALBSSL
- HTTPS
- HTTP
Certificates:
- !If
- UseALBSSL
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- CertificateArn: !Ref ALBSSLCertificateARN
- !Ref 'AWS::NoValue'
ALBTargetGroup:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
HealthCheckIntervalSeconds: 30
HealthCheckTimeoutSeconds: 5
HealthyThresholdCount: 3
Port: 80
Protocol: HTTP
UnhealthyThresholdCount: 5
VpcId: !Ref VpcId
InstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access and HTTP access on the inbound port
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupId: !Select
- 0
- !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- SecurityGroups
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation
VpcId: !Ref VpcId
RecordSet:
Type: 'AWS::Route53::RecordSetGroup'
Condition: UseALBSSL
Properties:
HostedZoneName: !Join
- ''
- - !Ref HostedZoneName
- .
RecordSets:
- Name: !Join
- ''
- - !Select
- '0'
- !Split
- .
- !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- DNSName
- .
- !Ref HostedZoneName
- .
Type: A
AliasTarget:
DNSName: !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- DNSName
EvaluateTargetHealth: true
HostedZoneId: !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- CanonicalHostedZoneID
Outputs:
URL:
Description: URL of the website
Value: !Join
- ''
- - !If
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- UseALBSSL
- !Join
- ''
- - 'https://'
- !Join
- ''
- - !Select
- '0'
- !Split
- .
- !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- DNSName
- .
- !Ref HostedZoneName
- .
- !Join
- ''
- - 'http://'
- !GetAtt
- ApplicationLoadBalancer
- DNSName

AWS ルール関数
ルールの条件またはアサーションで、Fn::Equals、Fn::Not、Fn::RefAll などの組み込み関数を
使用できます。条件プロパティにより、AWS CloudFormation によってアサーションが適用されるかど
うかが決まります。条件が true に評価された場合、プロビジョニング済み製品の作成または更新時
に、CloudFormation はアサーションを評価してパラメータ値が有効かどうか確認します。パラメータ値が
有効ではない場合、CloudFormation はスタックを作成または更新しません。条件が false に評価される
場合、CloudFormation はパラメータ値を確認せず、スタックオペレーションに進みます。
関数
• Fn::And (p. 331)
• Fn::Contains (p. 332)
• Fn::EachMemberEquals (p. 332)
• Fn::EachMemberIn (p. 333)
• Fn::Equals (p. 333)
• Fn::Not (p. 334)
• Fn::Or (p. 334)
• Fn::RefAll (p. 335)
• Fn::ValueOf (p. 335)
• Fn::ValueOfAll (p. 336)
• サポートされている関数 (p. 336)
• サポートされている属性 (p. 336)

Fn::And
指定されたすべての条件が true に評価された場合は true を返します。条件のいずれかが false に評価
された場合は false を返します。Fn::And は AND 演算子として機能します。含めることができる条件
の最小数は 2 で、最大数は 10 です。

宣言
"Fn::And" : [{condition}, {...}]
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パラメータ
Condition
true または false に評価されるルール固有の組み込み関数。

例
次の例では、参照されるセキュリティグループの名前が true と等しい場合、および sg-mysggroup パ
ラメータ値が InstanceType または m1.large の場合に、m1.small と評価されます。
"Fn::And" : [
{"Fn::Equals" : ["sg-mysggroup", {"Ref" : "ASecurityGroup"}]},
{"Fn::Contains" : [["m1.large", "m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"}]}
]

Fn::Contains
指定された文字列が文字列のリストの少なくとも 1 つの値と一致する場合に、true を返します。

宣言
"Fn::Contains" : [[list_of_strings], string]

パラメータ
list_of_strings
"A", "B", "C" のような文字列のリスト。
文字列
文字列のリストに対して比較する、"A" などの文字列。

例
次の関数は、true パラメータ値がリスト (InstanceType または m1.large) に含まれる場合
に、m1.small と評価されます。
"Fn::Contains" : [
["m1.large", "m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"}
]

Fn::EachMemberEquals
指定された文字列がリストのすべての値と一致した場合に、true を返します。

宣言
"Fn::EachMemberEquals" : [[list_of_strings], string]

パラメータ
list_of_strings
"A", "B", "C" のような文字列のリスト。
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文字列
文字列のリストに対して比較する、"A" などの文字列。

例
次の関数は、タイプ true のすべてのDepartmentパラメータの タグが AWS::EC2::VPC::Id という値
を持つ場合に IT を返します。
"Fn::EachMemberEquals" : [
{"Fn::ValueOfAll" : ["AWS::EC2::VPC::Id", "Tags.Department"]}, "IT"
]

Fn::EachMemberIn
文字列のリストの各メンバーが、文字列の 2 番目のリストの少なくとも 1 つの値に一致する場合
に、true を返します。

宣言
"Fn::EachMemberIn" : [[strings_to_check], [strings_to_match]]

パラメータ
strings_to_check
"A", "B", "C" のような文字列のリスト。CloudFormation は strings_to_check パラメータの各
メンバーが strings_to_match パラメータにあるかどうか確認します。
strings_to_match
"A", "B", "C" のような文字列のリスト。strings_to_match パラメータの各メンバー
は、strings_to_check パラメータのメンバーに対して比較されます。

例
次の関数は、有効な仮想プライベートクラウド (VPC) にあるサブネットをユーザーが指定するかどうかを
確認します。VPC は、ユーザーがスタックを使用しているアカウントおよびリージョンに存在する必要が
あります。関数は、AWS::EC2::Subnet::Id タイプのすべてのパラメータに適用されます。
"Fn::EachMemberIn" : [
{"Fn::ValueOfAll" : ["AWS::EC2::Subnet::Id", "VpcId"]}, {"Fn::RefAll" :
"AWS::EC2::VPC::Id"}
]

Fn::Equals
2 つの値を比較し、同じかどうかを判断します。2 つの値が同じ場合は true を返し、同じでない場合は
false を返します。

宣言
"Fn::Equals" : ["value_1", "value_2"]
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パラメータ
value
別の値と比較する任意のタイプの値。

例
次の例では、true パラメータの値が と等しい場合に prodEnvironmentType に評価されます。
"Fn::Equals" : [{"Ref" : "EnvironmentType"}, "prod"]

Fn::Not
true に評価される条件に対しては、false を返します。false に評価される条件に対しては、true を
返します。Fn::Not は NOT 演算子として機能します。

宣言
"Fn::Not" : [{condition}]

パラメータ
condition
true または false に評価されるルール固有の組み込み関数。

例
次の例では、EnvironmentType パラメータの値が prod と等しくない場合に true に評価されます。
"Fn::Not" : [{"Fn::Equals" : [{"Ref" : "EnvironmentType"}, "prod"]}]

Fn::Or
指定された条件のいずれかが true に評価された場合は true を返します。すべての条件が false に評価
された場合は false を返します。Fn::Or は OR 演算子として機能します。含めることができる条件の最
小数は 2 で、最大数は 10 です。

宣言
"Fn::Or" : [{condition}, {...}]

パラメータ
condition
true または false に評価されるルール固有の組み込み関数。

例
次の例では、参照されるセキュリティグループの名前が true と等しい場合、または sg-mysggroup パ
ラメータ値が InstanceType または m1.large の場合に、m1.small と評価されます。
"Fn::Or" : [
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]

{"Fn::Equals" : ["sg-mysggroup", {"Ref" : "ASecurityGroup"}]},
{"Fn::Contains" : [["m1.large", "m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"}]}

Fn::RefAll
指定したパラメータ型のすべての値を返します。

宣言
"Fn::RefAll" : "parameter_type"

パラメータ
parameter_type
AWS や AWS::EC2::SecurityGroup::Id などの AWS::EC2::VPC::Id 固有のパラメータ型。詳
細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「パラメータ」を参照してください。

例
次の関数は、スタックを作成または更新中のリージョンと AWS アカウントのすべての VPC ID のリスト
を返します。
"Fn::RefAll" : "AWS::EC2::VPC::Id"

Fn::ValueOf
特定のパラメータおよび属性の値の属性値またはリストを返します。

宣言
"Fn::ValueOf" : [ "parameter_logical_id", "attribute" ]

パラメータ
属性
値の取得元となる属性の名前。属性の詳細については、「サポートされている属性 (p. 336)」を参照
してください。
parameter_logical_id
属性値を取得する対象のパラメータの名前。パラメータは、テンプレートの [Parameters] セクショ
ンで宣言する必要があります。

例
次の例では、ElbVpc パラメータで指定された VPC の Department タグの値を返します:
"Fn::ValueOf" : ["ElbVpc", "Tags.Department"]

パラメータに複数の値を指定する場合、Fn::ValueOf 関数はリストを返すことができます。たとえば、複数
のサブネットを指定して、各メンバーが特定のサブネットのアベイラビリティゾーンであるアベイラビリ
ティゾーンのリストを取得できます。
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"Fn::ValueOf" : ["ListOfElbSubnets", "AvailabilityZone"]

Fn::ValueOfAll
特定のパラメータ型および属性のすべての属性値のリストを返します。

宣言
"Fn::ValueOfAll" : ["parameter_type", "attribute"]

パラメータ
属性
値の取得元となる属性の名前。属性の詳細については、「サポートされている属性 (p. 336)」を参照
してください。
parameter_type
AWS や AWS::EC2::SecurityGroup::Id などの AWS::EC2::VPC::Id 固有のパラメータ型。詳
細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「パラメータ」を参照してください。

例
次の例では、Fn::ValueOfAll 関数は値のリストを返します。各メンバーは、そのタグを持つ VPC の
Department タグ値です。
"Fn::ValueOfAll" : ["AWS::EC2::VPC::Id", "Tags.Department"]

サポートされている関数
Fn::ValueOf および Fn::ValueOfAll 関数内で他の関数を使用することはできません。ただし、他の
すべてのルール固有の組み込み関数内では、以下の関数を使用できます。
• Ref
• その他のルール固有の組み込み関数

サポートされている属性
次の一覧に、特定のリソースおよびパラメータ型に対して取得できる属性値を示します。
AWS::EC2::VPC::Id パラメータタイプまたは VPC ID。
• DefaultNetworkAcl
• DefaultSecurityGroup
• タグ。tag_key
AWS::EC2::Subnet::Id パラメータタイプまたはサブネット ID、
• AvailabilityZone
• タグ。tag_key
• VpcId
AWS::EC2::SecurityGroup::Id パラメータタイプまたはセキュリティグループ ID。
• タグ。tag_key
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Mappings
任意の Mappings セクションでは、キーと名前付きの一連の値とが対応付けられます。たとえば、リー
ジョンに基づく値を設定する場合、リージョン名をキーとして必要な値を保持するマッピングを作成しま
す。具体的なリージョンごとに必要な値を指定します。マップ内の値を取得するには、Fn::FindInMap
組み込み関数を使用します。
Mappings セクションにパラメータ、擬似パラメータまたは組み込み関数を含めることはできません。

構文
Mappings セクションは、キー名 Mappings で構成されます。マッピングに含まれるキーは、リテラル文
字列であることが必要です。値は String または List タイプです。以下の例は、Mapping01 という名
前 (論理名) のマッピングを 1 つ含んだ Mappings セクションを示します。
マッピング内では、各マッピングは、別のマッピングが後に続くキーです。キーは、名前と値のペアの
マップであり、マッピング内で一意である必要があります。名前には、英数字 (A-Za-z0-9) のみを使用で
きます。

JSON
"Mappings" : {
"Mapping01" : {
"Key01" : {
"Name" : "Value01"
},
"Key02" : {
"Name" : "Value02"
},
"Key03" : {
"Name" : "Value03"
}
}
}

YAML
Mappings:
Mapping01:
Key01:
Name: Value01
Key02:
Name: Value02
Key03:
Name: Value03

例
基本的なマッピング
以下に示したのは、Mappings というマップを持つ RegionMap セクションの例です。キーは 5 つ存在
し、それぞれ単一の文字列値を含んだ名前と値のペアに対応しています。キーはリージョンの名前です。
名前と値のペアはそれぞれ対応するキーが表すリージョンの HVM64 AMI の AMI ID となっています。
名前と値のペアには、名前 (この例では HVM64) と値があります。値に名前を付けることで、1 つのキー
に対して値のセットを複数、対応付けることができます。
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JSON
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1"
"us-west-1"
"eu-west-1"
"ap-southeast-1"
"ap-northeast-1"
}
}

:
:
:
:
:

{
{
{
{
{

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

:
:
:
:
:

"ami-0ff8a91507f77f867"},
"ami-0bdb828fd58c52235"},
"ami-047bb4163c506cd98"},
"ami-08569b978cc4dfa10"},
"ami-06cd52961ce9f0d85"}

YAML
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
"HVM64": "ami-0ff8a91507f77f867"
us-west-1:
"HVM64": "ami-0bdb828fd58c52235"
eu-west-1:
"HVM64": "ami-047bb4163c506cd98"
ap-southeast-1:
"HVM64": "ami-08569b978cc4dfa10"
ap-northeast-1:
"HVM64": "ami-06cd52961ce9f0d85"

複数の値のマッピング
次の例には、2 つの値のセットにマッピングされたリージョンキーがあります。1 つは HVM64 という名前
で、もう 1 つは HVMG2 という名前です。

JSON
"RegionMap" : {
"us-east-1"
:
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-1"
:
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
:
"ami-0a7c483d527806435"},
"ap-northeast-1"
:
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-southeast-1"
:
"ami-0be9df32ae9f92309"}
}

{"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :

YAML
RegionMap:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
ap-northeast-1:
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HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309

マッピングから値を返します
Fn::FindInMap (p. 6674) 関数を使用すると、指定したキーによって名前付きの値を取得できます。次
に示したのは、Amazon EC2 というリソースを含んだテンプレートの例です。このリソースの ImageId
プロパティを、FindInMap 関数によって割り当てています。FindInMap 関数で、(AWS::Region 擬似パ
ラメータ (p. 6697)を使用して) スタックの作成先となるリージョンとしてキーを指定し、対応付ける値の
名前として HVM64 を指定しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1"
:
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-1"
:
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
:
"ami-0a7c483d527806435"},
"ap-northeast-1"
:
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-southeast-1"
:
"ami-0be9df32ae9f92309"}
}
},

{"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :

"Resources" : {
"myEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" },
"HVM64"]},
"InstanceType" : "m1.small"
}
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
ap-northeast-1:
HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
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HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309
Resources:
myEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", HVM64]
InstanceType: m1.small

入力パラメーターと FindInMap
Fn::FindInMap 関数を使用して、マップ内の特定の値を参照するために入力パラメーターを使用できま
す。たとえば、特定の AMI ID にマッピングされているリージョンと環境タイプのリストがあるとします。
インスタンスタイプの入力パラメーター (EnvironmentType) を使用して、スタックが使用する AMI ID
を選択できます。リージョンを決定するには、AWS::Region 擬似パラメータを使用して、スタックを作
成する AWS リージョンを取得します。

JSON
{

"Parameters" : {
"EnvironmentType": {
"Description": "The environment type",
"Type": "String",
"Default": "test",
"AllowedValues": ["prod", "test"],
"ConstraintDescription": "must be a prod or test"
}
},
"Mappings" : {
"RegionAndInstanceTypeToAMIID" : {
"us-east-1": {
"test": "ami-8ff710e2",
"prod": "ami-f5f41398"
},
"us-west-2" : {
"test" : "ami-eff1028f",
"prod" : "ami-d0f506b0"
},
...other regions and AMI IDs...
}

},

"Resources" : {
...other resources...
},
"Outputs" : {
"TestOutput" : {
"Description" : "Return the name of the AMI ID that matches the region and
environment type keys",
"Value" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionAndInstanceTypeToAMIID", { "Ref" :
"AWS::Region" }, { "Ref" : "EnvironmentType" } ]}
}
}
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YAML
Parameters:
EnvironmentType:
Description: The environment type
Type: String
Default: test
AllowedValues:
- prod
- test
ConstraintDescription: must be a prod or test
Mappings:
RegionAndInstanceTypeToAMIID:
us-east-1:
test: "ami-8ff710e2"
prod: "ami-f5f41398"
us-west-2:
test: "ami-eff1028f"
prod: "ami-d0f506b0"
...other regions and AMI IDs...
Resources:
...other resources...
Outputs:
TestOutput:
Description: Return the name of the AMI ID that matches the region and environment
type keys
Value: !FindInMap [RegionAndInstanceTypeToAMIID, !Ref "AWS::Region", !Ref
EnvironmentType]

条件
オプションの Conditions セクションには、エンティティが作成または設定される状況を定義するステー
トメントが含まれています。たとえば、条件を作成し、それをリソースまたは出力に関連付けることで、
条件が true の場合にのみ AWS CloudFormation がリソースまたは出力を作成するようにできます。同様
に、条件をプロパティに関連付けて、条件が true の場合にのみ AWS CloudFormation がプロパティを特定
の値に設定するようにできます。条件が false の場合、AWS CloudFormation はプロパティをユーザーが指
定した別の値に設定します。
テスト環境と本稼働環境など、異なるコンテキストでリソースを作成できるテンプレートを再利用する
場合に、条件を使用することがあります。テンプレートで EnvironmentType 入力パラメータを追加で
きます。このパラメータは入力として prod または test を受け取ります。本稼働環境では特定の機能に
Amazon EC2 インスタンスを含め、テスト環境ではコスト削減のために使用する機能数を減らす場合があ
ります。条件を使用すると、どのリソースを作成するかや、それらを各環境タイプでどのように設定する
かを定義できます。
条件は、スタックを作成または更新するときに、事前定義の擬似パラメータまたは指定する入力パラメー
タ値に基づいて評価されます。それぞれの条件の中で、別の条件、パラメーター値、マッピングを参照す
ることができます。必要な条件をすべて定義したら、テンプレートの Resources セクションと Outputs
セクションでそれらをリソースやリソースプロパティに関連付けることができます。
AWS CloudFormation は、スタックの作成時または更新時、テンプレートに存在するすべての条件を評価
したうえで、リソースを作成します。関連付けられた条件が true となるリソースが作成されます。関連
づけられた条件が false のリソースは無視されます。また、AWS CloudFormation では各スタックの更新
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時に、リソースが更新される前にこれらの条件が再評価されます。関連付けられた条件が true のままのリ
ソースは更新されます。関連づけられた条件が false になったリソースは削除されます。

Important
スタックの更新時に、条件を単独で更新することはできません。条件を更新できるのは、リソー
スを追加、変更、または削除する変更を含める場合だけです。

条件の概要を使用方法
条件付きで作成または構成するエンティティに応じて、次のテンプレートセクションにステートメントを
含める必要があります。
Parametersセクションを開いて、
条件で評価する入力を定義します。これらの入力パラメータの値に基づいて、条件は true または
false と評価されます。条件で擬似パラメータを評価する場合は、このセクションで擬似パラメータ
を定義する必要はありません。擬似パラメータは AWS CloudFormation によって事前定義されていま
す。
Conditionsセクションを開いて、
組み込み関数を使用して条件を定義します。これらの条件は、AWS CloudFormation が関連するリ
ソースをいつ作成するかを指定します。
Resources および Outputsセクション
条件付きで作成するリソースまたは出力と条件を関連付けます。AWS CloudFormation は、true
に関連付けられたエンティティを作成し、false に関連付けられたをエンティティを無視しま
す。Condition キーと条件の論理 ID を使用して、リソースまたは入力と関連付けます。条件付きで
プロパティを指定するには、Fn::If 関数を使用します。詳細については、「条件関数 (p. 6657)」を
参照してください。

構文
Conditions セクションは、キー名 Conditions で構成されます。各条件の宣言には論理 ID と組
み込み関数が含まれており、スタックの作成または更新時に評価されます。次の擬似テンプレート
で、Conditions セクションの概要を示します。

JSON
"Conditions" : {
}

"Logical ID" : {Intrinsic function}

YAML
Conditions:
Logical ID:
Intrinsic function

条件の組み込み関数
次の組み込み関数を使用して条件を定義できます。
• Fn::And
• Fn::Equals
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• Fn::If
• Fn::Not
• Fn::Or
各関数の構文と情報については、「条件関数 (p. 6657)」を参照してください。

Note
Fn::If は、テンプレートの Resources セクションと Outputs セクションのメタデータ属性、
更新ポリシー属性、およびプロパティ値でのみ使用できます。

例
シンプルな条件
次のサンプルテンプレートには、EnvType という入力パラメーターが存在します。本稼働用のスタックを
作成する場合は prod を、テスト用のスタックを作成する場合は test をここに指定します。本稼働環境
では、AWS CloudFormation が Amazon EC2 インスタンスを作成し、インスタンスにボリュームをアタッ
チします。テスト環境では、AWS CloudFormation によって Amazon EC2 インスタンスのみが作成されま
す。
CreateProdResources 条件は、true パラメーターが EnvType と等しい場合に prod に評価
されます。このサンプルテンプレートでは、NewVolume リソースと MountPoint リソースを
CreateProdResources 条件に関連付けています。したがって、EnvType パラメーターが prod と等し
い場合にのみ、リソースが作成されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"EnvType": {
"Description": "Environment type.",
"Default": "test",
"Type": "String",
"AllowedValues": [
"prod",
"test"
],
"ConstraintDescription": "must specify prod or test."
}
},
"Conditions": {
"CreateProdResources": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "EnvType"
},
"prod"
]
}
},
"Resources": {
"EC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "ami-0ff8a91507f77f867"
}
},
"MountPoint": {
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"Type": "AWS::EC2::VolumeAttachment",
"Condition": "CreateProdResources",
"Properties": {
"InstanceId": {
"Ref": "EC2Instance"
},
"VolumeId": {
"Ref": "NewVolume"
},
"Device": "/dev/sdh"
}

}

}

},
"NewVolume": {
"Type": "AWS::EC2::Volume",
"Condition": "CreateProdResources",
"Properties": {
"Size": 100,
"AvailabilityZone": {
"Fn::GetAtt": [
"EC2Instance",
"AvailabilityZone"
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
EnvType:
Description: Environment type.
Default: test
Type: String
AllowedValues:
- prod
- test
ConstraintDescription: must specify prod or test.
Conditions:
CreateProdResources: !Equals
- !Ref EnvType
- prod
Resources:
EC2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
MountPoint:
Type: 'AWS::EC2::VolumeAttachment'
Condition: CreateProdResources
Properties:
InstanceId: !Ref EC2Instance
VolumeId: !Ref NewVolume
Device: /dev/sdh
NewVolume:
Type: 'AWS::EC2::Volume'
Condition: CreateProdResources
Properties:
Size: 100
AvailabilityZone: !GetAtt
- EC2Instance
- AvailabilityZone
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ネストされた条件
次のサンプルテンプレートは、別の条件内の条件を参照します。S3 バケットを作成するスタックを作成で
きます。実稼働環境にデプロイされたスタックの場合、AWS CloudFormation は S3 バケットのポリシー
を作成します。

JSON
{

"Parameters": {
"EnvType": {
"Type": "String",
"AllowedValues": [
"prod",
"test"
]
},
"BucketName": {
"Default": "",
"Type": "String"
}
},
"Conditions": {
"IsProduction": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "EnvType"
},
"prod"
]
},
"CreateBucket": {
"Fn::Not": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "BucketName"
},
""
]
}
]
},
"CreateBucketPolicy": {
"Fn::And": [
{
"Condition": "IsProduction"
},
{
"Condition": "CreateBucket"
}
]
}
},
"Resources": {
"Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Condition": "CreateBucket"
},
"Policy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Condition": "CreateBucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "Bucket"
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}

}

}

}

},
"PolicyDocument": "..."

YAML
Parameters:
EnvType:
Type: String
AllowedValues:
- prod
- test
BucketName:
Default: ''
Type: String
Conditions:
IsProduction: !Equals
- !Ref EnvType
- prod
CreateBucket: !Not
- !Equals
- !Ref BucketName
- ''
CreateBucketPolicy: !And
- !Condition IsProduction
- !Condition CreateBucket
Resources:
Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Condition: CreateBucket
Policy:
Type: 'AWS::S3::BucketPolicy'
Condition: CreateBucketPolicy
Properties:
Bucket: !Ref Bucket
PolicyDocument: ...

トランスフォーム
オプションの Transform セクションで、AWS CloudFormation がテンプレートを処理するために使
用するマクロを 1 つ以上指定します。Transform セクションは、強力なマクロシステムを持つ AWS
CloudFormation のシンプルな宣言型言語を基盤にして構築されています。
テンプレート内で 1 つ以上のマクロを宣言できます。マクロは、AWS CloudFormation によって、指定さ
れた順序で実行されます。変更セットを作成すると、AWS CloudFormation は処理されたテンプレートコ
ンテンツを含む変更セットを生成します。その後、変更内容を確認して変更セットを実行できます。詳細
については、「AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行 (p. 643)」を
参照してください。
AWS CloudFormation は、AWS CloudFormation がホストするマクロである transforms (変換) もサポート
しています。AWS CloudFormation は、これらの変換を、実行の順序と範囲の点で、作成したすべてのマ
クロと同じように扱います。特定の変換の詳細については、変換のリファレンスを参照してください。
複数のマクロを宣言するには、リスト形式を使用して 1 つ以上のマクロを指定します。
たとえば、以下のテンプレートサンプルでは、AWS CloudFormation が MyMacro を評価し、その後
AWS::Serverless を評価します。どちらも Transform セクションに含まれているため、テンプレート
全体のコンテンツを処理できます。
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// Start of processable content for MyMacro and AWS::Serverless
Transform:
- MyMacro
- 'AWS::Serverless'
Resources:
WaitCondition:
Type: 'AWS::CloudFormation::WaitCondition'
MyBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
BucketName: MyBucket
Tags: [{"key":"value"}]
CorsConfiguration:[]
MyEc2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageID: "ami-123"
// End of processable content for MyMacro and AWS::Serverless

リソース
必須の Resources セクションでは、スタックに含める Amazon EC2 インスタンスや Amazon S3 バケッ
トなどの AWS リソースを宣言します。

構文
Resources セクションは、キー名 Resources で構成されます。次の擬似テンプレートで、Resources
セクションの概要を示します。

JSON
"Resources" : {
"Logical ID" : {
"Type" : "Resource type",
"Properties" : {
Set of properties
}
}
}

YAML
Resources:
Logical ID:
Type: Resource type
Properties:
Set of properties

リソースフィールド
論理 ID
論理 ID は英数字（A-Za-z0-9）とし、テンプレート内で一意である必要があります。論理名は、テン
プレートの他の部分のリソースを参照するために使用します。たとえば、Amazon Elastic Block Store
ボリュームを Amazon EC2 インスタンスにマップする場合、論理 ID を参照してブロックストアをイ
ンスタンスに関連付けます。
特定のリソースは、論理 ID の他に物理 ID も持っています。これは、そのリソースに実際に割り
当てられている名前です (EC2 インスタンス ID、S3 バケット名など)。AWS CloudFormation テ
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ンプレート外のリソースを識別するには物理 ID を使用しますが、リソースが作成された後でだけ
使用できます。たとえば、EC2 インスタンスリソースに MyEC2Instance の論理 ID を指定しま
す。AWS CloudFormation がインスタンスを作成すると、AWS CloudFormation は自動的に物理 ID
(i-28f9ba55) を生成して、インスタンスに割り当てます。この物理 ID を使用して、Amazon EC2
コンソールでインスタンスを特定したり、そのプロパティ (DNS 名など) を表示したりすることが
できます。カスタム名をサポートしているリソースの場合は、リソースをすばやく識別するため
に、独自の名前 (物理 ID) を割り当てることができます。たとえば、ログを保存する S3 バケットに
MyPerformanceLogs という名前を指定できます。詳細については、「Name タイプ (p. 6612)」を
参照してください。
リソースタイプ
リソースタイプは、宣言しているリソースのタイプを識別します。たとえ
ば、AWS::EC2::Instance は EC2 インスタンスを宣言します。すべてのリソースタイプの一覧につ
いては、「AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス (p. 756)」を参照してください。
リソースプロパティ
リソースプロパティは、リソースに対して指定できる追加オプションです。たとえば、EC2 インスタ
ンスごとに、そのインスタンスの Amazon Machine Image (AMI) ID を指定する必要があります。次の
例に示すように、AMI ID はインスタンスのプロパティとして宣言します。

Example JSON
"Resources" : {
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"
}
}
}

Example YAML
Resources:
MyEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867"

プロパティを宣言する必要のないリソースの場合は、そのリソースのプロパティセクションを省略で
きます。
プロパティの値には、リテラル文字列、文字列のリスト、ブール値、パラメーター参照、疑似参照、
または関数によって返される値を使用できます。次の例は、異なるプロパティ値の型を宣言する方法
を示しています。

Example JSON
"Properties" : {
"String" : "one-string-value",
"Number" : 123,
"LiteralList" : [ "first-value", "second-value" ],
"Boolean" : true,
"ReferenceForOneValue" : { "Ref" : "MyLogicalResourceName" } ,
"FunctionResultWithFunctionParams" : {
"Fn::Join" : [ "%", [ "Key=", { "Ref" : "MyParameter" } ] ] }
}
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Example YAML
Properties:
String: OneStringValue
String: A longer string value
Number: 123
LiteralList:
- "[first]-string-value with a special characters"
- "[second]-string-value with a special characters"
Boolean: true
ReferenceForOneValue:
Ref: MyLogicalResourceName
ReferenceForOneValueShortCut: !Ref MyLogicalResourceName
FunctionResultWithFunctionParams: !Sub |
Key=%${MyParameter}

条件と関連付けることにより、条件付きでリソースを作成できます。テンプレートのセクションの
Conditions (p. 341) に条件を定義する必要があります。

例
次は、リソース宣言の例を示します。2 つのリソースが定義されています。MyInstance リソースはその
MyQueue プロパティの一部として UserData を含んでいます。

JSON
"Resources" : {
"MyInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ "", [ "Queue=", { "Ref" : "MyQueue" } ] ]
} },
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"
}
},

}

"MyQueue" : {
"Type" : "AWS::SQS::Queue",
"Properties" : {
}
}

YAML
Resources:
MyInstance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
UserData:
"Fn::Base64":
!Sub |
Queue=${MyQueue}
AvailabilityZone: "us-east-1a"
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867"
MyQueue:
Type: "AWS::SQS::Queue"
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出力
オプションの Outputs セクションは、他のスタックにインポートする (p. 6681) (クロススタック参照を
作成 (p. 401))、応答として返す (スタック呼び出しについて記述)、または、AWS CloudFormation コン
ソールで表示する (p. 116)出力値を宣言します。たとえば、見つけやすいバケットを作成するスタックの
S3 バケット名を出力できます。

Important
CloudFormation は、[Outputs] (出力) セクションに含める情報の編集または難読化を行いません。
このセクションを使用して、パスワードやシークレットなどの機密情報を出力しないことを強く
お勧めします。
出力値は、スタックオペレーションの完了後に使用できます。スタックのステータスが
IN_PROGRESS ステータスのいずれかの場合は、スタックの出力値を使用できません。出力値が
常に利用できない場合があるため、サービスランタイムとスタック出力値の間の依存関係を確立
することはお勧めしません。

構文
Outputs セクションは、キー名 Outputs とそれに続くスペースおよび単一のコロンで構成されます。1
つのテンプレートで宣言できる出力は最大 200 個です。
次の例は、Outputs セクションの構造を示します。

JSON
出力の宣言全体を中括弧で囲みます。複数の出力をカンマで区切ります。
"Outputs" : {
"Logical ID" : {
"Description" : "Information about the value",
"Value" : "Value to return",
"Export" : {
"Name" : "Value to export"
}
}
}

YAML
Outputs:
Logical ID:
Description: Information about the value
Value: Value to return
Export:
Name: Value to export

出力フィールド
Outputs セクションでは、次のフィールドを含めることができます。
論理 ID
現在の出力の識別子。論理 ID は英数字 (a–z、A–Z、0–9) とし、テンプレート内で一意である必要が
あります。
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Description (オプション)
出力値について説明する String 型。説明の宣言の値は、長さ 0～1024 バイトのリテラル文字列であ
る必要があります。説明の指定には、パラメータまたは機能を使用できません。説明には長さ最大 4K
の文字列が使用できます。
Value (必須)
aws cloudformation describe-stacks コマンドから返されるプロパティの値。出力の値に
は、リテラル、パラメーター参照、疑似パラメーター、マッピング値、および組み込み関数を含める
ことができます。
エクスポート (オプション)
クロススタック参照 (p. 401)にエクスポートされるリソース出力の名前。

Note
次の制限はクロス スタックの参照に適用されます:
• 各 AWS アカウントの場合、Export の名前はリージョン内で一意である必要があります。
• リージョンにわたるクロス スタックの参照を作成することはできませ
ん。Fn::ImportValue 組み込み関数は、同じリージョン内でエクスポートされた値のみ
インポートできます。
• 出力では、Name プロパティ (Export に属す) の値で、リソースに依存する Ref または
GetAtt 関数を使うことはできません。
同様に、ImportValue 関数に、リソースに依存する Ref または GetAtt 関数を含むこと
はできません。
• 他のスタックから参照されている出力が存在する場合は、スタックを削除することはでき
ません。
• 別のスタックで参照した出力値を変更したり削除することはできません。
組み込み関数を使用して、エクスポートの Name の値をカスタマイズできます。次の例で
は、Fn::Join 関数を使用します。
JSON
"Export" : {
"Name" : {
"Fn::Join" : [ ":", [ { "Ref" : "AWS::StackName" }, "AccountVPC" ] ]
}
}

YAML
Export:
Name: !Join [ ":", [ !Ref "AWS::StackName", AccountVPC ] ]

出力と条件を関連付けるには、テンプレートの Conditions (p. 341) セクションで条件を定義しま
す。

例
以下の例では、スタック出力のしくみを示しています。
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スタック出力
次の例では、BackupLoadBalancerDNSName という名前の出力によって、論理 ID が
BackupLoadBalancer であるリソースの DNS 名が CreateProdResources 条件が true の場合に返さ
れます。(2 番目の出力は、複数の出力を指定する方法を示しています。)

JSON
"Outputs" : {
"BackupLoadBalancerDNSName" : {
"Description": "The DNSName of the backup load balancer",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "BackupLoadBalancer", "DNSName" ]},
"Condition" : "CreateProdResources"
},
"InstanceID" : {
"Description": "The Instance ID",
"Value" : { "Ref" : "EC2Instance" }
}
}

YAML
Outputs:
BackupLoadBalancerDNSName:
Description: The DNSName of the backup load balancer
Value: !GetAtt BackupLoadBalancer.DNSName
Condition: CreateProdResources
InstanceID:
Description: The Instance ID
Value: !Ref EC2Instance

クロススタック出力
次の例では、StackVPC という名前の出力が VPC の ID を返し、スタック名の先頭に VPCID が追加され
た名前でクロススタックリファレンスの値をエクスポートします。

JSON
"Outputs" : {
"StackVPC" : {
"Description" : "The ID of the VPC",
"Value" : { "Ref" : "MyVPC" },
"Export" : {
"Name" : {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-VPCID" }
}
}
}

YAML
Outputs:
StackVPC:
Description: The ID of the VPC
Value: !Ref MyVPC
Export:
Name: !Sub "${AWS::StackName}-VPCID"
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AWS CloudFormation デザイナー とは
AWS CloudFormation デザイナー (デザイナー) は、AWS CloudFormation テンプレートを作成、参照、お
よび変更するためのグラフィックツールです。デザイナー を使用すると、ドラッグアンドドロップイン
ターフェイスを使用してテンプレートリソースを図示し、統合された JSON および YAML エディタ を使
用して詳細を編集できます。新しい AWS CloudFormation ユーザーでも経験豊富なユーザーでも、AWS
CloudFormation デザイナー を使用すればテンプレートのリソース間の相互関係をすばやく確認し、簡単
にテンプレートを変更できます。
デザイナー は、AWS CloudFormation コンソールの一部です。使用するには、https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/designer で デザイナー を開き、AWS 認証情報を使用してサイ
ンインします。
トピック
• AWS CloudFormation デザイナー を使用する理由 (p. 353)
• AWS CloudFormation デザイナー インターフェイスの概要。 (p. 354)
• デザイナー の開始方法 (p. 364)

AWS CloudFormation デザイナー を使用する理由
AWS CloudFormation デザイナー (デザイナー) には、テンプレート内のリソースをグラフィック表示でき
る、テンプレート作成が簡易化される、テンプレート編集が簡易化されるという利点があります。

テンプレートリソースの視覚化
JSON 形式または YAML 形式のテキストファイルを解析して、テンプレート内のリソースとそれらの関係
を確認するのは難しい場合があります。デザイナー では、テンプレートに含まれるリソースをグラフィッ
ク表示して、相互の関連性を確認することができます。
デザイナー は、リソースに関する情報 (サイズや相対位置など) をテンプレートメタデータで定義します。
テンプレートを開くと、デザイナー によりこのメタデータが自動的に追加されるため、テンプレートを保
存すると現在のレイアウトが保持されます。デザイナー でテンプレートを再び開くと、前回テンプレート
を保存したときとまったく同じように図が表示されます。
すべてのレイアウト情報は AWS::CloudFormation::Designer メタデータキーで定義されます。この
キーは、デザイナー によってのみ使用されるため、AWS CloudFormation スタックの作成を妨害すること
はありません。次のテンプレートメタデータの例は、デザイナー がメタデータとしてテンプレートに追加
するレイアウト情報を示しています。

JSON
"Metadata": {
"AWS::CloudFormation::Designer": {
"6b56eaae-0bb6-4215-aad6-12345EXAMPLE": {
"size": {
"width": 60,
"height": 60
},
"position": {
"x": 340,
"y": 430
},
"z": 2,
"parent": "21ccc9b0-29e9-4a86-9cf2-12345EXAMPLE",
"embeds": [],
"ismemberof": [

API バージョン 2010-05-15
353

AWS CloudFormation ユーザーガイド
インターフェイスの概要

...

]
},

"c3eead73-6a76-4532-9268-12345EXAMPLE"

YAML
Metadata:
'AWS::CloudFormation::Designer':
6b56eaae-0bb6-4215-aad6-12345EXAMPLE:
size:
width: 60
height: 60
position:
x: 340
'y': 430
z: 2
parent: 21ccc9b0-29e9-4a86-9cf2-12345EXAMPLE
embeds: []
ismemberof:
- c3eead73-6a76-4532-9268-12345EXAMPLE
...

テンプレート作成の簡素化
テキストエディタでテンプレートリソースを作成するときは、JSON または YAML を手動で編集する必要
がありますが、この作業は面倒でエラーを起こしやすくなります。デザイナー を使用すると、テンプレー
トを手動でコーディングする時間を短くして、AWS インフラストラクチャの設計に時間をかけられるよ
うになります。デザイナー では、新しいリソースをドラッグアンドドロップしてテンプレートに追加した
り、リソース間の接続をドラッグして関係を確立したりできます。デザイナー は自動的に JSON または
YAML を変更します。
テンプレートを作成すると、デザイナー はリソース間に基本的な関係を適用して、有効なテンプレートの
作成を支援します。例えば、VPC 内で EC2 インスタンスを直接追加することはできません。VPC のサブ
ネット内にインスタンスを追加する必要があります。
デザイナー でテンプレートを直接検証することもできます。これは、JSON または YAML 構文が有効であ
ること、参照されているすべてのパラメータが宣言されていること、および循環依存がないことをチェッ
クする ValidateTemplate API 呼び出しと同じレベルの検証を提供します。

統合された JSON および YAML エディタ での編集の簡略化
統合されたエディタ を使用すると、AWS CloudFormation コンソールでテンプレートの変更を行うことが
できます。テンプレートを変更して保存するために、別個のテキストエディタを使用する必要はありませ
ん。統合されたエディタ には、リソースのすべてのプロパティ名をリストするオートコンプリート機能も
備わっているため、それらを検索したり暗記したりする必要はありません。さらに、統合エディタを使用
して JSON テンプレートを YAML に変換することができます。逆も同様です。

AWS CloudFormation デザイナー インターフェイスの
概要。
デザイナー には、4 つのペインがあります。[canvas (キャンバス)] ペインは、テンプレートリソースの
図を表示して、その関係が一目でわかるようにします。テンプレートにリソースを追加するには、リソー
スを [リソースタイプ] ペインから [canvas (キャンバス)] ペインにドラッグします。[Integrated JSON and
YAML editor (統合された JSON と YAML エディタ)] ペインを使用して、リソースプロパティまたはテンプ
レートパラメータなどのテンプレートの詳細を指定します。テンプレートを変更したら、ローカルファイ
ルまたは Amazon S3 バケットに保存することができます。有効なテンプレートを JSON から YAML に、
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またはその逆に変換すると [Messages (メッセージ)] ペインに成功または失敗のメッセージが表示されま
す。無効なテンプレートを開いたり検証したりすると、[Messages (メッセージ)] ペインに検証エラーが表
示されます。

Note
デザイナー は、スタックで実行中のリソースを表示したり変更することはできません。スタック
の作成、変更、保存のみに使用します。
次の図は、デザイナー ペインとそのメインコンポーネントを示しています。
デザイナー のペインとコンポーネント

1.ツールバー
ツールバーは、テンプレートを開いたり保存する、変更の取り消しまたはやり直し、スタックの作
成、テンプレートを検証などの、一般的な操作コマンドへのクイックアクセスを提供します。図をイ
メージとしてダウンロードしたり、ヘルプを表示したり、キャンバスペインで図を更新したりするこ
ともできます。
2.[リソースタイプ] ペイン
[Resource types (リソースタイプ)] ペインには、テンプレートに追加可能なすべてのテンプレートリ
ソースが、AWS サービス名で分類されてリストされます。リソースは、[リソースタイプ] ペインから
[canvas (キャンバス)] にドラッグして追加します。サポートされるリソースの大部分は、「AWS リ
ソースおよびプロパティタイプのリファレンス (p. 756)」で説明されています。[リソースタイプ] ペ
インには、AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation リソースなどの接続リソースはリストさ
れません。これらのリソースは、ルートテーブルをサブネットに接続するときなど、関連するリソー
スを接続するときに作成します。詳細については、[Canvas (キャンバス)] ペイン (p. 356) をご参照
ください。

Note
デザイナー は、AWS CloudFormation によりサポートされるリソースタイプのみを表示でき
ます。アベイラビリティーゾーン (AZs)、または入れ子スタックのリソースなどの、他のエン
ティティは表示できません。
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3.[Canvas (キャンバス)] ペイン
[canvas (キャンバス)] ペインには、テンプレートリソースが図として表示されます。リソースの追加
または削除、リソース間の関係の作成、レイアウトのアレンジに使用できます。[canvas (キャンバ
ス)] で変更を行うと、テンプレート の JSON または YAML が自動的に変更されます。詳細について
は、「[Canvas (キャンバス)] ペイン (p. 356)」を参照してください。
4.ウィンドウボタンとの適合
テンプレートの図に適合するように、[canvas (キャンバス)] ペインのサイズを変更するボタンです。
5.[Full screen (全画面)] ボタンと [Split screen (分割画面)] ボタン
デザイナー の異なる表示を選択するボタン。キャンバスの全画面表示、統合された JSON と YAML
エディタの全画面表示、またはキャンバスとエディタの分割画面表示を選択できます。
6.[Integrated JSON and YAML editor (統合された JSON と YAML エディタ)] ペイン
統合されたエディタ で、リソースプロパティまたはテンプレートパラメータなどの、テンプレートの
詳細を指定します。[canvas (キャンバス)] で項目を選択すると、関連する JSON または YAML が デ
ザイナー のエディタでハイライトされます。JSON または YAML を編集した後で、[canvas (キャンバ
ス)] ( を選択) を更新して、図を更新する必要があります。[Choose template language (テンプレー
ト言語の選択)] で適切なラジオボタンを選択して、JSON と YAML の間で有効なテンプレートを変換
できます。 デザイナー は、有効な YAML または有効な JSON テンプレートのみを変換できます。変
換に成功すると、 [Messages (メッセージ)] ペインに次のようなメッセージが表示されます。テンプ
レートは YAML に正常に変換されました。AWS CloudFormation デザイナー は、テンプレートの変換
時に書式設定を保持しません。

Important
デザイナー のテンプレートに # YAML コメントを追加しないことをお勧めします。YAML テ
ンプレートに # コメントがある場合、デザイナー は YAML を編集したり JSON に変換した
りするときにコメントを保持しません。デザイナー でテンプレートを編集または変更する場
合 (たとえば、キャンバスにリソースをドラッグする場合)、コメントは失われます。
テンプレート言語を選択すると、キャンバスにドラッグした新しいリソースは、選択した言語で作成
されます。別の言語に戻すには、テンプレートが有効であることを確認してから、[Choose template
language (テンプレート言語の選択)] という [YAML] または [JSON] を選択します 。
詳細については、「統合された JSON および YAML エディタ (p. 361)」を参照してください。
7.[Messages (メッセージ)] ペイン
テンプレートを JSON から YAML に、またはその逆に変換すると [Messages (メッセージ)] ペインに
成功または失敗のメッセージが表示されます。無効なテンプレートを使用してスタックを開いたり、
検証したり、スタックを作成したりしようとすると、[Messages (メッセージ)] ペインに検証エラーが
表示されます。

[Canvas (キャンバス)] ペイン
デザイナー は、[canvas (キャンバス)] ペインにテンプレートリソースを図として表示します。図のレイア
ウトの変更、リソースの追加または削除、このペインのリソース間の接続の追加または削除を行うことが
できます。たとえば、Auto Scaling グループと起動設定を [リソースタイプ] ペインから [canvas (キャンバ
ス)] ペインに追加できます。関連リソースを接続するには、リソース間で接続をドラッグします。

デザイナー がリソースをモデル化する方法
[リソースタイプ] ペインから [canvas (キャンバス)] ペインにリソースをドラッグすると、デザイナー によ
りコンテナまたはスクエアオブジェクトとしてモデル化されます。
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コンテナ
コンテナリソースは、他のリソースを含むサイズ変更可能な四角形です。たとえば、デザイナー は
AWS::EC2::VPC リソースタイプをコンテナとしてモデル化します。サブネットなどのリソースを
VPC にドラッグできます。
コンテナリソース

スクエアオブジェクト
スクエアオブジェクトのリソースは、サイズを変更したり、他のリソースを追加したりすることはで
きません。たとえば、デザイナー は AWS::EC2::Instance リソースをスクエアオブジェクトとして
モデル化します。
スクエアオブジェクト

接続リソース
関連リソース間の関連付けを作成するには、リソースを接続します。たとえば、インターネットゲート
ウェイおよび VPC を [canvas (キャンバス)] ペインに追加した場合、関係はありません。VPC にゲート
ウェイをアタッチするには、それらを接続する必要があります。リソースを接続する方法は、リソースタ
イプと、デザイナー がリソースをモデル化した方法によって異なります。次の説明と図に、各方法を示し
ます。
コンテナへのリソースの追加
有効なリソースをコンテナにドラッグすると、デザイナー によりリソースとコンテナの間の関連付け
が自動的に作成されます。たとえば、VPC はコンテナリソースです。サブネットを VPC にドラッグ
すると、デザイナー により 2 つのリソースが自動的に関連付けられます。

これらの関連付けは、次の例に示すとおり、テンプレートに Ref 組み込み関数として表されます。
JSON
"PublicSubnet": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
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}

"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": "10.0.0.0/24"

YAML
PublicSubnet:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24

リソースをコンテナにドロップしても関連付けが作成されない場合があります。リソース間の接続を
ドラッグする必要があります (リソース間の接続のドラッグについての詳細は、次の方法を参照してく
ださい)。デザイナー によってリソースが関連付けられているかどうかを確認するには、統合された
JSON および YAML エディタ を使用して、あるリソースから他のリソースへの Ref がないか探しま
す。たとえば、サブネットコンテナで Auto Scaling グループを追加すると、デザイナー によりグルー
プの VPCZoneIdentifier (サブネット) プロパティが指定されません。2 つのリソースを関連付ける
には、Auto Scaling グループからサブネットに接続をドラッグする必要があります。
リソース間での接続のドラッグ
各スクエアおよびコンテナリソースの角には 1 つ以上のドットがあります。これは、接続を作成でき
るリソースを表しています。接続を作成するには、コネクタ線をドットから対応するリソース対応に
ドラッグします。たとえば、インターネットゲートウェイを VPC にアタッチするには、VPC ゲート
ウェイのアタッチメントドットから VPC 上の任意の場所に線をドラッグします。

このような関連付けは、テンプレートで Ref 組み込み関数または別個のリソースタイプとして表され
ます。たとえば、インターネットゲートウェイと VPC を接続すると、デザイナー によりテンプレー
トに AWS::EC2::VPCGatewayAttachment リソースタイプが作成されて関連付けられます。このよ
うなリソースは、[Resource types] ペインには表示されません。
JSON
"VPCGatewayAttachment": {
"Type": "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"InternetGatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
}

YAML
VPCGatewayAttachment:
Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
Properties:
InternetGatewayId: !Ref InternetGateway

API バージョン 2010-05-15
358

AWS CloudFormation ユーザーガイド
インターフェイスの概要
VpcId: !Ref VPC

リソース間での接続のコーディング
場合によっては (2 つのセキュリティグループを接続する場合など)、テンプレートの JSON または
YAML を編集して接続を作成する必要が生じることがあります。JSON または YAML を編集して接続
を作成する必要がある場合、ハードコード接続 (破線接続) を作成します。[canvas (キャンバス)] ペイ
ンでこれらの接続を作成または編集することはできません。

通常、リソースのプロパティ内に参照 (Ref) を埋め込むと、ハードコード接続が作成されます。た
とえば、他のグループからのトラフィックを許可する進入ルールが 1 つのセキュリティグループに
組み込まれている場合は、2 つのセキュリティグループ間に接続を定義することができます。次の
WebServerSecurityGroup リソースには、PublicLoadBalancerSecurityGroup リソースを参
照する進入ルールがあります。
JSON
"WebServerSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"GroupDescription": "Allow access from HTTP and SSH traffic",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}
}
]
}
...

YAML
WebServerSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
GroupDescription: Allow access from HTTP and SSH traffic
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
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- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation

[リソース] メニューを使用した一般的なリソース アクションへのアクセス
[リソース] メニューで、リソースプロパティの編集、リソースのコピー、リソースの削除、またはリソー
スのドキュメントの閲覧などの、一般的なリソースに対するアクションに簡単にアクセスできます。[リ
ソース] メニューを表示するには、[canvas (キャンバス)] ペインでリソースを右クリックします。ドキュメ
ントリンクをクリックすると、そのリソースのプロパティと構文を説明するテンプレート参照 (p. 756)に
移動します。
メニューリソース

明示的な依存関係の定義
AWS CloudFormation がリソースを作成し、削除する順序を指定するには、明示的な依存関係を作
成できます。明示的な依存関係は、並列リソースの作成と削除を上書きするのに役立ちます。AWS
CloudFormation により、同時に処理できるテンプレート内のリソースとできないテンプレート内のリソー
スが自動的に判断されます。別のソースの属性を参照する (Ref 組み込み関数を使用) か、同じテンプレー
ト内の別のリソースの属性を取得する (Fn::GetAtt 組み込み関数を使用) プロパティを指定すると、依存
関係ができあがり、AWS CloudFormation により適切な順序で構築されます。
ただし、状況によっては、明示的に依存関係を定義する必要があります。例えば、ルーティングルール
は、ゲートウェイが VPC にアタッチされるまでインターネットゲートウェイを使用することができませ
ん。通常、AWS CloudFormation は、暗黙的な依存関係のためにインターネットゲートウェイを作成した
直後にルーティングルールを作成します。しかし、AWS CloudFormation はインターネットゲートウェイ
が VPC にアタッチされる前にルールを作成することがあります。この場合、エラーが発生します。そのた
め、ゲートウェイ - VPC アタッチメントで明示的に依存関係を定義する必要があります。
明示的な依存関係を作成するには、ルートの DependsOn (*) ドットからゲートウェイ - VPC アタッチメン
トに線をドラッグします。

明示な依存性を作成する必要がある場合の詳細については「DependsOn 属性 (p. 6633)」を参照してくだ
さい。

JSON
JSON では、次の例に示すように、これらの明示的な依存関係がリソースで DependsOn 属性として表さ
れます。
API バージョン 2010-05-15
360

AWS CloudFormation ユーザーガイド
インターフェイスの概要

"PublicRoute": {
"Type": "AWS::EC2::Route",
"DependsOn": "VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
},
"GatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}
}

YAML
YAML では、次の例に示すように、これらの明示的な依存関係がリソースで DependsOn 属性として表さ
れます。
PublicRoute:
Type: 'AWS::EC2::Route'
DependsOn:
- VPCGatewayAttachment
Properties:
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
GatewayId: !Ref InternetGateway

統合された JSON および YAML エディタ
デザイナー の 統合された JSON および YAML エディタ を使用して、テンプレートの詳細を表示および編
集します。たとえば、統合されたエディタ を使用して、リソースのプロパティを定義したり、テンプレー
トのパラメータを変更したりできます。統合されたエディタ には、[Components (コンポーネント)] 表示
と [テンプレート] 表示の 2 つの表示方法があります。
テンプレート内の特定のセクションに簡単な調整を加えるには、[Components (コンポーネント)] ビューを
使用します。[Components (コンポーネント)] ビューでは、編集可能なコンポーネントがタブに分割されま
す。これらのタブは、リソースを選択しているかどうかによって変わります。
たとえば、リソースを選択した場合、更新ポリシーや作成ポリシーなど、リソースのプロパティと属性を
編集するタブが デザイナー に表示されます。何も選択していない場合、デザイナー はテンプレートのパ
ラメーター、マッピング、条件、メタデータ、出力を編集するタブが表示されます。[Components (コン
ポーネント)] ビューで加えた変更は、すべて有効な JSON または YAML マークアップである必要がありま
す。無効な JSON または YAML を導入した場合、[Components (コンポーネント)] ビューを終了するとき
に、デザイナー により無効なマークアップが有効なマークアップに戻されます。
テンプレートに幅広い変更を加えるには、[テンプレート] ビューを使用します。[テンプレート] ビューに
は、統合された JSON および YAML エディタ により、テンプレート全体の未加工の JSON または YAML
が表示されます。リソースに変更を加える場合、[canvas (キャンバス)] ペインでリソースを選択します。
デザイナー により 統合された JSON および YAML エディタ でそのリソースが自動的にハイライトされま
す。
AWS CloudFormation デザイナー 統合された JSON および YAML エディタ
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テンプレートを YAML または JSON に変換する
[Choose template language (テンプレート言語の選択)] で適切なラジオボタンを選択して、JSON と
YAML の間で変換したり元に戻したりできます。 デザイナー は、有効な YAML または有効な JSON テン
プレートのみを変換できます。変換に成功すると、[Messages (メッセージ)] ペインに次のようなメッセー
ジが表示されます。テンプレートは YAML に正常に変換されました。

Important
デザイナー のテンプレートに # YAML コメントを追加しないことをお勧めします。YAML テン
プレートに # コメントがある場合、デザイナー は YAML を編集したり JSON に変換したりする
ときにコメントを保持しません。デザイナー でテンプレートを編集または変更する場合 (たとえ
ば、キャンバスにリソースをドラッグする場合)、コメントは失われます。
テンプレート言語を選択すると、キャンバスにドラッグした新しいリソースは、選択した言語で作成され
ます。別の言語に戻すには、テンプレートが有効であることを確認してから、[Choose template language
(テンプレート言語の選択)] という [YAML] または [JSON] を選択します 。

Note
テンプレートを YAML に変換すると、デザイナー は関数に短い形式の表記法を使用します。
("- !GetAtt" など)。さらに、描画するビジュアルリンクはすべて、YAML モードで短い形式の
表記法を使用します。組み込み関数の詳細については、「Ref (p. 6695)」を参照してください。

自動入力
統合された JSON および YAML エディタ には、リソースプロパティの指定に便利なオートコンプリート
機能が備わっているため、プロパティ名を記憶する必要がありません。JSON テンプレートの有効なプロ
パティのリストを確認するには、次の例に示すように、Properties の中括弧 ({}) 内で [Ctrl+Space]
を押します。
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YAML テンプレートの場合は、最初と最後の中括弧を削除し、[Enter] キーを押して新しい行に移動でき
ます。有効なプロパティのリストを確認するには、次の例に示すように、Properties の後に新しい行の
[Ctrl+Space] を押します。

キーボードショートカット
デザイナー の 統合された JSON および YAML エディタ では、次のキーボードショートカットが用意され
ています。
Ctrl+Space
リソースの Properties キー内に、そのリソースで使用可能なすべてのプロパティを一覧します。
Ctrl+F
指定した値を検索します。
指定した値に一致するすべての値をハイライトするには、[Alt+Enter] を押します。
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デザイナー の開始方法
AWS CloudFormation デザイナー を使用してテンプレートを作成および更新する例については、以下の
ウォークスルーを参照してください:
• チュートリアル: AWS CloudFormation デザイナー を使用して基本的なウェブサーバーを作成す
る (p. 364)
• ウォークスルー: AWS CloudFormation デザイナー を使用してスタックのテンプレートを変更しま
す。 (p. 383)

チュートリアル
テンプレートは JSON または YAML 形式のテキストファイルで、AWS CloudFormation スタックで
プロビジョニングまたは更新する AWS リソースを記述します。テンプレートを作成するには、AWS
CloudFormation デザイナー またはテキストエディタを使用できます。
次の手順は、AWS CloudFormation デザイナー およびプレーンテキストを使用して、サンプル AWS
CloudFormation テンプレートを作成するのに役立ちます。
トピック
• チュートリアル: AWS CloudFormation デザイナー を使用して基本的なウェブサーバーを作成す
る (p. 364)
• ウォークスルー: AWS CloudFormation デザイナー を使用してスタックのテンプレートを変更しま
す。 (p. 383)
• チュートリアル: 別の AWS アカウント の VPC とピア接続する (p. 393)
• チュートリアル: 別の AWS CloudFormation スタックのリソース出力を参照する (p. 401)
• チュートリアル: スケーラブルなロードバランシングウェブサーバーの作成 (p. 403)
• AWS CloudFormation による Amazon EC2 へのアプリケーションのデプロイ (p. 413)
• テンプレートでの待機条件の作成 (p. 436)

チュートリアル: AWS CloudFormation デザイナー を
使用して基本的なウェブサーバーを作成する
AWS CloudFormation デザイナー は、テンプレートをグラフィカルに表示して、テンプレート内の
リソースとその接続状況を知るのに役立ちます。統合された JSON および YAML エディタ は、AWS
CloudFormation コンソールで直接テンプレートを簡単に変更することもできます。これらのコンポーネ
ントを使用する方法のデモを行うために、AWS CloudFormation デザイナー を使用して VPC で基本的な
ウェブサーバーを構築します。その後、テンプレートを保存して CloudFormation スタックを作成するの
に使用します。
チュートリアルが終わるころには、次の例のようなテンプレートが完成します: https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/designer/home?templateUrl=https://s3.amazonaws.com/
cloudformation-examples/sample-ec2-vpc.template&region=us-east-1。
このウォークスルーでは、次のステップを完了します。
1. リソースを追加し接続します。 (p. 365)
最初に AWS CloudFormation デザイナー を開いて、空のテンプレートを作成します。AWS
CloudFormation デザイナー を使用して、VPC や EC2 インスタンスなどのリソースをテンプレートに
API バージョン 2010-05-15
364

AWS CloudFormation ユーザーガイド
チュートリアル: AWS CloudFormation デザイナー
を使用して基本的なウェブサーバーを作成する

ドラッグし、テンプレートへの入力を開始します。それらの間にリンクも作成します。たとえば、AWS
CloudFormation デザイナー を使用してインターネットゲートウェイと VPC 間に接続を作成します。
2. テンプレートパラメータ、マッピング、出力を追加します。 (p. 368)
AWS CloudFormation デザイナー 統合されたエディタ を使用して、他のテンプレートコンポーネント
を追加し、テンプレートをより便利なものにします。たとえば、テンプレートにパラメーターを追加し
て、スタックを作成するときに入力値を指定できるようにします。この方法では、通常変更するプロパ
ティ値のテンプレートを常に編集する必要がなくなります。
3. リソースプロパティを指定します。 (p. 376)
ここでは、統合されたエディタ をもう一度使用して、リソースの設定を指定します。
4. リソースのプロビジョニング (p. 382)
スタックを作成するまで、リソーステンプレートは起動され実行されることはありません。ここで
は、CloudFormation スタックを起動するために作成したテンプレートを使用します。これは、テンプ
レートで定義されているすべてのリソースをプロビジョニングします。

Note
CloudFormation は無料サービスです。ただし、スタックに追加する AWS リソースには現在の
料金が課金されます。AWS の料金の詳細については、http://aws.amazon.com で各製品の詳細
ページを参照してください。
前提条件
このチュートリアルは、お客様が Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)、および CloudFormation に精通していることを想定しています。コンテキストで
は、それぞれの手順でリソースに関する基本情報について説明します。
また開始前に、スタックを作成するリージョンに Amazon EC2 キーペアがあることを確認してください。
詳細については、『Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド』の「Amazon EC2 キーペア」を
参照してください。

ステップ 1: リソースの追加と接続
AWS CloudFormation デザイナー ドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して、Amazon EC2 イ
ンスタンスと、VPC、サブネット、ルートテーブル、インターネットゲートウェイのような、ネットワー
クリソースを追加します。すべてのリソースを追加したら、その間に接続を作成します。たとえば、イン
ターネットゲートウェイと VPC を関連付けます。

リソースをテンプレートに追加するには
1.

AWS CloudFormation デザイナー を https://console.aws.amazon.com/cloudformation/designer で開き
ます。

2.

統合されたエディタ で、ページの下半分にある [Edit (編集)] (

3.

テンプレート名を BasicWebServerInVPC に変更し、[Enter (入力)] を押します。

) をクリックします。

現在、有効でない空のテンプレートがあります。次のステップでは、リソースを追加してテンプレー
トを有効にします。
4.

[リソースタイプ] ペインで、[EC2] カテゴリから [VPC] リソースタイプを [Canvas (キャンバス)] ペイ
ンにドラッグします。
リソースは、リソースのカテゴリに整理されます。ここで追加するリソースはすべて、[EC2] カテゴ
リにあります。
AWS CloudFormation デザイナー は、テンプレートを直ちに変更して VPC リソースを含めて、次の
JSON スニペットに似た結果を生じさせます。
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"Resources": {
"VPC431KO": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {},
"Metadata": {
"AWS::CloudFormation::Designer": {
"id": "445730ea-0d11-45ba-b6ac-12345EXAMPLE"
}
}
}
}

YAML スニペットは、以下のような内容です。
Resources:
VPC431KO:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties: {}
Metadata:
'AWS::CloudFormation::Designer':
id: 9430b008-7a03-41ed-b63e-12345EXAMPLE

なお、VPC の CIDR ブロックのような VPC プロパティを指定する必要があることに注意してくださ
い。これについては、後で行います。これは、追加するすべてのリソースに当てはまります。
5.

VPC の名前を変更します。

Note
リソースの名前を変更するときは、論理 ID の名前も変更します。これはテンプレート参照さ
れる名前です (CloudFormation がリソースを作成した時に割り当てられる名前ではありませ
ん)。詳細については、「リソース (p. 347)」を参照してください。
a.

VPC リソースを選択します。

b.

統合されたエディタ で、[Edit (編集)] アイコン (

c.

名前を VPC に変更して、[Enter (入力)] を選択します。

) をクリックします。

次に、VPC にリソースを追加します。
6.

VPC リソースの角をドラッグして拡張し、複数の追加リソースに十分な大きさにします。
ウェブサイトをホストする EC2 インスタンスを追加することはできないため、サブネットを VPC に
直接追加する必要があります。インスタンスはサブネットになければなりません。

7.

[Subnet (サブネット)] リソースタイプを VPC 内に追加して、その名前を PublicSubnet に変更しま
す。
サブネットを使用して、他の AWS リソースと関連付ける Amazon EC2 インスタンスなどの VPC の
IP アドレスの範囲を割り当てます。
VPC 内にサブネットを追加すると、AWS CloudFormation デザイナー は自動的に VPC とサブネット
を関連付けます。この関連付けはコンテナモデルで、コンテナ内のリソースがコンテナリソースに自
動的に関連付けられます。

8.

[Instance (インスタンス)] リソースタイプを PublicSubnet リソース内に追加して、その名前を
WebServerInstance に変更します。
インスタンスは、基本的なウェブサイトをホストする仮想コンピューティング環境です。サブネット
および VPC の動作方法と同様に、サブネットにインスタンスを追加すると、サブネットがインスタン
スに自動的に関連付けられます。
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9.

[SecurityGroup] リソースタイプを VPC 内に追加して、その名前を WebServerSecurityGroup に変
更します。
セキュリティグループは、ウェブサーバーインスタンスのインバウンドトラフィックとアウトバウン
ドトラフィックを制御する仮想ファイアウォールです。また、VPC のインスタンスにも必要です。こ
こでは、ウェブサーバーのインスタンスとこのセキュリティグループを関連付ける必要があります。
これは、後でインスタンスのプロパティを指定するときに行います。

10. [InternetGateway] リソースタイプを VPC 外のいずれかの場所に追加して、その名前を
InternetGateway に変更します。
インターネットゲートウェイは、VPC とインターネット内にあるインスタンス間の通信を有効にしま
す。インターネットゲートウェイがないと、他のウェブサイトにアクセスできなくなります。
VPC 内でインターネットゲートウェイをドラッグすることができますが、これは VPC との連携は作
成しません。インターネットゲートウェイはコンテナモデルには従っていません。代わりに、次のス
テップで説明するインターネットゲートウェイから VPC への接続をドラッグする必要があります。
11. InternetGateway リソースと VPC リソース間の接続を作成します。
a.

InternetGateway リソースで、インターネットゲートウェイアタッチメント
(AWS::EC2::VPCGatewayAttachment) の上にマウスを移動します。

b.

VPC への接続をドラッグします。
有効な対象リソースの境界の色が変わります。この場合、VPC は唯一の有効な対象リソースで
す。この接続は、VPC とインターネットゲートウェイとを関連付けるアタッチメントリソースを
作成します。

12. 次に、ルートテーブルとルートを追加して、サブネット内からのネットワークトラフィックをルー
ティングする方法を指定する必要があります。VPC 内に [RouteTable] を追加して、その名前を
PublicRouteTable に変更します。
これにより、VPC に新しいルートテーブルが関連付けられます。
13. ルーティングルールをルートテーブルに追加するには、[Route (ルート)] リソースタイプを
PublicRouteTable リソース内に追加し、その名前を PublicRoute に変更します。
ルートを使用して、トラフィックをルーティングする場所を指定します。
14. パブリックルートでは、インターネットゲートウェイを宛先とします。GatewayId を使用して
PublicRoute リソースからインターネットのゲートウェイへの接続を作成します。これは、イン
ターネットゲートウェイと VPC 間の接続で作成した方法と同様です。
CloudFormation は、インターネットゲートウェイを VPC と関連付けなければ、インターネットゲー
トウェイをルートと関連付けることができません。これは、次のステップで説明するように、イン
ターネットゲートウェイ - VPC アタッチメントに明示的な依存性を作成する必要があることを意味し
ます。詳細については、「DependsOn 属性 (p. 6633)」を参照してください。
15. PublicRoute リソースとインターネットゲートウェイ - VPC アタッチメント間に明示依存性を作成
します。
a.

PublicRoute リソースで、[DependsOn] のドット上にマウスを移動します。

b.

インターネットゲートウェイ - VPC アタッチメント (AWS::EC2::VPCGatewayAttachment) に
接続をドラッグします。
DependsOn 接続を介して、AWS CloudFormation デザイナー は発信元リソースが対象リソース
に依存する依存関係 (DependsOn 属性) を作成します。この場合、AWS CloudFormation デザイ
ナー は DependsOn 属性を PublicRoute リソースに追加し、依存性としてゲートウェイ ‐ VPC
アタッチメントを指定します。

16. WebServerInstance リソースから PublicRoute リソースへの別の依存性を作成します。
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WebServerInstance リソースは、パブリックルートに依存してトラフィックをインターネットに
ルーティングします。パブリックルートがない場合、インスタンスは信号を送信して (cfn-signal ヘル
パースクリプトを使用)、CloudFormation に対してインスタンス設定とアプリケーションのデプロイ
が完了したことを通知できません。
17. ルートテーブルとサブネットを関連付けるには、PublicRouteTable リソースから PublicSubnet
リソースへ接続をドラッグしてください。
これで、パブリックサブネットはパブリックルートテーブルを使用してトラフィックをルーティング
できるようになります。
18. AWS CloudFormation デザイナー ツールバーで、[File (ファイル)] メニュー (ファイルアイコン) を
使ってテンプレートをローカルへ保存します。
AWS CloudFormation デザイナー は、ハードドライブにテンプレートを保存します。後でテンプレー
トを使用して、スタックを作成できます。変更内容が失われないよう、テンプレートを定期的に保存
することをお勧めします。
このステップでは、テンプレートに 7 つのリソースを追加して、その論理 ID とや一般名を変更しまし
た。また、ほとんどのリソースにビジュアルな接続を確立して、関連付けや依存性を作成しました。た
だし、このテンプレートにスタックを作成する前に、いくつかの接続 (セキュリティグループとインスタ
ンスの関連付けなど) を作成して、各リソースにプロパティを指定する必要があります。次のステップで
は、AWS CloudFormation デザイナー 統合されたエディタ を使用して、入力パラメータのようなテンプ
レートの他のコンポーネントを変更する方法について説明します。

ステップ 2: のパラメーター、マッピング、出力の追加
リソースプロパティを指定する前に、他のテンプレートコンポーネントを追加して、複数の環境でテンプ
レートを簡単に再利用する必要があります。このステップでは、AWS CloudFormation デザイナー 統合さ
れたエディタ を使用してパラメータ、マッピング、出力を追加します。次に、リソースプロパティを指
定するときに、これらのパラメーターやマッピングを参照できます。チュートリアルでは、統合されたエ
ディタ にコピーして貼り付けられるサンプル JSON および YAML が提供されます。

パラメーターを追加するには
パラメーターは、スタックを作成するときに指定する入力値です。これらは、テンプレートにハードコー
ドされた値がない状態で値を渡すのに役立ちます。たとえば、ウェブサーバーのインスタンスタイプを
テンプレートでハードコーディングする必要はありません。代わりに、スタックを作成するときに、パ
ラメーターを使用してインスタンスタイプを指定できます。このように、同じテンプレートを使用して、
異なるインスタンスタイプを持つ複数のウェブサーバーを作成できます。詳細については、「パラメー
タ (p. 290)」を参照してください。
1.

AWS CloudFormation デザイナー キャンバスのオープンエリアをクリックします。
選択した内容により、統合されたエディタ は、編集可能なテンプレートレベルまたはリソースレベ
ルのコンポーネントを表示します。テンプレートレベルでは、テンプレートパラメーター、マッピ
ング、出力など、テンプレートのリソースセクション以外のすべてのセクションを編集できます。リ
ソースレベルでは、リソースプロパティと属性を編集できます。

2.
3.

キャンバスのオープンエリアをクリックすると、テンプレートレベルのコンポーネントを編集するこ
とができます。リソースレベルのコンポーネントを編集するには、リソースを選択します。
統合されたエディタ ペインで、[Components (コンポーネント)] ビューの [パラメータ] タブを選択し
ます。
次のスニペットのパラメーターをコピーして、統合されたエディタ に貼り付けます。
次の JSON スニペットは、ウェブサーバーのインスタンスタイプ、ウェブサーバーへの SSH アクセ
スのための Amazon EC2 キーペアの名前、SSH を使用してウェブサーバーにアクセスするのに使用
できる IP アドレス範囲を指定するためのパラメータを追加します。
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{

"Parameters": {
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"
],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
},
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"KeyName": {
"Description": "Name of an EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance.",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription": "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"SSHLocation": {
"Description": " The IP address range that can be used to access the web server
using SSH.",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
}
}

}

YAML での同じスニペットを次に示します。
Parameters:
InstanceType:
Description: WebServer EC2 instance type
Type: String
Default: t2.small
AllowedValues:
- t1.micro
- t2.nano
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m1.small
- m1.medium
- m1.large
- m1.xlarge
- m2.xlarge
- m2.2xlarge
- m2.4xlarge
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- c1.medium
- c1.xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge
- g2.2xlarge
- g2.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
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- r3.2xlarge
- r3.4xlarge
- r3.8xlarge
- i2.xlarge
- i2.2xlarge
- i2.4xlarge
- i2.8xlarge
- d2.xlarge
- d2.2xlarge
- d2.4xlarge
- d2.8xlarge
- hi1.4xlarge
- hs1.8xlarge
- cr1.8xlarge
- cc2.8xlarge
- cg1.4xlarge
ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type.
KeyName:
Description: Name of an EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance.
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair.
SSHLocation:
Description: ' The IP address range that can be used to access the web server using
SSH.'
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: '(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})'
ConstraintDescription: must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x.

マッピングを追加するには
マッピングは、名前と値のペアに関連付けられる一連のキーです。これらは、入力パラメーター値に基づ
いて値を指定する場合に役立ちます。このウォークスルーでは、マッピングを使用して、インスタンスタ
イプに基づく EC2 インスタンスの AMI ID、およびスタックを作成するリージョンを指定します。詳細に
ついては、「Mappings (p. 337)」を参照してください。
1.

統合されたエディタ ペインで、[Mappings (マッピング)] タブを選択します。

2.

以下の JSON マッピングをコピーし、統合されたエディタ に貼り付けます。
{

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch"
"t2.nano"
: { "Arch"
"t2.micro"
: { "Arch"
"t2.small"
: { "Arch"
"t2.medium"
: { "Arch"
"t2.large"
: { "Arch"
"m1.small"
: { "Arch"
"m1.medium"
: { "Arch"
"m1.large"
: { "Arch"
"m1.xlarge"
: { "Arch"
"m2.xlarge"
: { "Arch"
"m2.2xlarge" : { "Arch"
"m2.4xlarge" : { "Arch"
"m3.medium"
: { "Arch"
"m3.large"
: { "Arch"
"m3.xlarge"
: { "Arch"
"m3.2xlarge" : { "Arch"
"m4.large"
: { "Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
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"m4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.10xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"g2.2xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"g2.8xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"r3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"i2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"d2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hi1.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hs1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cr1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cc2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" }
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64" : "ami-a0cfeed8", "HVMG2" :
"ami-0e09505bc235aa82d"},
"us-west-1"
: {"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64" : "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"eu-west-3"
: {"HVM64" : "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" :
"NOT_SUPPORTED"},
"eu-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64" : "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" :
"NOT_SUPPORTED"},
"ap-northeast-3"
: {"HVM64" : "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" :
"NOT_SUPPORTED"},
"ap-southeast-1"
: {"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
: {"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
: {"HVM64" : "ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" :
"NOT_SUPPORTED"},
"ca-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
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"sa-east-1"
"NOT_SUPPORTED"},
"cn-north-1"
"NOT_SUPPORTED"},
"cn-northwest-1"
}
}

: {"HVM64" : "ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" :
: {"HVM64" : "ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" :
: {"HVM64" : "ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

}

YAML での同じマッピングを次に示します。
Mappings:
AWSInstanceType2Arch:
t1.micro:
Arch: HVM64
t2.nano:
Arch: HVM64
t2.micro:
Arch: HVM64
t2.small:
Arch: HVM64
t2.medium:
Arch: HVM64
t2.large:
Arch: HVM64
m1.small:
Arch: HVM64
m1.medium:
Arch: HVM64
m1.large:
Arch: HVM64
m1.xlarge:
Arch: HVM64
m2.xlarge:
Arch: HVM64
m2.2xlarge:
Arch: HVM64
m2.4xlarge:
Arch: HVM64
m3.medium:
Arch: HVM64
m3.large:
Arch: HVM64
m3.xlarge:
Arch: HVM64
m3.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.large:
Arch: HVM64
m4.xlarge:
Arch: HVM64
m4.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.4xlarge:
Arch: HVM64
m4.10xlarge:
Arch: HVM64
c1.medium:
Arch: HVM64
c1.xlarge:
Arch: HVM64
c3.large:
Arch: HVM64
c3.xlarge:
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Arch: HVM64
c3.2xlarge:
Arch: HVM64
c3.4xlarge:
Arch: HVM64
c3.8xlarge:
Arch: HVM64
c4.large:
Arch: HVM64
c4.xlarge:
Arch: HVM64
c4.2xlarge:
Arch: HVM64
c4.4xlarge:
Arch: HVM64
c4.8xlarge:
Arch: HVM64
g2.2xlarge:
Arch: HVMG2
g2.8xlarge:
Arch: HVMG2
r3.large:
Arch: HVM64
r3.xlarge:
Arch: HVM64
r3.2xlarge:
Arch: HVM64
r3.4xlarge:
Arch: HVM64
r3.8xlarge:
Arch: HVM64
i2.xlarge:
Arch: HVM64
i2.2xlarge:
Arch: HVM64
i2.4xlarge:
Arch: HVM64
i2.8xlarge:
Arch: HVM64
d2.xlarge:
Arch: HVM64
d2.2xlarge:
Arch: HVM64
d2.4xlarge:
Arch: HVM64
d2.8xlarge:
Arch: HVM64
hi1.4xlarge:
Arch: HVM64
hs1.8xlarge:
Arch: HVM64
cr1.8xlarge:
Arch: HVM64
cc2.8xlarge:
Arch: HVM64
AWSRegionArch2AMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-2:
HVM64: ami-a0cfeed8
HVMG2: ami-0e09505bc235aa82d
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
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HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
eu-west-2:
HVM64: ami-f976839e
HVMG2: NOT_SUPPORTED
eu-west-3:
HVM64: ami-0ebc281c20e89ba4b
HVMG2: NOT_SUPPORTED
eu-central-1:
HVM64: ami-0233214e13e500f77
HVMG2: ami-06223d46a6d0661c7
ap-northeast-1:
HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-northeast-2:
HVM64: ami-0a10b2721688ce9d2
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-northeast-3:
HVM64: ami-0d98120a9fb693f07
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309
ap-southeast-2:
HVM64: ami-09b42976632b27e9b
HVMG2: ami-0a9ce9fecc3d1daf8
ap-south-1:
HVM64: ami-0912f71e06545ad88
HVMG2: ami-097b15e89dbdcfcf4
us-east-2:
HVM64: ami-0b59bfac6be064b78
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ca-central-1:
HVM64: ami-0b18956f
HVMG2: NOT_SUPPORTED
sa-east-1:
HVM64: ami-07b14488da8ea02a0
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-north-1:
HVM64: ami-0a4eaf6c4454eda75
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-northwest-1:
HVM64: ami-6b6a7d09
HVMG2: NOT_SUPPORTED

出力を追加するには
出力は、describe stacks API 呼び出し、または CloudFormation コンソールスタックの [Outputs] (出
力) タブで使用できる値を宣言します。このウォークスルーでは、作成後に簡単に自分のウェブサイトを
見られるように、ウェブサイトの URL を出力します。詳細については、「出力 (p. 350)」を参照してく
ださい。
1.

統合されたエディタ ペインで、[出力] タブを選択します。

2.

以下の JSON 出力をコピーし、統合されたエディタ に貼り付けます。
出力は Fn::GetAtt 組込み関数を使用して、ウェブサーバーインスタンスのパブリック IP を取得し
ます。
{

"Outputs": {
"URL": {
"Value": {
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"Fn::Join": [
"",
[
"http://",
{
"Fn::GetAtt": [
"WebServerInstance",
"PublicIp"
]
}
]
]

}

}

}

},
"Description": "Newly created application URL"

YAML での同じ出力を次に示します。
Outputs:
URL:
Value: !Join
- ''
- - 'http://'
- !GetAtt
- WebServerInstance
- PublicIp
Description: Newly created application URL

3.

変更内容を失わないように、テンプレートを再度保存します。前のセクションで作成した同じファイ
ルに、変更内容を安全に保存できます。

これで、テンプレートパラメーター、マッピングおよび出力が用意され、リソースプロパティを指定でき
るようになりました。

ステップ 3: リソースプロパティを指定する
多くのリソースで、ウェブサーバーを使用するためのインスタンスタイプのような、設定を定義するプロ
パティが必要です。前のステップで行ったのと同様に、AWS CloudFormation デザイナー 統合されたエ
ディタ を使用してリソースプロパティを指定します。コピーして 統合されたエディタ に貼り付けられる
サンプルの JSON および YAML を提供します。

リソースプロパティを指定するには
1.

AWS CloudFormation デザイナー キャンバスで、[VPC] リソースを選択します。
統合されたエディタ は、リソースプロパティや属性など、編集可能なリソースレベルのコンポーネン
トを表示します。

2.

[統合されたエディタ] ペインで、[Properties (プロパティ)] タブを選択します。

3.

次の JSON スニペットをコピーして、統合されたエディタ の [Properties (プロパティ)] 括弧 ({}) の間
に貼り付けます。
この例では、VPC の DNS 設定および CIDR ブロックを指定します。
"EnableDnsSupport": "true",
"EnableDnsHostnames": "true",
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
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YAML の場合は、Properties: の後に新しい行を入力し、以下のスニペットを貼り付けます。
EnableDnsSupport: 'true'
EnableDnsHostnames: 'true'
CidrBlock: 10.0.0.0/16

Note
効率性を考慮して、コピー & ペーストが可能な JSON および YAML スニペットを提供
します。ただし、テキストエディタには、手動で各プロパティを指定するのに使用でき
る、自動完了機能があります。詳細については、「統合された JSON および YAML エディ
タ (p. 361)」を参照してください。
4.

次のリソースでこのプロセスを繰り返します。
PublicSubnet
VPC ID プロパティの後に、次の CIDR ブロックプロパティを追加します。VPC 内でサブネット
がドラッグされると、AWS CloudFormation デザイナー が自動的に VPC ID のプロパティを追加
しました。

Note
AWS CloudFormation デザイナー が自動的に作成した、他のいくつかの関連付けを確認
できます。太字になっている、新しいプロパティを追加します。
JSON
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": "10.0.0.0/24"

YAML
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24

PublicRoute
すべてのトラフィックをインターネットゲートウェイへ誘導する、次の送信先 CIDR ブロックプ
ロパティを追加します。
JSON
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
},
"GatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}

YAML
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
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GatewayId: !Ref InternetGateway

WebServerSecurityGroup
どのトラフィックがウェブサーバーインスタンスに到達できるかを決定する、次のインバウンド
ルールを追加します。このルールは、スタックの作成時にパラメーター値として指定する、すべ
ての HTTP トラフィックと特定の SSH トラフィックを許可します。
JSON
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"GroupDescription" : "Allow access from HTTP and SSH traffic",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}
}
]

YAML
VpcId: !Ref VPC
GroupDescription: Allow access from HTTP and SSH traffic
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation

WebServerInstance
ウェブサーバーインスタンスの多数のプロパティを指定する必要がありますので、デモのために
そのいくつかを強調表示しています。InstanceType プロパティと ImageId プロパティは、前
のセクションで指定したパラメーターやマッピング値を使用します。スタックの作成時に、パラ
メーター値としてインスタンスタイプを指定します。ImageId 値は、スタックのリージョンと指
定したインスタンスタイプに基づくマッピングです。
NetworkInterfaces プロパティは、ウェブサーバーのインスタンスで使用できるネット
ワーク設定を指定します。このプロパティで、インスタンスにセキュリティグループとサブ
ネットを関連付けることができます。AWS CloudFormation デザイナー は SubnetId プロパ
ティを使用してサブネットとインスタンスを関連付けますが、NetworkInterfaces を使用
する必要があります。それがウェブサーバーにパブリック IP を付与する唯一の方法だからで
す。NetworkInterfaces プロパティを指定すると、そのプロパティ内でサブネットとセキュリ
ティグループを指定する必要があります。
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UserData プロパティで、インスタンスが起動して実行されたら実行する、設定スクリプトを指
定します。すべての設定情報は、次のステップで追加するインスタンスのメタデータに定義され
ます。
すべてのプロパティを次のスニペットに置き換えます:

Important
既存のプロパティにこのスニペットを追加しないでください。
JSON
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
},
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSRegionArch2AMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Fn::FindInMap": [
"AWSInstanceType2Arch",
{
"Ref": "InstanceType"
},
"Arch"
]
}
]
},
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"NetworkInterfaces": [
{
"GroupSet": [
{
"Ref": "WebServerSecurityGroup"
}
],
"AssociatePublicIpAddress": "true",
"DeviceIndex": "0",
"DeleteOnTermination": "true",
"SubnetId": {
"Ref": "PublicSubnet"
}
}
],
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
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"
"
"
{

}

}

]

]

--resource WebServerInstance ",
--configsets All ",
--region ",

"Ref": "AWS::Region"
},
"\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"

YAML
InstanceType: !Ref InstanceType
ImageId: !FindInMap
- AWSRegionArch2AMI
- !Ref 'AWS::Region'
- !FindInMap
- AWSInstanceType2Arch
- !Ref InstanceType
- Arch
KeyName: !Ref KeyName
NetworkInterfaces:
- GroupSet:
- !Ref WebServerSecurityGroup
AssociatePublicIpAddress: 'true'
DeviceIndex: '0'
DeleteOnTermination: 'true'
SubnetId: !Ref PublicSubnet
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- |
yum install -y aws-cfn-bootstrap
- |
# Install the files and packages from the metadata
- '/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource WebServerInstance '
- '
--configsets All '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
- |
# Signal the status from cfn-init
- '/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '
- '
--stack '
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-

5.

!Ref 'AWS::StackName'
'
--resource WebServerInstance '
'
--region '
!Ref 'AWS::Region'
|+

ウェブサーバー設定メタデータを WebServerInstance リソースに追加します。
a.

WebServerInstance リソースを選択し、次に 統合されたエディタ ペインの [Metadata (メタ
データ)] タブを選択します。

b.

JSON でテンプレートを記述する場合: Metadata の中括弧 ({}) の中
と、AWS::CloudFormation::Designer の閉じ括弧の後に、カンマ (,) を追加します。

c.

AWS::CloudFormation::Designer プロパティの後に次のスニペットを追加します。これ
は、cfn-init ヘルパースクリプトにウェブサーバーの起動と基本的なウェブページの作成を命令し
ます。
JSON
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"All" : [ "ConfigureSampleApp" ]
},
"ConfigureSampleApp" : {
"packages" : {
"yum" : {
"httpd" : []
}
},
"files" : {
"/var/www/html/index.html" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["\n", [
"<h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.</h1>"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}
}
}

YAML
'AWS::CloudFormation::Init':
configSets:
All:
- ConfigureSampleApp
ConfigureSampleApp:
packages:
yum:
httpd: []
files:
/var/www/html/index.html:
content: !Join
- |+
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- - ><h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.</h1>
mode: '000644'
owner: root
group: root
services:
sysvinit:
httpd:
enabled: 'true'
ensureRunning: 'true'

6.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、[Validate template (テンプレートの検証)] (
選択して、テンプレートに構文エラーがないか確認します。

)を

[Messages (メッセージ)] ペインでエラーを表示して修正し、テンプレートを再度検証します。エラー
が表示されない場合、テンプレートの構文は有効です。
7.

行ったすべての変更を保持するために、完成したテンプレートを保存します。

これで、完全な CloudFormation テンプレートが完成し、VPC 内で基本的なウェブサーバーを作成するの
に使用できます。テンプレートを作成するには、AWS CloudFormation デザイナー キャンバスペインを使
用して、最初にテンプレートリソースを追加して接続します。次に、統合されたエディタ を使用して、そ
の他のテンプレートコンポーネントを追加し、リソースプロパティを指定します。次のステップでは、こ
のテンプレートを使用してスタックを作成します。

ステップ 4: リソースのプロビジョニング
スタックを作成するには、CloudFormation スタック作成ウィザードを AWS CloudFormation デザイナー
から起動します。前のステップで作成したテンプレートを使用して、CloudFormation スタックを作成しま
す。CloudFormation がすべてのリソースのプロビジョニングを行った後で、基本的なウェブサイトを起動
して実行します。

スタックを作成するには
1.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、[スタックの作成] (クラウドのアイコン) を選択しま
す。
AWS CloudFormation デザイナー は S3 バケットで開かれたテンプレートを保存し、CloudFormation
スタック作成ウィザードを起動します。CloudFormation は、テンプレートがアップロードされるたび
に、作成するリージョンと同じ S3 バケットを使用します。

2.

CloudFormation が自動的にテンプレート URL を入力します。[Next] (次へ) を選択します。

3.

[詳細の指定] セクションでは、[スタックの名前] フィールドにスタックの名前を入力します。この例
では、BasicWebServerStack を使用します。

4.

[パラメータ] セクションでは、[KeyName] フィールドに、スタックを作成するのと同じリージョン内
の有効な Amazon EC2 キーペアの名前を入力します。

5.

他のデフォルトのパラメータ値をそのまま使用し、[次へ] を選択します。

6.

このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。[次へ] を選択します。

7.

スタック名と Amazon EC2 キーペア名が正しいことを確認し、[作成] を選択します。

AWS CloudFormation がスタックを作成するのに、数分かかります。進捗状況を監視するには、スタック
イベントを確認します。スタックイベントの表示の詳細については、「AWS Management Console での
AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。スタックが作成
されると、スタックの出力を確認し、サンプルウェブサイトの URL に移動してウェブサイトが実行中であ
ることを確認します。詳細については、「AWS Management Console での AWS CloudFormation スタッ
クデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。
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これで、AWS CloudFormation デザイナー を使用してテンプレートを作成し、スタックを起動できまし
た。以下の「ウォークスルー: AWS CloudFormation デザイナー を使用してスタックのテンプレートを変
更します。 (p. 383)」のウォークスルーでこのスタックを使用します。ここでは、スケーラブルなウェブ
サーバーを作成できるように、テンプレートを変更します。

ウォークスルー: AWS CloudFormation デザイナー を
使用してスタックのテンプレートを変更します。
AWS CloudFormation デザイナー を使用して、スタックのテンプレートを変更し、それらを AWS
CloudFormation に送信してスタックを更新します。通常は、スタックを変更する際に、テンプレートのコ
ピーを取得してテキストエディタでテンプレートを変更してから、CloudFormation を使用してスタックを
更新する必要があります。AWS CloudFormation デザイナー を使用すると、実行中の任意のスタックのテ
ンプレートをすぐに取得して変更し、コンソールを残さないでスタックを更新できます。
このウォークスルーでは、基本的なウェブサーバー (p. 364)スタックから開始し、それを変更してスケー
ラブルで堅牢なウェブサーバーを実現します。
チュートリアルが終わるころには、次の例のようなテンプレートが完成します: https://
console.aws.amazon.com/cloudformation/designer/home?templateUrl=https://s3.amazonaws.com/
cloudformation-examples/sample-as-vpc.template&region=us-east-1。
このウォークスルーでは、次のステップを実行します。
1. スタックテンプレートの取得。 (p. 384)
ここでは、実行されているスタックのテンプレートのコピーを取得します。以下のウォークスルーと同
じ基本なウェブサーバーのスタックです: チュートリアル: AWS CloudFormation デザイナー を使用して
基本的なウェブサーバーを作成する (p. 364)。
2. テンプレートの変更。 (p. 384)
AWS CloudFormation デザイナー を使用してスタックのテンプレートを変更し、ウェブサイトがグルー
プ、EC2 インスタンスを Auto Scaling グループと Elastic Load Balancing ロードバランサーに置き換え
ることで、ウェブサイトをスケーラブルで耐久性の高いものにします。
3. スタックの更新。 (p. 393)
変更を保存した後、変更済みのテンプレートを使用して基本的なウェブサーバーのスタックを更新しま
す。

Note
CloudFormation は無料サービスです。ただし、スタックに追加する AWS リソースには現在の
料金が課金されます。AWS の料金の詳細については、http://aws.amazon.com で各製品の詳細
ページを参照してください。
4. スタックを削除します。 (p. 393)
スタックを削除して、すべてのリソースをクリーンアップします。
前提条件
このチュートリアルは、お客様が Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、Auto Scaling、Elastic
Load Balancing、および CloudFormation に精通していることを想定しています。コンテキストでは、それ
ぞれの手順でリソースに関する基本情報について説明します。
さらに、次のウォークスルーも完了するものとします:「チュートリアル: AWS CloudFormation
デザイナー を使用して基本的なウェブサーバーを作成する (p. 364)」。このウォークスルーで
は、BasicWebServerStack という名前の実行中スタックを使用します。
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ステップ 1: スタックのテンプレートの取得
このステップでは、AWS CloudFormation デザイナー を使用して実行中のスタックのテンプレートのコ
ピーを取得して開きます。

実行中スタックのテンプレートのコピーを取得するには
1.

CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。

2.

スタックのリストから BasicWebServerStack を選択します。

3.

[アクション] を選択して、[デザイナーで表示] を選択します。

CloudFormation は BasicWebServerStack スタックのテンプレートを取得して、それを AWS
CloudFormation デザイナー で表示します。そこで、テンプレートのリソースとそれらの関係を確認でき
ます。次のステップでは、AWS CloudFormation デザイナー を使用してテンプレートを変更します。

ステップ 2: テンプレートの変更
AWS CloudFormation デザイナー のドラッグアンドドロップインターフェイスと 統合された JSON およ
び YAML エディタ を使用して、基本的なウェブサーバーのテンプレートを変更し、単一の Amazon EC2
インスタンスを Auto Scaling グループとロードバランサーに置き換えて、ウェブサイトをスケーラブル
なものにします。ウェブサイトのトラフィックが突発的に増加した場合は、Auto Scaling が直ちにウェブ
サーバーの数を増やします。ロードバランサーは、インスタンス間でトラフィックを均等に分散します。

スタックテンプレートを変更するには
1.

WebServerInstance リソースの削除
a.

WebServerInstance リソースを右クリックします。

b.
[リソース] メニューから [削除] (
c.
2.

) をクリックします。

[OK] を選択して確定します。

[リソースタイプ] ペインから、次のリソースを PublicSubnet リソースに追加します:
[AutoScalingGroup]、[LaunchConfiguration]、[LoadBalancer]。リソースを追加する前に、すべてのリ
ソースを含めるためにサブネットを拡張しなければならない場合があります。
リソースは、リソースのカテゴリに整理されます。Auto Scaling グループと起動設定は、
[AutoScaling] のカテゴリーにあり、ロードバランサーは [ElasticLoadBalancing] のカテゴリーにあり
ます。

Note
これらのリソースはコンテナモデルには従いません。したがって、AWS CloudFormation デ
ザイナー がそれらをサブネットに自動的に関連付けすることはありません。このステップの
後半で、接続を作成します。
3.

[リソースタイプ] ペイン ([EC2] カテゴリ) で、[SecurityGroup] リソースをサブネット以外の VPC の
いずれかの場所に追加します。
このセキュリティグループは、ロードバランサーのインバウンドトラフィックおよびアウトバウンド
トラフィックを制御します。

4.

それらの特定する簡単にするために、リソースの名前を変更します:
• [AutoScalingGroup] の名前を WebServerFleet に
• [LaunchConfiguration] の名前を WebServerLaunchConfig に
• [LoadBalancer] の名前を PublicElasticLoadBalancer に
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• [SecurityGroup] の名前を PublicLoadBalancerSecurityGroup に変更します。
5.

追加されたリソースの関連付けを作成します。
a.

ロードバランサーと Auto Scaling グループのリソースをパブリックサブネットに関連付けます。
• PublicElasticLoadBalancer リソースから、AWS::EC2::Subnet (Property:
Subnets) 接続を PublicSubnet リソースにドラッグします。
• WebServerFleet リソースから、AWS::EC2::Subnet (Property:
VPCZoneIdentifier) 接続を PublicSubnet リソースにドラッグします。

b.

ロードバランサーとセキュリティグループを関連付けます。
• PublicElasticLoadBalancer リソースから、AWS::EC2::SecurityGroup
(Property: SecurityGroups) 接続を PublicLoadBalancerSecurityGroup リソース
にドラッグします。

c.

Auto Scaling グループをロードバランサーと起動設定に関連付けます。
• WebServerFleet リソースから、AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
(Property: LoadBalancerNames) 接続を PublicElasticLoadBalancer リソースにド
ラッグします。
• WebServerFleet リソースか
ら、AWS::ElasticLoadBalancing::LaunchConfiguration (Property:
LaunchConfigurationName) 接続を WebServerLaunchConfig リソースにドラッグしま
す。

d.

起動設定をセキュリティグループに関連付けます。
• WebServerLaunchConfig リソースから、AWS::EC2::SecurityGroup (Property:
SecurityGroups) 接続を WebServerSecurityGroup リソースにドラッグします。

e.

Auto Scaling グループのパブリックルートへの依存関係を定義します。
• WebServerFleet リソースから、DependsOn 接続を PublicRoute リソースにドラッグしま
す。
この依存関係により、CloudFormation は、パブリックルーティングが完了するまで
WebServerFleet リソースを作成しません。それ以外の場合、ウェブサーバーインスタンスの
起動時にパブリックルートを使用できない場合、ウェブサーバーインスタンスは cfn-signal ヘル
パースクリプトを使用して信号を送信し、設定とアプリケーションのデプロイが完了したとき
に、それを CloudFormation に通知することができません。

6.

追加したリソースのプロパティを指定します。
a.

AWS CloudFormation デザイナー キャンバスで、[PublicElasticLoadBalancer] リソースを
選択します。

b.

[統合されたエディタ] ペインで、[Properties (プロパティ)] タブを選択し、次のスニペットをコ
ピーして、[Properties (プロパティ)] の括弧 ({}) の中に貼り付けます。
AWS CloudFormation デザイナー はセキュリティグループとサブネットの関連付けを自動
的に追加します。したがって、自分で追加する必要があるのは Listeners プロパティと
HealthCheck プロパティだけです。Listeners プロパティは、リッスンするトラフィックの場
所とタイプを指定し、HealthCheck プロパティはロードバランサーの状態を判断する設定を記
述します。
JSON
"Listeners": [
{
"LoadBalancerPort": "80",
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"InstancePort": "80",
"Protocol": "HTTP"

}
],
"HealthCheck": {
"Target": "HTTP:80/",
"HealthyThreshold": "3",
"UnhealthyThreshold": "5",
"Interval": "90",
"Timeout": "60"
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "PublicLoadBalancerSecurityGroup"
}
],
"Subnets": [
{
"Ref": "PublicSubnet"
}
]

YAML
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
HealthCheck:
Target: 'HTTP:80/'
HealthyThreshold: '3'
UnhealthyThreshold: '5'
Interval: '90'
Timeout: '60'
SecurityGroups:
- !Ref PublicLoadBalancerSecurityGroup
Subnets:
- !Ref PublicSubnet

c.

次のリソースでこのプロセスを繰り返します。
WebServerFleet
MaxSize プロパティ、MinSize プロパティ、DesiredCapacity プロパティを追加しま
す。これらのプロパティは、Auto Scaling グループで起動するインスタンスの最大数と最小
数、および起動するインスタンスの最初の数を指定します。必要な容量の値には、この手順
で後半で追加する新しいパラメーターが考慮されています。
JSON
"MinSize": "1",
"MaxSize": "10",
"DesiredCapacity": {
"Ref": "WebServerCount"
},
"VPCZoneIdentifier": [
{
"Ref": "PublicSubnet"
}
],
"LaunchConfigurationName": {
"Ref": "WebServerLaunchConfig"
},
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"LoadBalancerNames": [
{
"Ref": "PublicElasticLoadBalancer"
}
]

YAML
MinSize: '1'
MaxSize: '10'
DesiredCapacity: !Ref WebServerCount
VPCZoneIdentifier:
- !Ref PublicSubnet
LaunchConfigurationName: !Ref WebServerLaunchConfig
LoadBalancerNames:
- !Ref PublicElasticLoadBalancer

PublicLoadBalancerSecurityGroup
達することができますし、次のインバウンドルールおよびアウトバウンドルールを追加し
ます。これらは、ロードバランサーに到達しそこから出るトラフィックを決定します。この
ルールは、すべての HTTP トラフィックがロードバランサーに到達しロードバランサーから
出ることを許可します。
JSON
"GroupDescription": "Public Elastic Load Balancing security group with
HTTP access on port 80 from the Internet",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
],
"SecurityGroupEgress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
],
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}

YAML

80

GroupDescription: >Public Elastic Load Balancing security group with HTTP access on port
from the Internet
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
SecurityGroupEgress:
- IpProtocol: tcp
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FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
VpcId: !Ref VPC

WebServerSecurityGroup
ロードバランサーからのトラフィックのみを許可する HTTP のインバウンドルールを変更し
ます。
JSON
"GroupDescription": "Allow access from load balancer and SSH traffic",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupId": {
"Ref": "PublicLoadBalancerSecurityGroup"
}
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}
}
],
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}

YAML
VpcId: !Ref VPC
GroupDescription: Allow access from load balancer and SSH traffic
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupId: !Ref PublicLoadBalancerSecurityGroup
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation

WebServerLaunchConfig
起動設定には指定する必要があるさまざまプロパティがあるため、そのいくつかを強調表示
しています。InstanceType プロパティと ImageId プロパティは、テンプレートですでに
指定されたパラメーターやマッピング値を使用します。スタックの作成時に、パラメーター
値としてインスタンスタイプを指定します。ImageId 値は、スタックのリージョンと指定し
たインスタンスタイプに基づくマッピングです。
UserData プロパティで、インスタンスが稼働したら実行する設定スクリプトを指定しま
す。設定情報は、次のステップで追加するインスタンスのメタデータに定義されます。
JSON
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"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
},
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSRegionArch2AMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Fn::FindInMap": [
"AWSInstanceType2Arch",
{
"Ref": "InstanceType"
},
"Arch"
]
}
]
},
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"AssociatePublicIpAddress": "true",
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource WebServerLaunchConfig ",
"
--configsets All ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource WebServerFleet ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"
]
]
}
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "WebServerSecurityGroup"
}
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]

YAML
InstanceType: !Ref InstanceType
ImageId: !FindInMap
- AWSRegionArch2AMI
- !Ref 'AWS::Region'
- !FindInMap
- AWSInstanceType2Arch
- !Ref InstanceType
- Arch
KeyName: !Ref KeyName
AssociatePublicIpAddress: 'true'
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- |
yum install -y aws-cfn-bootstrap
- |
# Install the files and packages from the metadata
- '/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource WebServerLaunchConfig '
- '
--configsets All '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
- |
# Signal the status from cfn-init
- '/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource WebServerFleet '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
SecurityGroups:
- !Ref WebServerSecurityGroup

7.

起動設定メタデータを WebServerLaunchConfig リソースに追加します。このリソースは、cfn-init
ヘルパースクリプトにウェブサーバーの起動と基本的なウェブページを作成を命令します。
a.

WebServerLaunchConfig リソースを選択し、次に 統合されたエディタ の [Metadata (メタ
データ)] タブを選択します。

b.

JSON でテンプレートを記述する場合: Metadata の中括弧 ({}) 内
の、AWS::CloudFormation::Designer の閉じ括弧の後に、カンマ (,) を追加します。

c.

AWS::CloudFormation::Designer プロパティの後に、cfn-init ヘルパースクリプトにウェブ
サーバーの起動と基本的なウェブページの作成を命令する、次のスニペットを追加します。
JSON
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"All" : [ "ConfigureSampleApp" ]
},
"ConfigureSampleApp" : {
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"packages" : {
"yum" : {
"httpd" : []
}
},
"files" : {
"/var/www/html/index.html" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["\n", [
"<h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.</h1>"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}
}
}

YAML
'AWS::CloudFormation::Init':
configSets:
All:
- ConfigureSampleApp
ConfigureSampleApp:
packages:
yum:
httpd: []
files:
/var/www/html/index.html:
content: !Join
- |+
- - ><h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.</h1>
mode: '000644'
owner: root
group: root
services:
sysvinit:
httpd:
enabled: 'true'
ensureRunning: 'true'

8.

WebServerCount パラメーターを追加します。このパラメータは、CloudFormation が Auto Scaling
グループを作成するときに作成するインスタンスの数を指定します。
a.

AWS CloudFormation デザイナー キャンバスのオープンエリアを選択します。

b.

[統合されたエディタ] ペインで、[パラメータ] タブを選択します。

c.

統合されたエディタ に次のパラメータを追加します。JSON でテンプレートを記述する場合は、
カンマを必要に応じて追加します。
JSON
"WebServerCount": {
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"Description": "Number of Amazon EC2 instances to launch for the WebServer
server",
"Type": "Number",
"Default": "1"
}

YAML
WebServerCount:
Description: Number of Amazon EC2 instances to launch for the WebServer server
Type: Number
Default: '1'

9.

テンプレートの出力を変更して、ロードバランサーの DNS 名を表示します。
a.

[統合されたエディタ] ペインで、[出力] タブを選択します。

b.

次のコードスニペットに示すように、ロードバランサーの DNS 名を使用するように JSON を変
更します.
JSON
{

}

"Outputs": {
"URL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"PublicElasticLoadBalancer",
"DNSName"
]
},
"Description": "Newly created application URL"
}
}

YAML でテンプレートを記述する場合は、次のスニペットを使用します。
Outputs:
URL:
Value: !GetAtt
- PublicElasticLoadBalancer
- DNSName
Description: Newly created application URL

10.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、[Validate template (テンプレートの検証)] (
選択して、テンプレートに構文エラーがないか確認します。

)を

[Messages (メッセージ)] ペインでエラーを表示して修正し、テンプレートを再度検証します。エラー
が表示されない場合、テンプレートの構文は有効です。
11.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、[File (ファイル)] (
ローカルへ保存し、[保存] します。

) を使ってテンプレートを

これで、CloudFormation テンプレートを、基本的なウェブサーバーのスタック更新に使用できるように変
更できました。次のステップでは、このテンプレートを使用して基本的なウェブサーバーのスタックを更
新します。
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ステップ 3: スタックの更新
テンプレートの変更内容を実装するには、基本的なウェブサーバーのスタックを更新する必要がありま
す。CloudFormation スタック更新ウィザードは、AWS CloudFormation デザイナー から直接起動できま
す。

スタックを更新するには
1.

[AWS CloudFormation デザイナー] ツールバーで、[スタックの作成] (

) をクリックします。

AWS CloudFormation デザイナー は S3 バケットで開かれたテンプレートを保存し、CloudFormation
スタック更新ウィザードを起動します。BasicWebServerStack スタックのテンプレートが変更さ
れているため、CloudFormation はそのスタックのスタック更新ウィザードを起動します。
2.

CloudFormation が自動的にテンプレート URL を入力します。[Next] (次へ) を選択します。

3.

[スタック] セクション ([名前] フィールド) で、スタック名が BasicWebServerStack になっている
ことを確認します。

4.

[パラメータ] セクションで、既存の値を使用して [次へ] を選択します。

5.

このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。[次へ] を選択します。

6.

スタックの名前が正しいことを確認し、[Update (更新)] を選択します。

CloudFormation がスタックを更新するのに、数分かかります。進捗状況を監視するには、スタックイベ
ントを確認します。詳細については、「AWS Management Console での AWS CloudFormation スタック
データとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。スタックが更新されると、スタックの出力を確
認し、ウェブサイト URL に移動してウェブサイトが実行中であることを確認します。詳細については、
「AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参
照してください。これで、AWS CloudFormation デザイナー を使用してテンプレートとスタックを更新し
ました。
不要なサービスに対して課金されないように、このスタックは削除することができます。

ステップ 4: リソースをクリーンアップする
不要なサービスに対して課金されないようにするには、スタックとそのリソースを削除します。

スタックを削除するには
1.

CloudFormation コンソールから、BasicWebServerStack スタックを選択します。

2.

[Delete Stack] を選択します。

3.

確認メッセージで、[はい、削除する] を選択します。

CloudFormation がスタックを削除するのに、数分かかります。進捗状況を監視するには、スタックイ
ベントを確認します。スタックの削除後に、作成したすべてのリソースが削除されます。これで AWS
CloudFormation デザイナー の使用方法が理解できたので、これを使用して独自のテンプレートの作成と
変更ができます。

チュートリアル: 別の AWS アカウント の VPC とピア
接続する
AWS::EC2::VPCPeeringConnection を使用して、別の AWS アカウント の Virtual Private Cloud (VPC) と
ピア接続できます。これにより、2 つの VPC 間でトラフィックをルーティングできるネットワーク接続が
作成され、同じネットワーク内に存在しているかのように通信できます。VPC ピア接続により、データア
クセスとデータ転送が容易になります。
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VPC ピアリングを確立するには、単一の AWS CloudFormation スタック内で 2 つの別個の AWS アカウン
ト を承認する必要があります。
VPC ピアとその制限の詳細については、『Amazon VPC Peering Guide』の「VPC ピア機能の概要」を参
照してください。

前提条件
1.

ピア接続には、ピア VPC ID、ピア AWS アカウント ID、およびクロスアカウントアクセスロールが
必要です。

Note
このチュートリアルでは、2 つのアカウントについて説明します。1 つめは、クロスアカウン
トのピア接続を許可するアカウント (アクセプタアカウント) です。2 つめは、ピア接続をリ
クエストするアカウント (リクエスタアカウント) です。
2.

VPC ピア接続を受け入れるには、クロスアカウントアクセスロールを自分で引き受ける必要がありま
す。リソースは、同じアカウントで VPC ピア接続リソースと同じように動作します。

ステップ 1: VPC とクロスアカウントロールの作成
VPC とクロスアカウントアクセスロールを作成する (例)
このステップでは、アクセプタアカウントに VPC とロールを作成します。
1.
2.

[AWS Management Console] で、[AWS CloudFormation] を選択します。
[スタックの作成] を選択します。

3.

これには複数の方法があります。AWS CloudFormation デザイナー を使用して新しい空のテンプレー
トを作成するには、[Create template in Designer (デザイナーでテンプレートを作成)] を選択します。

4.

別のテキストエディタでテンプレートを作成する場合は、[Template is ready (テンプレートの準備が
できています)] を選択し、次に [Amazon S3 URL] または [テンプレートファイルをアップロード] を必
要に応じて選択します。
次のサンプルテンプレートを使用して、別のアカウントでピア接続を実現するための VPC とクロスア
カウントロールを作成します。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create a VPC and an assumable role for cross account VPC peering.",
"Parameters": {
"PeerRequesterAccountId": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"vpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.1.0.0/16",
"EnableDnsSupport": false,
"EnableDnsHostnames": false,
"InstanceTenancy": "default"
}
},
"peerRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
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}

}

}

"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": {
"Ref": "PeerRequesterAccountId"
}
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

},
"Outputs": {
"VPCId": {
"Value": {
"Ref": "vpc"
}
},
"RoleARN": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"peerRole",
"Arn"
]
}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Create a VPC and an assumable role for cross account VPC peering.
Parameters:
PeerRequesterAccountId:
Type: String
Resources:
vpc:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: 10.1.0.0/16
EnableDnsSupport: false
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EnableDnsHostnames: false
InstanceTenancy: default
peerRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Principal:
AWS: !Ref PeerRequesterAccountId
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Path: /
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action: 'ec2:AcceptVpcPeeringConnection'
Resource: '*'
Outputs:
VPCId:
Value: !Ref vpc
RoleARN:
Value: !GetAtt
- peerRole
- Arn

5.

[Next] を選択します。

6.

スタックに名前 (VPC-owner など) を付け、[PeerRequesterAccountId] フィールドにリクエスタアカ
ウントの AWS アカウント ID を入力します。

7.

デフォルトを受け入れて [次へ] を選択します。

8.

[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources] (AWS CloudFormation によっ
て IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択した後、[Create stack] (スタック
の作成) を選択します。

手順 2: AWS::EC2::VPCPeeringConnectionを含むテンプ
レートを作成する
VPC とクロスアカウントロールが作成できたので、別の AWS アカウント (リクエスタアカウント) を使用
して VPC とピア接続できます。
AWS::EC2::VPCPeeringConnection リソース (例) を含むテンプレートを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソールのホームページに戻ります。

2.

[スタックの作成] を選択します。

3.

[Create template in Designer (デザイナーでテンプレートを作成)] を選択し、AWS CloudFormation デ
ザイナー を使用して新しい空のテンプレートを作成します。
別のテキストエディタでテンプレートを作成する場合は、[Template is ready (テンプレートの準備が
できています)] を選択し、次に [Amazon S3 URL] または [テンプレートファイルをアップロード] を必
要に応じて選択します。

4.

次のサンプルテンプレートを使用して、ステップ 1 で作成したピアロールを使用した VPC と VPC ピ
ア接続を作成します。
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Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create a VPC and a VPC Peering connection using the PeerRole to
accept.",
"Parameters": {
"PeerVPCAccountId": {
"Type": "String"
},
"PeerVPCId": {
"Type": "String"
},
"PeerRoleArn": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"vpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.2.0.0/16",
"EnableDnsSupport": false,
"EnableDnsHostnames": false,
"InstanceTenancy": "default"
}
},
"vpcPeeringConnection": {
"Type": "AWS::EC2::VPCPeeringConnection",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "vpc"
},
"PeerVpcId": {
"Ref": "PeerVPCId"
},
"PeerOwnerId": {
"Ref": "PeerVPCAccountId"
},
"PeerRoleArn": {
"Ref": "PeerRoleArn"
}
}
}
},
"Outputs": {
"VPCId": {
"Value": {
"Ref": "vpc"
}
},
"VPCPeeringConnectionId": {
"Value": {
"Ref": "vpcPeeringConnection"
}
}
}

}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Description: Create a VPC and a VPC Peering connection using the PeerRole to accept.
Parameters:
PeerVPCAccountId:
Type: String
PeerVPCId:
Type: String
PeerRoleArn:
Type: String
Resources:
vpc:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: 10.2.0.0/16
EnableDnsSupport: false
EnableDnsHostnames: false
InstanceTenancy: default
vpcPeeringConnection:
Type: 'AWS::EC2::VPCPeeringConnection'
Properties:
VpcId: !Ref vpc
PeerVpcId: !Ref PeerVPCId
PeerOwnerId: !Ref PeerVPCAccountId
PeerRoleArn: !Ref PeerRoleArn
Outputs:
VPCId:
Value: !Ref vpc
VPCPeeringConnectionId:
Value: !Ref vpcPeeringConnection

5.

[次へ] を選択します。

6.

スタックに名前 (VPC-peering-connection など) を付けます。

7.

デフォルトを受け入れて [次へ] を選択します。

8.

[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources] (AWS CloudFormation によっ
て IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択した後、[Create stack] (スタック
の作成) を選択します。

制限の厳しいポリシーでテンプレートを作成する
別の AWS アカウント を使用した VPC ピア接続で、制限の厳しいポリシーを作成できます。
次の例では、VPC ピアの所有者のテンプレート (上記のステップ 1 で作成したアクセプタアカウント) を
変更し、より制限を厳しくする方法を示しています。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create a VPC and an assumable role for cross account VPC peering.",
"Parameters": {
"PeerRequesterAccountId": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"peerRole": {
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
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]

}

"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": {
"Ref": "PeerRequesterAccountId"
}
}

},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": "ec2:acceptVpcPeeringConnection",
"Effect": "Allow",
"Resource": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}"
}
},
{
"Action": "ec2:acceptVpcPeeringConnection",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:AccepterVpc": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}"
}
}
},
"Effect": "Allow",
"Resource": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:vpc-peering-connection/*"
}
}
],
"Version": "2012-10-17"
},
"PolicyName": "root"
}
]
},
"Type": "AWS::IAM::Role"
},
"vpc": {
"Properties": {
"CidrBlock": "10.1.0.0/16",
"EnableDnsHostnames": false,
"EnableDnsSupport": false,
"InstanceTenancy": "default"
},
"Type": "AWS::EC2::VPC"
}
},
"Outputs": {
"RoleARN": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"peerRole",
"Arn"
]
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}

}

}
},
"VPCId": {
"Value": {
"Ref": "vpc"
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Create a VPC and an assumable role for cross account VPC peering.
Parameters:
PeerRequesterAccountId:
Type: String
Resources:
peerRole:
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
AWS:
Ref: PeerRequesterAccountId
Path: /
Policies:
- PolicyDocument:
Statement:
- Action: 'ec2:acceptVpcPeeringConnection'
Effect: Allow
Resource:
'Fn::Sub': 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}'
- Action: 'ec2:acceptVpcPeeringConnection'
Condition:
StringEquals:
'ec2:AccepterVpc':
'Fn::Sub': 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}'
Effect: Allow
Resource:
'Fn::Sub': >arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:vpc-peering-connection/*
Version: 2012-10-17
PolicyName: root
Type: 'AWS::IAM::Role'
vpc:
Properties:
CidrBlock: 10.1.0.0/16
EnableDnsHostnames: false
EnableDnsSupport: false
InstanceTenancy: default
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Outputs:
RoleARN:
Value:
'Fn::GetAtt':
- peerRole
- Arn
VPCId:
Value:
Ref: vpc
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VPC にアクセスするには、上記のステップ 2 と同じリクエスタテンプレートを使用できます。

チュートリアル: 別の AWS CloudFormation スタック
のリソース出力を参照する
ある AWS CloudFormation スタックから別のスタックへリソースをエクスポートするには、クロススタッ
クの参照を作成します。クロススタックの参照により、多層またはサービス指向アーキテクチャを使用す
ることができます。1 つのスタックにすべてのリソースを含める代わりに、別のスタックに関連した AWS
リソースを作成し、必要なリソース出力を他のスタックから参照できます。クロススタックの参照を出力
に制限することにより、他のスタックから参照されるスタックの部分を制御します。
たとえば、VPC のあるネットワークスタック、セキュリティグループ、パブリックウェブアプリケーショ
ンのサブネット、別個のパブリックウェブアプリケーションスタックがあるとします。ウェブアプリケー
ションで、ネットワークスタックのセキュリティグループとサブネットが使用されるようにするには、
ウェブアプリケーションスタックがネットワークからのリソース出力を参照できるようにクロススタック
参照を作成する必要があります。クロススタック参照を使用すると、ウェブアプリケーションスタックの
所有者がネットワーキングのルールや資産を作成または維持する必要がなくなります。
クロススタックの参照を作成するには、Export 出力フィールドを使用してエクスポートのリソース出力
の値を設定します。次に、値をFn::ImportValue 組み込み関数を使用して値をインポートします。詳細
については、「出力 (p. 350)」および「Fn::ImportValue (p. 6681)」を参照してください。
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス権限を確認
し、次のすべてのサービスを使用できることを確認してください。Amazon VPC、Amazon EC2、および
AWS CloudFormation

Note
AWS CloudFormation は無料サービスです。ただし、スタックに追加する AWS リソースにはそ
れぞれ現在の料金が課金されます。AWS の料金の詳細については、各製品の詳細ページを参照し
てください。
次の制限はクロス スタックの参照に適用されます:
• 各 AWS アカウントの場合、Export の名前はリージョン内で一意である必要があります。
• リージョンにわたるクロス スタックの参照を作成することはできません。Fn::ImportValue
組み込み関数は、同じリージョン内でエクスポートされた値のみインポートできます。
• 出力では、Name プロパティ (Export に属す) の値で、リソースに依存する Ref または
GetAtt 関数を使うことはできません。
同様に、ImportValue 関数に、リソースに依存する Ref または GetAtt 関数を含むことはで
きません。
• 他のスタックから参照されている出力が存在する場合は、スタックを削除することはできませ
ん。
• 別のスタックで参照した出力値を変更したり削除することはできません。

ステップ 1: サンプルテンプレートを使用してネットワークス
タックを作成する
ネットワークスタックは、ウェブアプリケーションスタックで使用する VPC、セキュリティグループ、サ
ブネットで構成されます。これらのリソースに加えて、パブリックアクセスを可能にするインターネット
ゲートウェイとルーティングテーブルも、ネットワークスタックによって作成されます。
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Note
ウェブアプリケーションスタックの作成前に、このスタックを作成する必要があります。先に
ウェブアプリケーションスタックを作成した場合は、使用できるセキュリティグループやサブ
ネットがない状態になります。

ネットワークスタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。

2.

[Template is ready (テンプレートの準備ができています)] を選択し、[Specify template (テンプレート
の指定)] セクションで [Amazon S3 URL] を選択します。次の URL をコピーしてテキストボックスに
貼り付けます。https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/user-guide/
cross-stack/SampleNetworkCrossStack.template
これは、ネットワークスタックテンプレートへのリンクです。スタックによって作成されるリソース
を表示するには、リンクを選択します。これにより、テンプレートが開きます。出力セクションで
は、サンプルのテンプレートが出力するネットワーキングリソースを表示できます。他のスタックか
らネットワーキングリソースをエクスポートした場合、エクスポートされたリソース名には、スタッ
ク名がプレフィックスとして付けられます。ユーザーがネットワーキングリソースをインポートする
ときは、リソースをどのスタックからインポートするかを指定できます。

3.

テンプレートを確認したら、[次へ] を選択します。

4.

[スタックの名前] に SampleNetworkCrossStack を入力し、[次へ] を選択します。

Note
このスタックの名前をメモしておきます。ウェブアプリケーションスタックを起動するとき
にこのスタック名が必要になります。
5.

[次へ] を選択します。このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。

6.

スタック名とテンプレート URL が正しいことを確認し、[スタックの作成] を選択します。
AWS CloudFormation によってスタックが作成されるまでに数分かかることもあります。ウェブアプ
リケーションスタックの作成に進む前に、すべてのリソースが正しく作成されるまで待ちます。

7.

進捗状況を監視するには、スタックイベントを確認します。詳細については、「AWS Management
Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してくださ
い。

ステップ 2: サンプルテンプレートを使用してウェブアプリケー
ションスタックを作成する
ウェブアプリケーションスタックによって、ネットワークスタックのセキュリティグループとサブネット
を使用する EC2 インスタンスが作成されます。

Note
このスタックは、ネットワークスタックと同じリージョンに作成する必要があります。

ウェブアプリケーションスタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。

2.

[Template is ready (テンプレートの準備ができています)] を選択し、[Specify template (テンプレート
の指定)] セクションで [Amazon S3 URL] を選択します。「https://s3.amazonaws.com/cloudformationexamples/user-guide/cross-stack/SampleWebAppCrossStack.template」という URL をコピーしてテ
キストボックスに貼り付けます。
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3.
4.

このリンクの先はウェブアプリケーションテンプレートです。スタックによって作成されるリソース
を表示するには、リンクを選択します。これにより、テンプレートが開きます。リソースセクション
で、EC2 インスタンスのプロパティを参照してください。Fn::ImportValue 関数を使用すること
で、別のスタックからどのようにネットワーキングリソースがインポートされたかを確認できます。
テンプレートを確認したら、[次へ] を選択します。
[スタックの名前] に SampleWebAppCrossStack を入力します。[パラメータ] セクションで、
[NetworkStackName] パラメータのデフォルト値を使用し、[次へ] を選択します。
サンプルテンプレートでは、パラメータ値を使用してどのスタックから値をインポートするかを指定
しています。

5.

[次へ] を選択します。このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。

6.

スタック名とテンプレート URL が正しいことを確認し、[スタックの作成] を選択します。
AWS CloudFormation によってスタックが作成されるまでに数分かかることもあります。

7.

スタックの作成後、そのリソースを表示し、インスタンス ID をメモしておきます。スタックリソース
の表示の詳細については、「AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータ
とリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。
インスタンスのセキュリティグループとサブネットを確認するには、Amazon EC2 コンソールでイン
スタンスのプロパティを確認します。インスタンスが SampleNetworkCrossStack スタックからセ
キュリティグループとサブネットを使用しているなら、クロススタックの参照が正常に作成されてい
ます。
コンソールを使用してスタック出力と例のウェブサイト URL を表示し、てウェブアプリケーショ
ンが実行中であることを確認します。詳細については、「AWS Management Console での AWS
CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。

ステップ 3: リソースをクリーンアップする
不要なサービスに対して課金されないように、スタックを削除します。

スタックを削除するには
1.
2.
3.

AWS CloudFormation コンソールで、SampleWebAppCrossStack スタックを選択します。
[アクション] を選択してから、[スタックの削除] を選択します。
確認メッセージで、[削除] を選択します。

4.

このスタックの削除後、SampleNetworkCrossStack スタックに対して同じ手順を繰り返します。

Note
AWS CloudFormation によって SampleWebAppCrossStack スタックが完全に削除される
まで待ちます。EC2 インスタンスが VPC でまだ実行中であれば、AWS CloudFormation は
SampleNetworkCrossStack スタックの VPC を削除しません。
以前に作成したリソースはすべて削除されます。
このチュートリアルのサンプルテンプレートを使用して、独自のクロス参照のスタックを作成します。

チュートリアル: スケーラブルなロードバランシング
ウェブサーバーの作成
このテンプレートは、Amazon EC2 Auto Scaling と Elastic Load Balancing を使用したサンプルウェブサ
イトを作成します。ウェブサイトは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定されます。
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また、このテンプレートには、スケーリングポリシーを実行する CloudWatch アラームが含まれており、
しきい値の定義を超えた場合に Auto Scaling グループのインスタンスが追加または削除されます。
このテンプレートでは、1 つ以上の Amazon EC2 インスタンスを作成します。このテンプレートからス
タックを作成した場合、AWS リソースに対する料金が発生します。

Note
このテンプレートでは、アカウントが EC2-VPC プラットフォームをサポートするものと仮定し
ます。つまり、インスタンスからインターネットへのアクセスを許可するデフォルトの VPC を使
用します。デフォルトの VPC がない場合は作成できます。詳細については、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「Amazon EC2 および Amazon Virtual Private Cloud」を参照
してください。
このサンプルテンプレートの最新版は、https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
AutoScalingMultiAZWithNotifications.template から入手できます。

マルチ AZ テンプレートの Auto Scaling
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template AutoScalingMultiAZWithNotifications:
Create a multi-az, load balanced and auto-scaled sample web site running on an Apache Web
Server. The application is configured to span all Availability Zones in the region and is
auto-scaled based on the CPU utilization of the web servers. Notifications will be sent
to the operator email address on scaling events. The instances are load balanced with a
simple health check against the default web page. **WARNING** This template creates one
or more Amazon EC2 instances and an Elastic Load Balancer. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
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"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"

],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
},
"OperatorEMail": {
"Description": "EMail address to notify if there are any scaling operations",
"Type": "String",
"AllowedPattern": "([a-zA-Z0-9_\\-\\.]+)@((\\[[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\
\.)|(([a-zA-Z0-9\\-]+\\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\\]?)",
"ConstraintDescription": "must be a valid email address."
},
"KeyName" : {
"Description" : "The EC2 Key Pair to allow SSH access to the instances",
"Type" : "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"SSHLocation" : {
"Description" : "The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
}

},

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch"
"t2.nano"
: { "Arch"
"t2.micro"
: { "Arch"
"t2.small"
: { "Arch"
"t2.medium"
: { "Arch"
"t2.large"
: { "Arch"
"m1.small"
: { "Arch"

:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
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"m1.medium"
"m1.large"
"m1.xlarge"
"m2.xlarge"
"m2.2xlarge"
"m2.4xlarge"
"m3.medium"
"m3.large"
"m3.xlarge"
"m3.2xlarge"
"m4.large"
"m4.xlarge"
"m4.2xlarge"
"m4.4xlarge"
"m4.10xlarge"
"c1.medium"
"c1.xlarge"
"c3.large"
"c3.xlarge"
"c3.2xlarge"
"c3.4xlarge"
"c3.8xlarge"
"c4.large"
"c4.xlarge"
"c4.2xlarge"
"c4.4xlarge"
"c4.8xlarge"
"g2.2xlarge"
"g2.8xlarge"
"r3.large"
"r3.xlarge"
"r3.2xlarge"
"r3.4xlarge"
"r3.8xlarge"
"i2.xlarge"
"i2.2xlarge"
"i2.4xlarge"
"i2.8xlarge"
"d2.xlarge"
"d2.2xlarge"
"d2.4xlarge"
"d2.8xlarge"
"hi1.4xlarge"
"hs1.8xlarge"
"cr1.8xlarge"
"cc2.8xlarge"
},

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVMG2"
"HVMG2"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
}

"AWSInstanceType2NATArch" : {
"t1.micro"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"t2.nano"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"t2.micro"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"t2.small"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"t2.medium"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"t2.large"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m1.small"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m1.medium"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m1.large"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m1.xlarge"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m2.xlarge"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m2.2xlarge" : { "Arch" : "NATHVM64"
"m2.4xlarge" : { "Arch" : "NATHVM64"
"m3.medium"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m3.large"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m3.xlarge"
: { "Arch" : "NATHVM64"
"m3.2xlarge" : { "Arch" : "NATHVM64"

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
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}

,

"m4.large"
"m4.xlarge"
"m4.2xlarge"
"m4.4xlarge"
"m4.10xlarge"
"c1.medium"
"c1.xlarge"
"c3.large"
"c3.xlarge"
"c3.2xlarge"
"c3.4xlarge"
"c3.8xlarge"
"c4.large"
"c4.xlarge"
"c4.2xlarge"
"c4.4xlarge"
"c4.8xlarge"
"g2.2xlarge"
"g2.8xlarge"
"r3.large"
"r3.xlarge"
"r3.2xlarge"
"r3.4xlarge"
"r3.8xlarge"
"i2.xlarge"
"i2.2xlarge"
"i2.4xlarge"
"i2.8xlarge"
"d2.xlarge"
"d2.2xlarge"
"d2.4xlarge"
"d2.8xlarge"
"hi1.4xlarge"
"hs1.8xlarge"
"cr1.8xlarge"
"cc2.8xlarge"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVMG2"
"NATHVMG2"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"
"NATHVM64"

"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64"
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64"
"us-west-1"
: {"HVM64"
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64"
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64"
"eu-west-3"
: {"HVM64"
"eu-central-1"
: {"HVM64"
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64"
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64"
"ap-northeast-3"
: {"HVM64"
"ap-southeast-1"
: {"HVM64"
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64"
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
: {"HVM64"
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
: {"HVM64"
"ca-central-1"
: {"HVM64"
"sa-east-1"
: {"HVM64"
"cn-north-1"
: {"HVM64"
"cn-northwest-1"
: {"HVM64"
}

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
}

: "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
: "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
: "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
: "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
: "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
: "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
: "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
: "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
: "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
:
:
:
:
:

"ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

API バージョン 2010-05-15
407

AWS CloudFormation ユーザーガイド
スケーラブルなロードバランシングウェブサーバーの作成

},
"Resources" : {
"NotificationTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {
"Subscription": [ { "Endpoint": { "Ref": "OperatorEMail" }, "Protocol": "email" } ]
}
},
"WebServerGroup" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : ""},
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "LaunchConfig" },
"MinSize" : "1",
"MaxSize" : "3",
"LoadBalancerNames" : [ { "Ref" : "ElasticLoadBalancer" } ],
"NotificationConfiguration" : {
"TopicARN" : { "Ref" : "NotificationTopic" },
"NotificationTypes" : [ "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR"]
}
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M",
"Count"
: "1"
}
},
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingRollingUpdate": {
"MinInstancesInService": "1",
"MaxBatchSize": "1",
"PauseTime" : "PT15M",
"WaitOnResourceSignals": "true"
}
}
},
"LaunchConfig" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple application",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"config" : {
"packages" : {
"yum" : {
"httpd" : []
}
},
"files" : {
"/var/www/html/index.html" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["\n", [
"<img src=\"", {"Fn::FindInMap" : ["Region2Examples", {"Ref" :
"AWS::Region"}, "Examples"]}, "/cloudformation_graphic.png\" alt=\"AWS CloudFormation Logo
\"/>",
"<h1>Congratulations, you have successfully launched the AWS
CloudFormation sample.</h1>"
]]},
"mode"
: "000644",
"owner"
: "root",
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"group"

},

: "root"

"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackId" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true",
"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf", "/etc/cfn/hooks.d/cfnauto-reloader.conf"]}
}
}
}
}
},
"Properties" : {
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch",
{ "Ref" : "InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ],
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" },
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum update -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",

}
},

]]}}

"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerGroup ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

"WebServerScaleUpPolicy" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
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"AdjustmentType" : "ChangeInCapacity",
"AutoScalingGroupName" : { "Ref" : "WebServerGroup" },
"Cooldown" : "60",
"ScalingAdjustment" : "1"

}
},
"WebServerScaleDownPolicy" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"AdjustmentType" : "ChangeInCapacity",
"AutoScalingGroupName" : { "Ref" : "WebServerGroup" },
"Cooldown" : "60",
"ScalingAdjustment" : "-1"
}
},
"CPUAlarmHigh": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Scale-up if CPU > 90% for 10 minutes",
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "AWS/EC2",
"Statistic": "Average",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "90",
"AlarmActions": [ { "Ref": "WebServerScaleUpPolicy" } ],
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": { "Ref": "WebServerGroup" }
}
],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"
}
},
"CPUAlarmLow": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Scale-down if CPU < 70% for 10 minutes",
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "AWS/EC2",
"Statistic": "Average",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "70",
"AlarmActions": [ { "Ref": "WebServerScaleDownPolicy" } ],
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": { "Ref": "WebServerGroup" }
}
],
"ComparisonOperator": "LessThanThreshold"
}
},
"ElasticLoadBalancer" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Fn::GetAZs" : "" },
"CrossZone" : "true",
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP"
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}
},

} ],
"HealthCheck" : {
"Target" : "HTTP:80/",
"HealthyThreshold" : "3",
"UnhealthyThreshold" : "5",
"Interval" : "30",
"Timeout" : "5"
}

"InstanceSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable SSH access and HTTP from the load balancer only",
"SecurityGroupIngress" : [ {
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 22,
"ToPort" : 22,
"CidrIp" : { "Ref" : "SSHLocation"}
},
{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
"ToPort" : 80,
"SourceSecurityGroupOwnerId" : {"Fn::GetAtt" : ["ElasticLoadBalancer",
"SourceSecurityGroup.OwnerAlias"]},
"SourceSecurityGroupName" : {"Fn::GetAtt" : ["ElasticLoadBalancer",
"SourceSecurityGroup.GroupName"]}
} ]
}
}
},
"Outputs" : {
"URL" : {
"Description" : "The URL of the website",
"Value" : { "Fn::Join" : [ "", [ "http://", { "Fn::GetAtt" :
[ "ElasticLoadBalancer", "DNSName" ]}]]}
}
}

}

テンプレートのチュートリアル
サンプルテンプレートには、CloudWatch グループと LoadBalancer、Ingress ルールを定義するセキュリ
ティグループ、Auto Scaling アラーム、スケーリングポリシーが含まれています。
このテンプレートには 3 つの入力パラメータが存在します。InstanceType は、Auto Scaling グループに使
用する EC2 インスタンスのタイプで、デフォルトは m1.small です。WebServerPort はウェブサーバーに
使用する TCP ポートで、デフォルトは 8888 です。KeyName は、Auto Scaling グループに使用する EC2
キーペアの名前です。KeyName は、スタックの作成時に指定する必要があります (デフォルト値のないパ
ラメーターはスタックの作成時に指定する必要があります)。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソース WebServerGroup は、以下の Auto Scaling グループ設定を
宣言します。
• AvailabilityZones には、Auto Scaling グループの EC2 インスタンスの作成先となるアベイラビリティー
ゾーンを指定します。Fn::GetAZs (p. 6678) 関数の呼び出し { "Fn::GetAZs" : "" } には、スタッ
クの作成先となるリージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンを指定します。
• MinSize および MaxSize には、Auto Scaling グループでの EC2 インスタンスの最小数と最大数を設定し
ます。
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• LoadBalancerNames には、Auto Scaling グループへのトラフィックのルーティングに使用される
LoadBalancer のリストを指定します。このグループの LoadBalancer は ElasticLoadBalancer リソース
です。
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソース LaunchConfig は、WebServerGroup Auto Scaling グ
ループ内の EC2 インスタンスで使用する以下の設定を宣言します。
• KeyName は、使用する EC2 キーペアとして KeyName 入力パラメータの値を受け取ります。
• UserData は、アプリケーションに渡される、Base64 エンコードされた WebServerPort パラメータの値
です。
• SecurityGroups は、Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスでファイアウォールに使用される
Ingress ルールを含んだ一連の EC2 セキュリティグループです。この例では、セキュリティグループ
が 1 つのみ存在し、AWS::EC2::SecurityGroup リソース (InstanceSecurityGroup) として宣言されてい
ます。このセキュリティグループには、2 つの Ingress ルールが存在します。1) ポート 22 (SSH アクセ
ス) のすべての IP アドレス ("CidrIp" : "0.0.0.0/0") からのアクセスを許可する TCP Ingress ルールと、2)
ElasticLoadBalancer リソースの WebServerPort ポートからのアクセスを許可する TCP Ingress ルール
です (ElasticLoadBalancer のソースセキュリティグループを指定)。ElasticLoadBalancer リソースから
SourceSecurityGroup.OwnerAlias プロパティと SourceSecurityGroup.GroupName プロパティを取得す
るために、GetAtt (p. 6676) 関数が使用されています。Elastic Load Balancing セキュリティグループの
詳細については、「Amazon EC2-Classic のセキュリティグループの管理」または「Amazon VPC のセ
キュリティグループの管理」を参照してください。
• ImageId は、ネストされている一連のマップが評価された値です。マップを追加することによって、適
切なイメージ ID を選択するためのロジックをテンプレートに含めています。このロジックの要となって
いるのは、InstanceType パラメータで指定されたインスタンスタイプ (AWSInstanceType2Arch によっ
てインスタンスタイプがアーキテクチャ 32 または 64 にマッピングされる) と、スタックの作成先リー
ジョン (AWSRegionArch2AMI によってリージョンとアーキテクチャがイメージ ID にマッピングされる)
です。
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI",
{ "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch",
{ "Ref" : "InstanceType" },
"Arch" ]
}
]}

たとえば、このテンプレートを使用して us-east-2 リージョンにスタックを作成し、InstanceType と
して m1.small を指定した場合、AWS CloudFormation によって AWSInstanceType2Arch の内側のマッ
プは次のように評価されます。
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", "m1.small", "Arch" ] }

AWSInstanceType2Arch のマッピングで m1.small キーの Arch 値が 32 に対応付けられ、それが外側の
マップの値として使用されます。このとき、AWS::Region擬似パラメーターの評価結果 (スタックの作
成先となるリージョン) がキーになります。この例の AWS::Region は us-east-1 です。したがって、外
側のマップは次のように評価されます。
Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", "us-east-1", "32"]

AWSRegionArch2AMI のマッピングでは、キー (us-east-1) の値 (32) が ami-6411e20d に対応付けられ
ます。つまり、ImageId は ami-6411e20d となります。
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer リソース ElasticLoadBalancer は、次の LoadBalancer 設定を
宣言します。
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• AvailabilityZones は、LoadBalancer によってトラフィックが分散される一連のアベイラビリティーゾー
ンです。この例では、Fn::GetAZs 関数の呼び出し { "Fn::GetAZs" : "" } は、スタックの作成先と
なるリージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンを指定します。
• Listeners は、一連の負荷分散ルーティング設定です。LoadBalancer がリクエストを受け取るポー
ト、LoadBalancer によってリクエストが転送される登録済み EC2 インスタンス上のポート、リクエス
トのルーティングに使用されるプロトコルが指定されています。
• HealthCheck は、トラフィックのルーティング先となる EC2 インスタンスの状態を Elastic Load
Balancing がチェックするために使用する設定です。この例における HealthCheck の対象は、EC2 イ
ンスタンスのルートアドレスです。WebServerPort で指定されたポートを使い、HTTP プロトコル
でヘルスチェックが実行されます。WebServerPort が 8888 である場合、{ "Fn::Join" : [ "",
["HTTP:", { "Ref" : "WebServerPort" }, "/"]]} 関数の呼び出しは HTTP:8888/ という
文字列として評価されます。また、EC2 インスタンスのヘルスチェックの間隔 (Interval) は 30 秒に設
定されています。Timeout は、ヘルスチェックターゲットからのレスポンスを Elastic Load Balancing
が待機する時間です (この例では 5 秒)。Timeout 時間が経過すると、Elastic Load Balancing は、EC2
インスタンスの状態を異常と見なします。EC2 インスタンスが連続して 5 回ヘルスチェックで不合格
(UnhealthyThreshold) となった場合、Elastic Load Balancing は、その EC2 インスタンスにトラフィッ
クをルーティングするのを止めます。これは、そのインスタンスが連続して 3 回ヘルスチェックで
正常と評価されるまで続きます。連続して 3 回ヘルスチェックで正常と評価されると、Elastic Load
Balancing は、EC2 インスタンスが正常であると見なし、そのインスタンスへのトラフィックのルー
ティングを再開します。
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソース WebServerScaleUpPolicy は、Auto Scaling グループ
WebServerGroup をスケールアップする簡易スケーリングポリシーです。AdjustmentType プロパティ
は ChangeInCapacity に設定されています。この場合、ScalingAdjustment は、追加するインスタンス
数を表します (ScalingAdjustment が正数の場合、インスタンスが追加され、負数の場合、インスタン
スが削除されます)。この例では、ScalingAdjustment は 1 です。したがって、ポリシーが実行される
と、グループ内の EC2 インスタンスの数が 1 つ増やされます。Cooldown プロパティには、簡易スケーリ
ングポリシーにより、Amazon EC2 Auto Scaling が他のスケーリングアクティビティを開始する前に 60
秒待機することを指定しています。
AWS::CloudWatch::Alarm リソース CPUAlarmHigh は、そのアラームが ALARM 状態 (AlarmActions) に
なったときに実行するアクションとして、簡易スケーリングポリシー WebServerScaleUpPolicy を指定し
ます。このアラームは、WebServerGroup Auto Scaling グループ (Dimensions) 内の EC2 インスタンスを
モニタリングします。300 秒間 (Period) の EC2 インスタンスの平均 (Statistic) CPU 使用率 (Namespace
および MetricName) が、WebServerGroup (Dimensions) 内のインスタンスを対象に測定されます。この値
(300 秒間の平均 CPU 使用率) が 90% を超えた状態 (ComparisonOperator および Threshold) が連続して 2
期間 (EvaluationPeriod) 続いた場合、アラームが ALARM 状態に移行し、前述の WebServerScaleUpPolicy
ポリシー (AlarmActions) が CloudWatch によって実行され、WebServerGroup がスケールアップされま
す。
CPUAlarmLow アラームによって測定されるメトリクスも基本的には同じですが、こちらのアラーム
は、CPU 使用率が 75% (ComparisonOperator および Threshold) を下回ったときにトリガーされます。こ
の場合、WebServerScaleDownPolicy ポリシーが実行されて、Auto Scaling グループ WebServerGroup か
ら EC2 インスタンスが 1 つ削除されます。

AWS CloudFormation による Amazon EC2 へのアプ
リケーションのデプロイ
AWS CloudFormation を使用して、Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションを自動的にインストー
ルし、設定および起動することができます。これにより、インスタンスへ直接接続することなく、簡単に
デプロイを複製し、既存のインストールを更新できるので、多くの時間と労力を節約することができま
す。
CloudFormation には、cloud-init に基づくヘルパースクリプトのセット (cfn-init、cfn-signal、cfn-getmetadata、および cfn-hup) が含まれています。同じテンプレートに存在する Amazon EC2 インスタンス
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にアプリケーションをインストールし、設定および更新するには、CloudFormation テンプレートからこれ
らのヘルパースクリプトを呼び出します
以降のウォークスルーでは、cfn ヘルパースクリプトを使用して LAMP スタックを起動
し、Apache、MySQL、および PHP をインストール、設定および起動するためのテンプレートを作成する
方法について説明します。最初は、Amazon Linux を実行する基本的な Amazon EC2 インスタンスを設定
するシンプルなテンプレートを取り上げます。次に、テンプレートに機能を追加して完全な LAMP スタッ
クを完成させます。
CloudFormation を使用してアプリケーションをデプロイするためのその他の方法や例については、AWS
CloudFormation を介してアプリケーションをブートストラップの記事を参照してください。
トピック
• 基本的な Amazon EC2 インスタンス (p. 414)
• 基本的な Amazon EC2 インスタンス (p. 414)
• LAMP インストール (p. 422)
• LAMP 構成 (p. 424)
• CreationPolicy 属性 (p. 428)

基本的な Amazon EC2 インスタンス
最初に取り上げる基本的なテンプレートでは、ポート 22 での SSH トラフィックとポート 80 での HTTP
トラフィックを許可するセキュリティグループを含む単独の Amazon EC2 インスタンスを定義します。以
下に例を挙げます。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation sample template LAMP_Single_Instance: Create a LAMP
stack using a single EC2 instance and a local MySQL database for storage. This template
demonstrates using the AWS CloudFormation bootstrap scripts to install the packages and
files necessary to deploy the Apache web server, PHP, and MySQL at instance launch time.
**WARNING** This template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"KeyName": {
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "Can contain only ASCII characters."
},
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",

API バージョン 2010-05-15
414

AWS CloudFormation ユーザーガイド
アプリケーションをデプロイする
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"

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

},

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch"
"t2.nano"
: { "Arch"
"t2.micro"
: { "Arch"
"t2.small"
: { "Arch"
"t2.medium"
: { "Arch"
"t2.large"
: { "Arch"
"m1.small"
: { "Arch"

:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

},
},
},
},
},
},
},
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"m1.medium"
"m1.large"
"m1.xlarge"
"m2.xlarge"
"m2.2xlarge"
"m2.4xlarge"
"m3.medium"
"m3.large"
"m3.xlarge"
"m3.2xlarge"
"m4.large"
"m4.xlarge"
"m4.2xlarge"
"m4.4xlarge"
"m4.10xlarge"
"c1.medium"
"c1.xlarge"
"c3.large"
"c3.xlarge"
"c3.2xlarge"
"c3.4xlarge"
"c3.8xlarge"
"c4.large"
"c4.xlarge"
"c4.2xlarge"
"c4.4xlarge"
"c4.8xlarge"
"g2.2xlarge"
"g2.8xlarge"
"r3.large"
"r3.xlarge"
"r3.2xlarge"
"r3.4xlarge"
"r3.8xlarge"
"i2.xlarge"
"i2.2xlarge"
"i2.4xlarge"
"i2.8xlarge"
"d2.xlarge"
"d2.2xlarge"
"d2.4xlarge"
"d2.8xlarge"
"hi1.4xlarge"
"hs1.8xlarge"
"cr1.8xlarge"
"cc2.8xlarge"
},

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"
"Arch"

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVMG2"
"HVMG2"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"
"HVM64"

"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64"
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64"
"us-west-1"
: {"HVM64"
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64"
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64"
"eu-west-3"
: {"HVM64"
"eu-central-1"
: {"HVM64"
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64"
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64"
"ap-northeast-3"
: {"HVM64"
"ap-southeast-1"
: {"HVM64"
"ami-0be9df32ae9f92309"},

},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
},
}

: "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
: "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
: "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
: "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
: "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
: "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
: "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
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"ap-southeast-2"
:
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
:
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
:
"ca-central-1"
:
"sa-east-1"
:
"cn-north-1"
:
"cn-northwest-1"
:
}
},

{"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"

:
:
:
:
:

"ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" }
}
},
"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" : 80, "CidrIp" : "0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" : 22, "CidrIp" : { "Ref" :
"SSHLocation"}}
]
}
}
},
"Outputs" : {
"WebsiteURL" : {
"Description" : "URL for newly created LAMP stack",
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "WebServerInstance",
"PublicDnsName" ]}]] }
}
}

}

Amazon EC2 インスタンスおよびセキュリティグループに加えて、インスタンスタイプ、SSH アクセスに
使用する Amazon EC2 キーペア、およびインスタンスへの SSH 接続に使用できる IP アドレス範囲を指
定するための 3 つの入力パラメータを作成します。Mapping セクションでは、CloudFormation がスタッ
クのリージョンと Amazon EC2 インスタンスタイプに対して正しい AMI ID を使用するように指定できま
す。最後に、ウェブサーバーのパブリック URL が出力セクションに出力されます。

基本的な Amazon EC2 インスタンス
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: >AWS CloudFormation sample template LAMP_Single_Instance: Create a LAMP stack
using a single EC2 instance and a local MySQL database for storage. This
template demonstrates using the AWS CloudFormation bootstrap scripts to
install the packages and files necessary to deploy the Apache web server, PHP,
and MySQL at instance launch time. **WARNING** This template creates an Amazon
EC2 instance. You will be billed for the AWS resources used if you create a
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stack from this template.
Parameters:
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
ConstraintDescription: Can contain only ASCII characters.
InstanceType:
Description: WebServer EC2 instance type
Type: String
Default: t2.small
AllowedValues:
- t1.micro
- t2.nano
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m1.small
- m1.medium
- m1.large
- m1.xlarge
- m2.xlarge
- m2.2xlarge
- m2.4xlarge
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- c1.medium
- c1.xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge
- g2.2xlarge
- g2.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
- r3.2xlarge
- r3.4xlarge
- r3.8xlarge
- i2.xlarge
- i2.2xlarge
- i2.4xlarge
- i2.8xlarge
- d2.xlarge
- d2.2xlarge
- d2.4xlarge
- d2.8xlarge
- hi1.4xlarge
- hs1.8xlarge
- cr1.8xlarge
- cc2.8xlarge
- cg1.4xlarge
ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type.
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SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: '(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})'
ConstraintDescription: Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x
Mappings:
AWSInstanceType2Arch:
t1.micro:
Arch: HVM64
t2.nano:
Arch: HVM64
t2.micro:
Arch: HVM64
t2.small:
Arch: HVM64
t2.medium:
Arch: HVM64
t2.large:
Arch: HVM64
m1.small:
Arch: HVM64
m1.medium:
Arch: HVM64
m1.large:
Arch: HVM64
m1.xlarge:
Arch: HVM64
m2.xlarge:
Arch: HVM64
m2.2xlarge:
Arch: HVM64
m2.4xlarge:
Arch: HVM64
m3.medium:
Arch: HVM64
m3.large:
Arch: HVM64
m3.xlarge:
Arch: HVM64
m3.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.large:
Arch: HVM64
m4.xlarge:
Arch: HVM64
m4.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.4xlarge:
Arch: HVM64
m4.10xlarge:
Arch: HVM64
c1.medium:
Arch: HVM64
c1.xlarge:
Arch: HVM64
c3.large:
Arch: HVM64
c3.xlarge:
Arch: HVM64
c3.2xlarge:
Arch: HVM64
c3.4xlarge:
Arch: HVM64
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c3.8xlarge:
Arch: HVM64
c4.large:
Arch: HVM64
c4.xlarge:
Arch: HVM64
c4.2xlarge:
Arch: HVM64
c4.4xlarge:
Arch: HVM64
c4.8xlarge:
Arch: HVM64
g2.2xlarge:
Arch: HVMG2
g2.8xlarge:
Arch: HVMG2
r3.large:
Arch: HVM64
r3.xlarge:
Arch: HVM64
r3.2xlarge:
Arch: HVM64
r3.4xlarge:
Arch: HVM64
r3.8xlarge:
Arch: HVM64
i2.xlarge:
Arch: HVM64
i2.2xlarge:
Arch: HVM64
i2.4xlarge:
Arch: HVM64
i2.8xlarge:
Arch: HVM64
d2.xlarge:
Arch: HVM64
d2.2xlarge:
Arch: HVM64
d2.4xlarge:
Arch: HVM64
d2.8xlarge:
Arch: HVM64
hi1.4xlarge:
Arch: HVM64
hs1.8xlarge:
Arch: HVM64
cr1.8xlarge:
Arch: HVM64
cc2.8xlarge:
Arch: HVM64
AWSRegionArch2AMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-2:
HVM64: ami-a0cfeed8
HVMG2: ami-0e09505bc235aa82d
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
eu-west-2:
HVM64: ami-f976839e
HVMG2: NOT_SUPPORTED
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eu-west-3:
HVM64: ami-0ebc281c20e89ba4b
HVMG2: NOT_SUPPORTED
eu-central-1:
HVM64: ami-0233214e13e500f77
HVMG2: ami-06223d46a6d0661c7
ap-northeast-1:
HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-northeast-2:
HVM64: ami-0a10b2721688ce9d2
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-northeast-3:
HVM64: ami-0d98120a9fb693f07
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309
ap-southeast-2:
HVM64: ami-09b42976632b27e9b
HVMG2: ami-0a9ce9fecc3d1daf8
ap-south-1:
HVM64: ami-0912f71e06545ad88
HVMG2: ami-097b15e89dbdcfcf4
us-east-2:
HVM64: ami-0b59bfac6be064b78
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ca-central-1:
HVM64: ami-0b18956f
HVMG2: NOT_SUPPORTED
sa-east-1:
HVM64: ami-07b14488da8ea02a0
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-north-1:
HVM64: ami-0a4eaf6c4454eda75
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-northwest-1:
HVM64: ami-6b6a7d09
HVMG2: NOT_SUPPORTED
Resources:
WebServerInstance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageId: !FindInMap
- AWSRegionArch2AMI
- !Ref 'AWS::Region'
- !FindInMap
- AWSInstanceType2Arch
- !Ref InstanceType
- Arch
InstanceType: !Ref InstanceType
SecurityGroups:
- !Ref WebServerSecurityGroup
KeyName: !Ref KeyName
WebServerSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable HTTP access via port 80
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
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CidrIp: !Ref SSHLocation
Outputs:
WebsiteURL:
Description: URL for newly created LAMP stack
Value: !Join
- ''
- - 'http://'
- !GetAtt
- WebServerInstance
- PublicDnsName

LAMP インストール
自動的に Apache、MySQL、PHP をインストールするには、上記の基本的な Amazon EC2 テンプレート
を土台にします。アプリケーションをインストールするには、UserData プロパティと Metadata プロパ
ティを追加します。ただし、アプリケーションの設定や起動が行われるのは、次のセクションに到達して
からです。
以下の例では、簡潔にするため、省略符号 (...) が付いているセクションは省略されています。テンプ
レートに追加された部分は、赤い斜体文字で示されています。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template LAMP_Install_Only: ...",
"Parameters" : {
"KeyName" : { ... },
"InstanceType" : { ...

},

"Mappings" : { ... },
"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"Comment1" : "Configure the bootstrap helpers to install the Apache Web Server and
PHP",
"Comment2" : "Save website content to /var/www/html/index.php",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"Install" : [ "Install" ]
},
"Install" : {
"packages" : {
"yum" : {
"mysql"
"mysql-server"
"mysql-libs"
"httpd"
"php"
"php-mysql"
}
},

:
:
:
:
:
:

[],
[],
[],
[],
[],
[]

"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : [ "", [
"<html>\n",
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" <head>\n",
"
<title>AWS CloudFormation PHP Sample</title>\n",
"
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
charset=ISO-8859-1\">\n",
" </head>\n",
" <body>\n",
"
<h1>Welcome to the AWS CloudFormation PHP Sample</h1>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
// Print out the current data and time\n",
"
print \"The Current Date and Time is: <br/>\";\n",
"
print date(\"g:i A l, F j Y.\");\n",
"
?>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
// Setup a handle for CURL\n",
"
$curl_handle=curl_init();\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);\n",
"
// Get the hostname of the instance from the instance metadata\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,'http://169.254.169.254/
latest/meta-data/public-hostname');\n",
"
$hostname = curl_exec($curl_handle);\n",
"
if (empty($hostname))\n",
"
{\n",
"
print \"Sorry, for some reason, we got no hostname back <br />
\";\n",
"
}\n",
"
else\n",
"
{\n",
"
print \"Server = \" . $hostname . \"<br />\";\n",
"
}\n",
"
// Get the instance-id of the instance from the instance metadata
\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,'http://169.254.169.254/
latest/meta-data/instance-id');\n",
"
$instanceid = curl_exec($curl_handle);\n",
"
if (empty($instanceid))\n",
"
{\n",
"
print \"Sorry, for some reason, we got no instance id back <br /
>\";\n",
"
}\n",
"
else\n",
"
{\n",
"
print \"EC2 instance-id = \" . $instanceid . \"<br />\";\n",
"
}\n",
"
$Database
= \"", {"Ref" : "DBName"}, "\";\n",
"
$DBUser
= \"", {"Ref" : "DBUsername"}, "\";\n",
"
$DBPassword = \"", {"Ref" : "DBPassword"}, "\";\n",
"
print \"Database = \" . $Database . \"<br />\";\n",
"
$dbconnection = mysql_connect('localhost', $DBUser, $DBPassword,
$Database)\n",
"
or die(\"Could not connect: \" . mysql_error());
\n",
"
print (\"Connected to $Database successfully\");\n",
"
mysql_close($dbconnection);\n",
"
?>\n",
"
<h2>PHP Information</h2>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
phpinfo();\n",
"
?>\n",
" </body>\n",
"</html>\n"
]]},
"mode" : "000600",
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"owner" : "apache",
"group" : "apache"

}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" }
}
}

}
},
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",

]]}}
}
},

"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets Install ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

"WebServerSecurityGroup" : { ...

},
}

}

"Outputs" : { ... }

UserData プロパティにより、2 つのシェルコマンドが実行され、CloudFormation ヘルパース
クリプトがインストールされた後、cfn-init (p. 6712) ヘルパースクリプトが実行されます。ヘ
ルパースクリプトは定期的に更新されるため、yum install -y aws-cfn-bootstrap コマ
ンドを実行することで、確実に最新のヘルパースクリプトを取得できます。cfn-init を実行する
と、AWS::CloudFormation::Init (p. 272) リソースからメタデータが読み込まれます。こ
れは、cfn-init によって実行されるアクションが記述されたものです。たとえば、cfn-init および
AWS::CloudFormation::Init を使用して、パッケージのインストール、ディスクへのファイルの書き
込み、またはサービスの起動を実行できます。ここでは、cfn-init によって、リストされているパッケージ
(httpd、mysql、php) がインストールされ、/var/www/html/index.php ファイル (サンプルの PHP ア
プリケーション) が作成されます。

LAMP 構成
Linux、Apache、MySQL、PHP をインストールするテンプレートを作成したの
で、Apache、MySQL、PHP を自動的に設定および実行するようにテンプレートを拡張する必要がありま
す。以下の例は、Parameters セクション、AWS::CloudFormation::Init リソース、UserData プ
ロパティを拡張して設定を完了します。前出のテンプレートと同様、簡潔にするため、省略符号 (...) が付
いているセクションは省略されています。テンプレートに追加された部分は、赤い斜体文字で示されてい
ます。
例では、NoEcho プロパティを true に設定して DBUsername および DBPassword パラメータを定義し
ています。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイベントを
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記述するすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメータ値を返します。
ただし、以下に指定された場所に保存されている情報は除きます。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template LAMP_Single_Instance: Create a LAMP
stack using a single EC2 instance and a local MySQL database for storage. This template
demonstrates using the AWS CloudFormation bootstrap scripts to install the packages and
files necessary to deploy the Apache web server, PHP and MySQL at instance launch time.
**WARNING** This template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"KeyName" : { ...

},

"DBName": {
"Default": "MyDatabase",
"Description" : "MySQL database name",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters"
},
"DBUsername": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "Username for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters"
},
"DBPassword": {
"NoEcho": "true",
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"Description" : "Password for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must contain only alphanumeric characters"
},
"DBRootPassword": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "Root password for MySQL",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must contain only alphanumeric characters"
},
"InstanceType" : { ...

}

},
"Mappings" : {
...
},
"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"Comment1" : "Configure the bootstrap helpers to install the Apache Web Server and
PHP",
"Comment2" : "Save website content to /var/www/html/index.php",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"InstallAndRun" : [ "Install", "Configure" ]
},
"Install" : {
"packages" : {
"yum" : {
"mysql"
"mysql-server"
"mysql-libs"
"httpd"
"php"
"php-mysql"
}
},

:
:
:
:
:
:

[],
[],
[],
[],
[],
[]

"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { ... },
"mode" : "000600",
"owner" : "apache",
"group" : "apache"
},
"/tmp/setup.mysql" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"CREATE DATABASE ", { "Ref" : "DBName" }, ";\n",
"GRANT ALL ON ", { "Ref" : "DBName" }, ".* TO '", { "Ref" :
"DBUsername" }, "'@localhost IDENTIFIED BY '", { "Ref" : "DBPassword" }, "';\n"
]]},
"mode" : "000400",
"owner" : "root",
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"group" : "root"
},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackId" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.WebServerInstance.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"mysqld" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true" },
"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning" : "true",
"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf", "/etc/cfn/hooks.d/cfnauto-reloader.conf"]}
}
}
},
"Configure" : {
"commands" : {
"01_set_mysql_root_password" : {
"command" : { "Fn::Join" : ["", ["mysqladmin -u root password '", { "Ref" :
"DBRootPassword" }, "'"]]},
"test" : { "Fn::Join" : ["", ["$(mysql ", { "Ref" : "DBUsername" }, " -u
root --password='", { "Ref" : "DBRootPassword" }, "' >/dev/null 2>&1 </dev/null); (( $? !=
0 ))"]]}
},
"02_create_database" : {
"command" : { "Fn::Join" : ["", ["mysql -u root --password='", { "Ref" :
"DBRootPassword" }, "' < /tmp/setup.mysql"]]},
"test" : { "Fn::Join" : ["", ["$(mysql ", { "Ref" : "DBUsername" }, " -u
root --password='", { "Ref" : "DBRootPassword" }, "' >/dev/null 2>&1 </dev/null); (( $? !=
0 ))"]]}
}
}
}
}
},
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
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"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",

]]}}
}
},

"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

"WebServerSecurityGroup" : { ... }

},
}

"Outputs" : { ... }

この例では、データベース名、ユーザー名、パスワード、ルートパスワードなど、MySQL データベー
スを設定するための情報を取得するために、パラメーターが追加されています。これらのパラメータに
は、CloudFormation によってスタックの作成が開始される前に不適切にフォーマットされた値を検出する
制約が含まれています。
AWS::CloudFormation::Init リソースには、データベース名、ユーザー名、およびパスワードを含
む MySQL セットアップファイルを追加しました。この例では、さらに services プロパティを追加し
て、httpd および mysqld サービスが実行され (ensureRunning を true に設定)、インスタンスが再起動
された場合にはサービスが再開されるように (enabled を true に設定) します。また、cfn-hup (p. 6722)
ヘルパースクリプトも含めることもお勧めします。これにより、スタックテンプレートを更新すること
で、実行中のインスタンスの設定を更新できるからです。たとえば、サンプル PHP アプリケーションを変
更してから、スタックの更新を実行することで、変更をデプロイすることができます。
この例では、インストールの完了後に MySQL コマンドを実行するために、コマンド実行用の別の設定
セットを追加しています。設定セットは、特定の順序で実行しなければならない一連の作業がある場合に
役立ちます。この例では、最初に Install 設定セットを実行してから、Configure 設定セットを実行し
ます。Configure 設定セットはデータベースのルートパスワードを指定してから、データベースを作成
します。コマンドセクションのコマンドはコマンド名によってアルファベット順に処理されるので、この
例では、各コマンド名の先頭に実行順序を示す番号を追加しています。

CreationPolicy 属性
最後に、すべてのスタックリソースが作成された後ではなく、すべてのサービス (Apache や MySQL など)
が実行された後で初めて、CloudFormation に対してスタックの作成を完了するように指示する方法が必要
になります。つまり、前のセクションのテンプレートを使用してスタックを起動すると、CloudFormation
はすべてのリソースを正常に作成した後で、スタックのステータスを CREATE_COMPLETE に設定しま
す。ただし、1 つ以上のサービスが起動されなかった場合でも、CloudFormation はスタックのステータ
スを CREATE_COMPLETE に設定します。すべてのサービスが正常に起動されてから初めてステータスを
CREATE_COMPLETE に変更させるには、インスタンスに CreationPolicy (p. 6628) 属性を追加します。こ
の属性により、CloudFormation が必要な数の成功シグナルを受け取るか、タイムアウト期間が経過するま
で、インスタンスのステータスは CREATE_IN_PROGRESS のままになるので、インスタンスが正常に作成
されるタイミングを制御できます。
以下の例では、Amazon EC2 インスタンスに作成ポリシーが追加されています。これにより、cfn-init はス
タックの作成が完了する前に LAMP のインストールと設定を完了させます。この例では、作成ポリシーと
同時に cfn-signal (p. 6715) ヘルパースクリプトを実行し、すべてのアプリケーションがインストールおよ
び設定された場合に CloudFormation がシグナルを受け取るようにします。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
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"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template LAMP_Single_Instance: ...",
"Parameters" : { ... },
"Mappings" : { ... },
"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : { ... },
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum update aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

]]}}
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT5M"
}
}
},

"WebServerSecurityGroup" : { ...
}

},

}

"Outputs" : {
"WebsiteURL" : { ...
}
}

作成ポリシーの属性には ISO 8601 の形式を使用して、5 分のタイムアウト期間を定義します。また、設定
完了を待機しているインスタンスは 1 つであるため、待機する成功シグナル数はデフォルトの 1 です。
テンプレートの UserData プロパティでは cfn-signal スクリプトが実行され、すべてのサービスが正常
に設定および起動された場合には、終了コードに基づいて成功シグナルが送信されるようになっていま
す。cfn-signal スクリプトを使用する際には、シグナル対象のスタック IDまたはスタック名、およびリ
ソースの論理 ID を指定する必要があります。設定が失敗すると、cfn-signal は失敗シグナルを送信し、リ
ソースの作成が失敗したことになります。タイムアウト期間内に CloudFormation が成功シグナルを受信
しない場合、リソースの作成も失敗します。
以下の例は、最終的に完成したテンプレートを示しています。
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テンプレートは、次の場所でも確認できます。
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/LAMP_Single_Instance.template
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template LAMP_Single_Instance: Create a LAMP
stack using a single EC2 instance and a local MySQL database for storage. This template
demonstrates using the AWS CloudFormation bootstrap scripts to install the packages and
files necessary to deploy the Apache web server, PHP and MySQL at instance launch time.
**WARNING** This template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"KeyName": {
"Description" : "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "Can contain only ASCII characters."
},
"DBName": {
"Default": "MyDatabase",
"Description" : "MySQL database name",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters"
},
"DBUsername": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "User name for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters"
},
"DBPassword": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "Password for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must contain only alphanumeric characters"
},
"DBRootPassword": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "Root password for MySQL",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "Must contain only alphanumeric characters"
},
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"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"
],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
},
"SSHLocation" : {
"Description" : "The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
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}

"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x"

},

"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.nano"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m3.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.10xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"g2.2xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"g2.8xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"r3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"i2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"d2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hi1.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hs1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cr1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cc2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" }
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
"ami-0a584ac55a7631c0c"},

API バージョン 2010-05-15
432

AWS CloudFormation ユーザーガイド
アプリケーションをデプロイする
"us-west-2"
:
"us-west-1"
:
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
:
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
:
"eu-west-3"
:
"eu-central-1"
:
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
:
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
:
"ap-northeast-3"
:
"ap-southeast-1"
:
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
:
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
:
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
:
"ca-central-1"
:
"sa-east-1"
:
"cn-north-1"
:
"cn-northwest-1"
:
}

{"HVM64" : "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
{"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
{"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
{"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"
{"HVM64"

:
:
:
:
:

"ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

},
"Resources" : {
"WebServerInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"InstallAndRun" : [ "Install", "Configure" ]
},
"Install" : {
"packages" : {
"yum" : {
"mysql"
"mysql-server"
"mysql-libs"
"httpd"
"php"
"php-mysql"
}
},

:
:
:
:
:
:

[],
[],
[],
[],
[],
[]

"files" : {
"/var/www/html/index.php" : {
"content" : { "Fn::Join" : [ "", [
"<html>\n",
" <head>\n",
"
<title>AWS CloudFormation PHP Sample</title>\n",
"
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
charset=ISO-8859-1\">\n",
" </head>\n",
" <body>\n",
"
<h1>Welcome to the AWS CloudFormation PHP Sample</h1>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
// Print out the current data and time\n",
"
print \"The Current Date and Time is: <br/>\";\n",
"
print date(\"g:i A l, F j Y.\");\n",
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"
?>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
// Setup a handle for CURL\n",
"
$curl_handle=curl_init();\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);\n",
"
// Get the hostname of the intance from the instance metadata\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,'http://169.254.169.254/
latest/meta-data/public-hostname');\n",
"
$hostname = curl_exec($curl_handle);\n",
"
if (empty($hostname))\n",
"
{\n",
"
print \"Sorry, for some reason, we got no hostname back <br />
\";\n",
"
}\n",
"
else\n",
"
{\n",
"
print \"Server = \" . $hostname . \"<br />\";\n",
"
}\n",
"
// Get the instance-id of the intance from the instance metadata
\n",
"
curl_setopt($curl_handle,CURLOPT_URL,'http://169.254.169.254/
latest/meta-data/instance-id');\n",
"
$instanceid = curl_exec($curl_handle);\n",
"
if (empty($instanceid))\n",
"
{\n",
"
print \"Sorry, for some reason, we got no instance id back <br /
>\";\n",
"
}\n",
"
else\n",
"
{\n",
"
print \"EC2 instance-id = \" . $instanceid . \"<br />\";\n",
"
}\n",
"
$Database
= \"", {"Ref" : "DBName"}, "\";\n",
"
$DBUser
= \"", {"Ref" : "DBUsername"}, "\";\n",
"
$DBPassword = \"", {"Ref" : "DBPassword"}, "\";\n",
"
print \"Database = \" . $Database . \"<br />\";\n",
"
$dbconnection = mysql_connect('localhost', $DBUser, $DBPassword,
$Database)\n",
"
or die(\"Could not connect: \" . mysql_error());
\n",
"
print (\"Connected to $Database successfully\");\n",
"
mysql_close($dbconnection);\n",
"
?>\n",
"
<h2>PHP Information</h2>\n",
"
<p/>\n",
"
<?php\n",
"
phpinfo();\n",
"
?>\n",
" </body>\n",
"</html>\n"
]]},
"mode" : "000600",
"owner" : "apache",
"group" : "apache"
},
"/tmp/setup.mysql" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"CREATE DATABASE ", { "Ref" : "DBName" }, ";\n",
"GRANT ALL ON ", { "Ref" : "DBName" }, ".* TO '", { "Ref" :
"DBUsername" }, "'@localhost IDENTIFIED BY '", { "Ref" : "DBPassword" }, "';\n"
]]},
"mode" : "000400",
"owner" : "root",
"group" : "root"
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},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf" : {
"content" : { "Fn::Join" : ["", [
"[main]\n",
"stack=", { "Ref" : "AWS::StackId" }, "\n",
"region=", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]},
"mode"
: "000400",
"owner"
: "root",
"group"
: "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf" : {
"content": { "Fn::Join" : ["", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.WebServerInstance.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]}
}
},
"services" : {
"sysvinit" : {
"mysqld" : { "enabled" : "true", "ensureRunning"
"httpd"
: { "enabled" : "true", "ensureRunning"
"cfn-hup" : { "enabled" : "true", "ensureRunning"
"files" : ["/etc/cfn/cfn-hup.conf",
auto-reloader.conf"]}
}
}
},

: "true" },
: "true" },
: "true",
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-

"Configure" : {
"commands" : {
"01_set_mysql_root_password" : {
"command" : { "Fn::Join" : ["", ["mysqladmin -u root password '", { "Ref" :
"DBRootPassword" }, "'"]]},
"test" : { "Fn::Join" : ["", ["$(mysql ", { "Ref" : "DBUsername" }, " -u
root --password='", { "Ref" : "DBRootPassword" }, "' >/dev/null 2>&1 </dev/null); (( $? !=
0 ))"]]}
},
"02_create_database" : {
"command" : { "Fn::Join" : ["", ["mysql -u root --password='", { "Ref" :
"DBRootPassword" }, "' < /tmp/setup.mysql"]]},
"test" : { "Fn::Join" : ["", ["$(mysql ", { "Ref" : "DBUsername" }, " -u
root --password='", { "Ref" : "DBRootPassword" }, "' >/dev/null 2>&1 </dev/null); (( $? !=
0 ))"]]}
}
}
}
}
},
"Properties": {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [ {"Ref" : "WebServerSecurityGroup"} ],
"KeyName"
: { "Ref" : "KeyName" },
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
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"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

]]}}
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT5M"
}
}
},

"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80", "CidrIp" :
"0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" : "22", "CidrIp" : { "Ref" :
"SSHLocation"}}
]
}
}
},
"Outputs" : {
"WebsiteURL" : {
"Description" : "URL for newly created LAMP stack",
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "WebServerInstance",
"PublicDnsName" ]}]] }
}
}

}

テンプレートでの待機条件の作成
Important
Amazon EC2 および Auto Scaling リソースについては、待機条件ではなく CreationPolicy 属性を
使用することをお勧めします。CreationPolicy 属性をこれらのリソースに追加し、インスタンス
作成プロセスが正常に完了したときにシグナルを送信するために cfn-signal ヘルパースクリプト
を使用します。
詳細については、「CreationPolicy (p. 6628)」または「AWS CloudFormation による Amazon
EC2 へのアプリケーションのデプロイ (p. 413)」を参照してください。
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle リソースと CreationPolicy (p. 6628) 属性を使用して、次の
操作を実行できます。
• スタックリソースの作成をスタック作成以外の設定操作とコーディネートする
• 設定プロセスのステータスを追跡する
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たとえば、アプリケーション設定の一部が完了した後に別のリソースの作成を開始したり、インストール
および設定プロセス中にシグナルを送信して進行状況を追跡できます。

待機条件ハンドルの使用
Note
VPC エンドポイント機能を使用する場合、待機条件に応答する VPC のリソースには、AWS
CloudFormation 固有の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのアクセス権が
必要です。リソースは、署名付き Amazon S3 URL に応答する待機条件を送信する必要がありま
す。Amazon S3 に応答を送信できない場合、AWS CloudFormation は応答を受信せず、スタック
オペレーションは失敗となります。詳細については、「AWS CloudFormation の VPC エンドポイ
ントの設定 (p. 14)」と「Amazon S3 の VPC エンドポイント用のバケットポリシーの例」を参照
してください。
待機条件および待機条件ハンドルを使用して、AWS CloudFormation にスタックの作成を一時停止させ、
シグナルを待ってから作成を続行させることができます。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの作成を
完了させる前に、その Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションをダウンロードおよび設定する場合
があります。
次のリストは、待機条件ハンドルを伴う待機条件の動作の概要を示します。
• AWS CloudFormation は、他のリソースと同じように待機条件を作成します。AWS CloudFormation
は、待機条件を作成するときに待機条件のステータスを CREATE_IN_PROGRESS としてレポートし、
必要な数の成功シグナルを受信するか、待機条件のタイムアウト期間が経過するまで待機します。AWS
CloudFormation が、タイムアウト期間が経過する前に必要な数の成功シグナルを受け取った場合は、ス
タックの作成が続行されます。そうでない場合は、待機条件のステータスが CREATE_FAILED に設定さ
れ、スタックがロールバックされます。
• Timeout プロパティは、必要な数の成功シグナルを AWS CloudFormation が待機する期間を決定しま
す。Timeout は、最小許容プロパティです。つまり、タイムアウトは、指定した時間の経過直後に発生
しますが、間を置いて発生する可能性があります。指定できる最大時間は 43,200 秒 (12 時間) です。
• 通常、待機条件は特定のリソース (Amazon EC2 インスタンス、RDS DB インスタンス、Auto Scaling
グループなど) の作成直後に開始されることが望まれます。そのためには、待機条件に DependsOn 属
性 (p. 6633)を追加します。待機条件に DependsOn 属性を追加するときに、特定のリソースの作成
が完了した後にだけ待機条件が作成されるように指定します。待機条件が作成されるときに、AWS
CloudFormation はタイムアウト期間を開始し、成功シグナルを待機します。
• 他のリソースの DependsOn 属性も使用できます。たとえば、RDS DB インスタンスが作成され、その
DB インスタンス上のデータベースが設定されてから、そのデータベースを使用する EC2 インスタンス
を作成したい場合があります。この場合は、DB インスタンスを指定する DependsOn 属性を持つ待機条
件を作成し、待機条件を指定する DependsOn 属性を持つ EC2 インスタンスリソースを作成します。そ
うすることで、EC2 インスタンスは、DB インスタンスと待機条件の完了直後にのみ作成されるように
なります。
• AWS CloudFormation は、スタックの作成を続行して待機条件のステータスを CREATE_COMPLETE に
設定する前に、待機条件に対する指定された回数の成功シグナルを受信する必要があります。待機条件
の Count プロパティは、成功シグナルの数を指定します。何も設定されていない場合、デフォルトは 1
です。
• 待機条件には、シグナリングメカニズムとして使用される署名済み URL をセットアップするための
待機条件ハンドルが必要です。署名済み URL を使用すると、自分の AWS 認証情報を指定せずにシグ
ナルを送信できます。この署名済み URL を使用して、成功または失敗のシグナルを送信します。これ
は、JSON ステートメントにカプセル化されます。その JSON ステートメントの形式については、「待
機条件シグナルの JSON 形式 (p. 439)」を参照してください。
• 待機条件が、タイムアウト期間が経過する前に必要な数 (Count プロパティで定義) の成功シグナルを受
信した場合、AWS CloudFormation は待機シグナルを CREATE_COMPLETE としてマークし、スタック
の作成を続行します。そうでない場合、AWS CloudFormation は待機条件を失敗させ、スタックをロー
ルバックします (例えば、必要な成功シグナルを受信せずにタイムアウト期間が経過したり、失敗シグ
ナルを受信したりした場合)。
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スタックで待機条件を使用するには:
1.

スタックのテンプレートで AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle リソースを宣言します。待
機条件ハンドルには、プロパティがありません。ただし、WaitConditionHandle リソースへの参照
は、WaitCondition に成功または失敗のシグナルを送信するために使用できる署名済み URL に解決さ
れます。以下に例を示します。
"myWaitHandle" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle",
"Properties" : {
}
}

2.

スタックのテンプレートで AWS::CloudFormation::WaitCondition リソースを宣言しま
す。WaitCondition リソースには、2 つの必須プロパティがあります。Handle はテンプレートで宣言
されている WaitConditionHandle への参照で、Timeout は AWS CloudFormation が待機する秒数で
す。オプションで、Count プロパティを設定できます。このプロパティは、AWS CloudFormation が
スタックの作成を再開するために待機条件が受信しなければならない成功シグナルの数を決定しま
す。
待機条件がいつトリガーされるかを制御するには、待機条件の DependsOn 属性を設定しま
す。DependsOn 句は、リソースを待機条件に関連付けます。AWS CloudFormation は、DependsOn
リソースの作成後、次のいずれかのイベントが発生するまでスタックリソースの作成をブロックしま
す。a) タイムアウト期間が経過した、b) 必要な数の成功シグナルを受信した、c) 失敗シグナルを受信
した。
以下の待機条件の例は、Ec2Instance リソースの作成が成功した後に開始され、myWaitHandle リソー
スを WaitConditionHandle として使用します。タイムアウトは 4500 秒で、デフォルト数は 1 です
(Count プロパティが指定されていないため)。
"myWaitCondition" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"DependsOn" : "Ec2Instance",
"Properties" : {
"Handle" : { "Ref" : "myWaitHandle" },
"Timeout" : "4500"
}
}

3.

シグナル送信に使用する署名済み URL を取得します。
テンプレートで署名済み URL を取得するには、Ref 組み込み関数に
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle リソースの論理名を渡します。たとえ
ば、AWS::EC2::Instance リソースの UserData プロパティを使用して、署名済み URL を Amazon
EC2 インスタンスに渡すと、そのインスタンスで実行されているスクリプトまたはアプリケーション
が成功または失敗のシグナルを AWS CloudFormation に送信できます。
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ "", ["SignalURL=", { "Ref" : "myWaitHandle" } ] ]
}
}

注: AWS Management Console または AWS CloudFormation コマンドラインツールでは、署名済み
URL は待機条件ハンドルリソースの物理 ID として表示されます。
4.

スタックがいつ待機条件に入るかを検出する方法を選択します。
通知を有効にしてスタックを作成した場合、AWS CloudFormation はすべてのスタックイベントの通
知を指定のトピックに発行します。ユーザーまたはアプリケーションがそのトピックにサブスクライ
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ブしている場合は、待機条件ハンドル作成イベントの通知を監視し、通知メッセージから署名済み
URL を取得できます。

5.

AWS Management Console、AWS CloudFormation コマンドラインツール、または AWS
CloudFormation API を使用して、スタックのイベントをモニタリングすることもできます。
署名済み URL を使用して、成功または失敗のシグナルを送信します。
シグナルを送信するには、署名済み URL を使用して HTTP リクエストメッセージを送信します。リ
クエスト方法は PUT である必要があります。Content-Type ヘッダーは空の文字列であるか省略され
る必要があります。リクエストメッセージは、「待機条件シグナルの JSON 形式 (p. 439)」で指定
されている形式の JSON 構造である必要があります。
AWS CloudFormation によってスタックの作成が続行されるようにするには、Count プロパティで指
定された数の成功シグナルを送信する必要があります。Count が 1 より大きい場合、各シグナルの
UniqueId 値は、特定の待機条件に送信されるすべてのシグナルにわたって一意である必要がありま
す。UniqueId は任意の英数字の文字列です。
Curl コマンドは、シグナルを送信する方法の 1 つです。次の例は、待機条件に成功のシグナルを送信
する Curl コマンドラインを示しています。
curl -T /tmp/a "https://cloudformation-waitcondition-test.s3.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-2%3A034017226601%3Astack
%2Fstack-gosar-20110427004224-test-stack-with-WaitCondition--VEYW
%2Fe498ce60-70a1-11e0-81a7-5081d0136786%2FmyWaitConditionHandle?
Expires=1303976584&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=ik1twT6hpS4cgNAw7wyOoRejVoo
%3D"

ファイル /tmp/a には、次の JSON 構造が格納されます。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"Reason" : "Configuration Complete",
"UniqueId" : "ID1234",
"Data" : "Application has completed configuration."

この例は、同じ成功のシグナルを送信する Curl コマンドラインを示していますが、コマンドラインの
パラメータとして JSON 構造を送信している点が異なります。
curl -X PUT -H 'Content-Type:' --data-binary '{"Status" : "SUCCESS","Reason" :
"Configuration Complete","UniqueId" : "ID1234","Data" : "Application
has completed configuration."}' "https://cloudformation-waitconditiontest.s3.amazonaws.com/arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-2%3A034017226601%3Astack
%2Fstack-gosar-20110427004224-test-stack-with-WaitCondition--VEYW
%2Fe498ce60-70a1-11e0-81a7-5081d0136786%2FmyWaitConditionHandle?
Expires=1303976584&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=ik1twT6hpS4cgNAw7wyOoRejVoo
%3D"

待機条件シグナルの JSON 形式
待機条件にシグナルを送信する場合は、以下の JSON 形式を使用する必要があります。
{

"Status" : "StatusValue",
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}

"UniqueId" : "Some UniqueId",
"Data" : "Some Data",
"Reason" : "Some Reason"

各パラメータの意味は次のとおりです。
StatusValue は、以下のいずれかの値である必要があります。
• SUCCESS は成功のシグナルを示します。
• FAILURE は失敗のシグナルを示しており、失敗した待機条件およびスタックのロールバックをトリガー
します。
UniqueId は AWS CloudFormation に対してシグナルを識別します。待機条件の Count プロパティが 1 よ
り大きい場合、UniqueId 値は特定の待機条件に送信されるすべてのシグナルにわたって一意でなければな
りません。そうでない場合、AWS CloudFormation は同じ UniqueId のシグナルを以前に送信されたものの
再送信であると見なして、そのシグナルを無視します。
Data は、シグナルとともに返送する任意の情報です。Data 値には、テンプレート内で Fn::GetAtt 関
数 (p. 6676)を呼び出すことによってアクセスできます。たとえば、待機条件 mywaitcondition に対して次
の出力値を作成する場合、aws cloudformation describe-stacks コマンド、DescribeStacks アク
ション、または CloudFormation コンソールの [出力] タブを使用して、AWS CloudFormation に送信され
た有効なシグナルによって送信されたデータを表示できます。

"WaitConditionData" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "mywaitcondition", "Data" ]},
"Description" : "The data passed back as part of signalling the WaitCondition"
},

Fn::GetAtt 関数は、JSON 構造内の名前と値のペアとして UniqueId と Data を返します。以下に、上で定
義されている WaitConditionData 出力値によって返される Data 属性の例を示します。
{"Signal1":"Application has completed configuration."}

Reason は、内容に関して JSON コンプライアンス以外の制限がない文字列です。

テンプレートスニペット
このセクションでは、AWS CloudFormation テンプレートの各種構成要素の宣言方法を示した多数のサン
プルシナリオを紹介しています。カスタムテンプレートのセクションを独自に作成する際の参考にしてく
ださい。

Note
AWS CloudFormation テンプレートは、JSON に準拠する関係上、行連結文字に対応していませ
ん。このドキュメントのスニペットでは、行の長さが 80 文字を超えた場合に適宜、改行していま
す。
トピック
• 一般的なテンプレートスニペット (p. 441)
• Auto Scaling テンプレートスニペット (p. 449)
• AWS CloudFormation テンプレートスニペット (p. 465)
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• Amazon CloudFront テンプレートスニペット (p. 470)
• Amazon CloudWatch テンプレートスニペット (p. 476)
• Amazon CloudWatch Logs テンプレートスニペット (p. 481)
• Amazon DynamoDB テンプレートスニペット (p. 507)
• Amazon EC2 テンプレートスニペット (p. 511)
• Amazon Elastic Container Service テンプレートスニペット (p. 527)
• Amazon Elastic File System サンプルテンプレート (p. 544)
• Elastic Beanstalk テンプレートスニペット (p. 561)
• Elastic Load Balancing テンプレートスニペット (p. 564)
• AWS Identity and Access Management テンプレートスニペット (p. 565)
• AWS Lambda テンプレート (p. 578)
• AWS OpsWorks テンプレートスニペット (p. 583)
• Amazon Redshift テンプレートスニペット (p. 588)
• Amazon RDS テンプレートスニペット (p. 595)
• Route 53 テンプレートスニペット (p. 601)
• Amazon S3 テンプレートスニペット (p. 606)
• Amazon SNS テンプレートスニペット (p. 612)
• Amazon SQS テンプレートスニペット (p. 612)

一般的なテンプレートスニペット
次の例では、AWS サービスに固有ではない異なる AWS CloudFormation テンプレートの特徴を示しま
す。
トピック
• UserData プロパティの Base64 エンコード (p. 441)
• AccessKey と SecretKey を含む UserData プロパティの Base64 エンコード (p. 442)
• Parameters セクション (リテラル文字列パラメーターが 1 つ存在) (p. 442)
• Parameters セクション (正規表現制約を設定した文字列パラメーターが存在) (p. 443)
• Parameters セクション (MinValue と MaxValue の制約を持つ数値パラメーターが存在) (p. 443)
• Parameters セクション (AllowedValues 制約を持つ数値パラメーターが存在) (p. 444)
• Parameters セクション (リテラル CommaDelimitedList パラメーターが 1 つ存在) (p. 444)
• Parameters セクション (擬似パラメーターに基づくパラメーター値が存在) (p. 445)
• 3 つのマッピングを持つ Mappings セクション (p. 446)
• リテラル文字列による説明 (p. 447)
• Outputs セクション (リテラル文字列の出力が 1 つ存在) (p. 447)
• Outputs セクション (リソースリファレンスが 1 つ、擬似リファレンス出力が 1 つ存在) (p. 447)
• Outputs セクション (関数、リテラル文字列、リファレンス、擬似パラメーターによる出力) (p. 448)
• テンプレート形式バージョン (p. 448)
• AWS の Tag プロパティ (p. 448)

UserData プロパティの Base64 エンコード
この例では、Fn::Base64 関数と Fn::Join 関数を使用して UserData プロパティを作成していま
す。MyValue と MyName のリファレンスはパラメーターです。これらのパラメーターは、テンプレート
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の Parameters セクションで定義されている必要があります。それらとは別に、リテラル文字列の Hello
World も、UserData の一部として渡しています。

JSON
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ ",", [
{ "Ref" : "MyValue" },
{ "Ref" : "MyName" },
"Hello World" ] ]
}
}

YAML
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
Ref: MyValue
Ref: MyName
Hello World

AccessKey と SecretKey を含む UserData プロパティの Base64
エンコード
この例では、Fn::Base64 関数と Fn::Join 関数を使用して UserData プロパティを作成しています。この
プロパティには、AccessKey と SecretKey の情報が含まれています。AccessKey と SecretKey のリ
ファレンスはパラメーターです。これらのパラメーターは、テンプレートの Parameters セクションで定
義されている必要があります。

JSON
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ "", [
"ACCESS_KEY=", { "Ref" : "AccessKey" },
"SECRET_KEY=", { "Ref" : "SecretKey" } ]
]
}
}

YAML
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
ACCESS_KEY=${AccessKey}
SECRET_KEY=${SecretKey}

Parameters セクション (リテラル文字列パラメーターが 1 つ存
在)
次の例は、String 型パラメーターが 1 つだけ宣言された有効な Parameters セクションの宣言を表して
います。
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JSON
"Parameters" : {
"UserName" : {
"Type" : "String",
"Default" : "nonadmin",
"Description" : "Assume a vanilla user if no command-line spec provided"
}
}

YAML
Parameters:
UserName:
Type: String
Default: nonadmin
Description: Assume a vanilla user if no command-line spec provided

Parameters セクション (正規表現制約を設定した文字列パラメー
ターが存在)
次の例は、String 型パラメーターが 1 つだけ宣言された有効な Parameters セクションの宣言を表して
います。AdminUserAccount パラメーターには、デフォルトとして "admin" が設定されています。このパ
ラメータの値は、長さが 1～16 で、かつアルファベット文字と数字で構成されている必要があります。ま
た、先頭の文字はアルファベット文字である必要があります。

JSON
"Parameters" : {
"AdminUserAccount": {
"Default": "admin",
"NoEcho": "true",
"Description" : "The admin account user name",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*"
}
}

YAML
Parameters:
AdminUserAccount:
Default: admin
NoEcho: true
Description: The admin account user name
Type: String
MinLength: 1
MaxLength: 16
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'

Parameters セクション (MinValue と MaxValue の制約を持つ数
値パラメーターが存在)
次の例は、Number 型パラメーターが 1 つだけ宣言された有効な Parameters セクションの宣言を表して
います。WebServerPort パラメーターはデフォルト値が 80 で、最小値が 1、最大値が 65535 です。
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JSON
"Parameters" : {
"WebServerPort": {
"Default": "80",
"Description" : "TCP/IP port for the web server",
"Type": "Number",
"MinValue": "1",
"MaxValue": "65535"
}
}

YAML
Parameters:
WebServerPort:
Default: 80
Description: TCP/IP port for the web server
Type: Number
MinValue: 1
MaxValue: 65535

Parameters セクション (AllowedValues 制約を持つ数値パラメー
ターが存在)
次の例は、Number 型パラメーターが 1 つだけ宣言された有効な Parameters セクションの宣言を表して
います。WebServerPort パラメーターは、デフォルト値が 80 で、許容される値は 80 と 8888 だけです。

JSON
"Parameters" : {
"WebServerPortLimited": {
"Default": "80",
"Description" : "TCP/IP port for the web server",
"Type": "Number",
"AllowedValues" : ["80", "8888"]
}
}

YAML
Parameters:
WebServerPortLimited:
Default: 80
Description: TCP/IP port for the web server
Type: Number
AllowedValues:
- 80
- 8888

Parameters セクション (リテラル CommaDelimitedList パラメー
ターが 1 つ存在)
次の例は、CommaDelimitedList 型パラメーターが 1 つだけ宣言された有効な Parameters セク
ションの宣言を表しています。NoEcho プロパティは TRUE に設定されます。この場合、その値は aws
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cloudformation describe-stacks 出力でアスタリスク (*****) によってマスクされます。ただし、以
下に指定した場所に保存されている情報は除きます。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。

JSON
"Parameters" : {
"UserRoles" : {
"Type" : "CommaDelimitedList",
"Default" : "guest,newhire",
"NoEcho" : "TRUE"
}
}

YAML
Parameters:
UserRoles:
Type: CommaDelimitedList
Default: "guest,newhire"
NoEcho: true

Parameters セクション (擬似パラメーターに基づくパラメーター
値が存在)
次の例は、擬似パラメーター AWS::StackName および AWS::Region を使用する EC2 ユーザーデータの
コマンドです。擬似パラメーターの詳細については、「擬似パラメータ参照 (p. 6697)」を参照してくださ
い。

JSON
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
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"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfig ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",

}

]]}}

"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerGroup ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

YAML
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
yum update -y aws-cfn-bootstrap
/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource LaunchConfig --region
${AWS::Region}
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource WebServerGroup -region ${AWS::Region}

3 つのマッピングを持つ Mappings セクション
次の例は、3 つのマッピングを含んだ有効な Mappings セクションの宣言を表しています。このマップ
は、Stop、SlowDown、Go の各マッピングキーと比較され、対応する RGBColor 属性に割り当てられた
RGB 値を返します。

JSON
"Mappings" : {
"LightColor" : {
"Stop" : {
"Description" : "red",
"RGBColor" : "RED 255 GREEN 0 BLUE 0"
},
"SlowDown" : {
"Description" : "yellow",
"RGBColor" : "RED 255 GREEN 255 BLUE 0"
},
"Go" : {
"Description" : "green",
"RGBColor" : "RED 0 GREEN 128 BLUE 0"
}
}
}

YAML
Mappings:
LightColor:
Stop:
Description: red
RGBColor: "RED 255 GREEN 0 BLUE 0"
SlowDown:
Description: yellow
RGBColor: "RED 255 GREEN 255 BLUE 0"
Go:
Description: green

API バージョン 2010-05-15
446

AWS CloudFormation ユーザーガイド
全般
RGBColor: "RED 0 GREEN 128 BLUE 0"

リテラル文字列による説明
次の例は、リテラル文字列を値に使用した有効な Description セクションの宣言を表しています。このスニ
ペットは、テンプレート、パラメーター、リソース、プロパティ、出力に使用できます。

JSON
"Description" : "Replace this value"

YAML
Description: "Replace this value"

Outputs セクション (リテラル文字列の出力が 1 つ存在)
この例では、リテラル文字列によって出力の割り当てを行っています。

JSON
"Outputs" : {
"MyPhone" : {
"Value" : "Please call 555-5555",
"Description" : "A random message for aws cloudformation describe-stacks"
}
}

YAML
Outputs:
MyPhone:
Value: Please call 555-5555
Description: A random message for aws cloudformation describe-stacks

Outputs セクション (リソースリファレンスが 1 つ、擬似リファ
レンス出力が 1 つ存在)
この例は、出力の割り当てが 2 つ存在する Outputs セクションを示します。1 つはリソースに、もう 1 つ
は擬似リファレンスに基づいて出力を割り当てています。

JSON
"Outputs" : {
"SNSTopic" : { "Value" : { "Ref" : "MyNotificationTopic" } },
"StackName" : { "Value" : { "Ref" : "AWS::StackName" } }
}

YAML
Outputs:
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SNSTopic:
Value: !Ref MyNotificationTopic
StackName:
Value: !Ref AWS::StackName

Outputs セクション (関数、リテラル文字列、リファレンス、擬
似パラメーターによる出力)
この例は、出力の割り当てが 1 つ存在する Outputs セクションを示します。Join 関数を使用し、パーセン
ト記号を区切り文字に使用して値を連結しています。

JSON
"Outputs" : {
"MyOutput" : {
"Value" : { "Fn::Join" :
[ "%", [ "A-string", {"Ref" : "AWS::StackName" } ] ]
}
}
}

YAML
Outputs:
MyOutput:
Value: !Join [ %, [ 'A-string', !Ref 'AWS::StackName' ]]

テンプレート形式バージョン
次のスニペットは、有効な Template Format Version セクションの宣言を表しています。

JSON
"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

AWS の Tag プロパティ
この例は、AWS の Tag プロパティを示します。このプロパティは、リソースの Properties セクションに
指定します。作成されたリソースは、宣言したタグでタグ付けされます。

JSON
"Tags" : [
{
"Key" : "keyname1",
"Value" : "value1"
},
{
"Key" : "keyname2",
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]

}

"Value" : "value2"

YAML
Tags:
Key: "keyname1"
Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

Auto Scaling テンプレートスニペット
以下の例では、Amazon EC2 Auto Scaling または Application Auto Scaling で使用するテンプレートに含め
るさまざまなスニペットを示しています。
Amazon EC2 Auto Scaling では、スケーリングポリシーまたはスケジュールに基づくスケーリングを使
用して、Amazon EC2 インスタンスを自動的にスケーリングできます。Auto Scaling グループは、Auto
Scaling とフリート管理機能 (ヘルスチェックや Elastic Load Balancing との統合など) が有効になった
Amazon EC2 インスタンスの集合です。
Application Auto Scaling では、スケーリングポリシーまたはスケジュールに基づくスケーリングを使用し
て、Amazon EC2 の対象外のさまざまなリソースを自動的にスケーリングできます。
トピック
• 起動設定の宣言 (p. 449)
• 単一インスタンス Auto Scaling グループの宣言 (p. 450)
• 負荷分散を使用する Auto Scaling グループの宣言 (p. 450)
• CloudWatch アラームを使用するスケーリングポリシーの宣言 (p. 451)
• 起動テンプレートと通知を使用する Auto Scaling グループの宣言 (p. 453)
• UpdatePolicy を使用する Auto Scaling グループの宣言 (p. 454)
• Application Auto Scaling テンプレートの例 (p. 455)

起動設定の宣言
この例では、Auto Scaling グループの AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースを示し
ており、ImageId、InstanceType、および SecurityGroups プロパティの値を指定していま
す。SecurityGroups プロパティは、テンプレートで指定された AWS::EC2::SecurityGroup リソースの
論理名と、myExistingEC2SecurityGroup という名前の既存の EC2 セキュリティグループの両方を指
定します。

JSON
"mySimpleConfig" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-02354e95b39ca8dec",
"SecurityGroups" : [ { "Ref" : "logicalName" }, "myExistingEC2SecurityGroup" ],
"InstanceType" : "t3.micro"
}
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YAML
mySimpleConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: ami-02354e95b39ca8dec
SecurityGroups:
- Ref: logicalName
- myExistingEC2SecurityGroup
InstanceType: t3.micro

単一インスタンス Auto Scaling グループの宣言
この例は、1 つのインスタンスに関連付けられている AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソー
スを示しており、この作業の開始に役立ちます。Auto Scaling グループの VPCZoneIdentifier
プロパティは、さまざまなアベイラビリティーゾーンの既存のサブネットのリストを指定しま
す。スタックを作成する前に、アカウントから該当するサブネット ID を指定する必要がありま
す。LaunchConfigurationName プロパティは、テンプレートで定義された論理名 mySimpleConfig
で AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースを参照します。

JSON
"myASG" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"VPCZoneIdentifier" : [ "subnetIdAz1", "subnetIdAz2", "subnetIdAz3" ],
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "mySimpleConfig" },
"MinSize" : "0",
"MaxSize" : "1",
"DesiredCapacity" : "1"
}
}

YAML
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
VPCZoneIdentifier:
- subnetIdAz1
- subnetIdAz2
- subnetIdAz3
LaunchConfigurationName: !Ref mySimpleConfig
MinSize: '0'
MaxSize: '1'
DesiredCapacity: '1'

負荷分散を使用する Auto Scaling グループの宣言
この例では、複数のサーバー間で負荷を分散する AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースを示して
います。また、同じテンプレートの他の場所で宣言された AWS リソースの論理名を指定します。
1. VPCZoneIdentifier プロパティは、Auto Scaling グループの EC2 インスタンスが作成される 2 つの
AWS::EC2::Subnet リソースの論理名として、myPublicSubnet1 と myPublicSubnet2 を指定しま
す。
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2. LaunchConfigurationName プロパティは、論理名 mySimpleConfig で
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースを指定します。
3. TargetGroupARNs プロパティは、トラフィックを Auto Scaling グループにルーティングするた
めに使用される Application Load Balancer または Network Load Balancer のターゲットグループの
リストを指定します。この例では、1 つのターゲットグループとして、論理名 myTargetGroup で
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup リソースを指定しています。

JSON
"myServerGroup" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"VPCZoneIdentifier" : [ { "Ref" : "myPublicSubnet1" }, { "Ref" :
"myPublicSubnet2" } ],
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "mySimpleConfig" },
"MinSize" : "1",
"MaxSize" : "5",
"HealthCheckGracePeriod" : 300,
"MaxInstanceLifetime" : 2592000,
"TargetGroupARNs" : [ { "Ref" : "myTargetGroup" } ]
}
}

YAML
myServerGroup:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
VPCZoneIdentifier:
- !Ref myPublicSubnet1
- !Ref myPublicSubnet2
LaunchConfigurationName: !Ref mySimpleConfig
MinSize: '1'
MaxSize: '5'
HealthCheckGracePeriod: 300
MaxInstanceLifetime: 2592000
TargetGroupARNs:
- !Ref myTargetGroup

以下の資料も参照してください。
Application Load Balancer の ALBRequestCountPerTarget 事前定義メトリクスに基づくター
ゲット追跡スケーリングポリシーを関連付けた Auto Scaling グループを作成する詳細な例について
は、AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースの「例」セクションを参照してください。

CloudWatch アラームを使用するスケーリングポリシーの宣言
この例では、簡易スケーリングポリシーを使用して Auto Scaling グループをスケールアウトす
る AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースを示しています。AdjustmentType プロパティ
には、ChangeInCapacity が指定されています。この場合、ScalingAdjustment は、追加
(ScalingAdjustment が正数の場合) または削除 (負数の場合) するインスタンスの数を表します。この
例では、ScalingAdjustment は 1 です。したがって、アラームのしきい値に対して違反があると、ポリ
シーが実行されて、グループ内の EC2 インスタンスの数が 1 つ増やされます。
AWS::CloudWatch::Alarm リソース CPUAlarmHigh は、アラームが ALARM 状態 (AlarmActions) のと
きに実行するアクションとして、スケーリングポリシー myScaleOutPolicy を指定します。
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JSON
"myScaleOutPolicy" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"AdjustmentType" : "ChangeInCapacity",
"AutoScalingGroupName" : { "Ref" : "logicalName" },
"ScalingAdjustment" : "1"
}
},
"CPUAlarmHigh" : {
"Type" : "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties" : {
"EvaluationPeriods" : "1",
"Statistic" : "Average",
"Threshold" : "10",
"AlarmDescription" : "Alarm if CPU too high or metric disappears indicating instance
is down",
"Period" : "60",
"AlarmActions" : [ { "Ref" : "myScaleOutPolicy" } ],
"Namespace" : "AWS/EC2",
"Dimensions" : [ {
"Name" : "AutoScalingGroupName",
"Value" : { "Ref" : "logicalName" }
} ],
"ComparisonOperator" : "GreaterThanThreshold",
"MetricName" : "CPUUtilization"
}
}

YAML
myScaleOutPolicy:
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AdjustmentType: ChangeInCapacity
AutoScalingGroupName: !Ref logicalName
ScalingAdjustment: '1'
CPUAlarmHigh:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
EvaluationPeriods: '1'
Statistic: Average
Threshold: '10'
AlarmDescription: Alarm if CPU too high or metric disappears indicating instance
is down
Period: '60'
AlarmActions:
- !Ref myScaleOutPolicy
Namespace: AWS/EC2
Dimensions:
- Name: AutoScalingGroupName
Value:
Ref: logicalName
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
MetricName: CPUUtilization

以下の資料も参照してください。
TargetTrackingScaling およびStepScalingポリシータイプのテンプレートの例について
は、AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースの「 例 」セクションを参照してください。
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起動テンプレートと通知を使用する Auto Scaling グループの宣言
次の例では、指定されたイベントが発生したときに Amazon SNS 通知を送信する
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースを示します。NotificationConfigurations プロパ
ティは、AWS CloudFormation からの通知の送信先となる SNS トピックと、AWS CloudFormation が通知
を送信するきっかけとなるイベントを指定します。NotificationTypes で指定したイベントが発生する
と、AWS CloudFormation から TopicARN で指定した SNS トピックに通知が送信されます。スタックを
起動すると、AWS CloudFormation は、同じテンプレート内で宣言された AWS::SNS::Subscription リソー
ス (snsTopicForAutoScalingGroup) を作成します。
Auto Scaling グループの AvailabilityZones および VPCZoneIdentifier プロパティは、スタックの
作成または更新時にテンプレートに渡すパラメータ値を参照します。LaunchTemplate プロパティは、
同じテンプレートの別の場所で宣言された論理名で AWS::EC2::LaunchTemplate リソースを参照します。

JSON
"myASG" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"DependsOn": [
"snsTopicForAutoScalingGroup"
],
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Ref" : "AZs" },
"VPCZoneIdentifier" : { "Ref" : "Subnets" },
"LaunchTemplate" : {
"LaunchTemplateId" : {
"Ref" : "logicalName"
},
"Version" : {
"Fn::GetAtt" : [
"logicalName",
"LatestVersionNumber"
]
}
},
"MinSize" : "1",
"MaxSize" : "5",
"NotificationConfigurations" : [
{
"TopicARN" : { "Ref" : "snsTopicForAutoScalingGroup" },
"NotificationTypes" : [
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR",
"autoscaling:TEST_NOTIFICATION"
]
}
]
}
}

YAML
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
DependsOn:
- snsTopicForAutoScalingGroup
Properties:
AvailabilityZones: !Ref AZs
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VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets
LaunchTemplate:
LaunchTemplateId: !Ref logicalName
Version: !GetAtt logicalName.LatestVersionNumber
MinSize: '1'
MaxSize: '5'
NotificationConfigurations:
- TopicARN: !Ref snsTopicForAutoScalingGroup
NotificationTypes:
- autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
- autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
- autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
- autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
- autoscaling:TEST_NOTIFICATION

以下の資料も参照してください。
Auto Scalingグループの起動テンプレートを指定するその他の例について
は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースの「 例 」セクションを参照してください。

UpdatePolicy を使用する Auto Scaling グループの宣言
以下の例では、Auto Scaling グループの UpdatePolicy 属性 (p. 6639) を指定します。サンプルの更新ポ
リシーでは、AutoScalingRollingUpdate プロパティを使用して、ローリング更新を実行するように
CloudFormation に指示します。ローリング更新は、MaxBatchSize に基づいて小規模なバッチ (この例で
はインスタンスごと) で Auto Scaling グループを変更し、PauseTime に基づいて更新のバッチ間の停止時
間を変更します。MinInstancesInService 属性は、Auto Scaling が古いインスタンスを更新している
間、CloudFormation グループ内で使用中となる必要があるインスタンスの最小数を指定します。
WaitOnResourceSignals 属性は true に設定されます。CloudFormation が更新を続行するに
は、指定された PauseTime 内に新しいインスタンスからシグナルを受け取る必要があります。Auto
Scaling グループに通知するために、各インスタンスで cfn-signal (p. 6715) ヘルパースクリプト
(ここでは示していません) が実行されます。スタックの更新の進行中、EC2 Auto Scaling プロセス
HealthCheck、ReplaceUnhealthy、AZRebalance、AlarmNotification、ScheduledActions
は一時停止されます。注: ローリング更新が適切に機能しなくなる可能性があるた
め、Launch、Terminate、または AddToLoadBalancer (Auto Scaling グループが Elastic Load
Balancing で使用されている場合) タイプのプロセスを一時停止しないでください。

JSON
"myASG" : {
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingRollingUpdate" : {
"MinInstancesInService" : "1",
"MaxBatchSize" : "1",
"PauseTime" : "PT12M5S",
"WaitOnResourceSignals" : "true",
"SuspendProcesses" : [
"HealthCheck",
"ReplaceUnhealthy",
"AZRebalance",
"AlarmNotification",
"ScheduledActions"
]
}
},
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : { "Ref" : "AZs" },
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}

}

"VPCZoneIdentifier" : { "Ref" : "Subnets" },
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "logicalName" },
"MaxSize" : "5",
"MinSize" : "1"

YAML
myASG:
UpdatePolicy:
AutoScalingRollingUpdate:
MinInstancesInService: '1'
MaxBatchSize: '1'
PauseTime: PT12M5S
WaitOnResourceSignals: true
SuspendProcesses:
- HealthCheck
- ReplaceUnhealthy
- AZRebalance
- AlarmNotification
- ScheduledActions
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
AvailabilityZones: !Ref AZs
VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets
LaunchConfigurationName: !Ref logicalName
MaxSize: '5'
MinSize: '1'

Application Auto Scaling テンプレートの例
このセクションでは、さまざまな AWS リソースの Application Auto Scaling スケーリングポリシーとスケ
ジュールに基づくアクションに関する AWS CloudFormation テンプレートの例を示します。
トピック
• Aurora DB クラスターのスケーリングポリシーの宣言 (p. 455)
• DynamoDB テーブルのスケーリングポリシーの宣言 (p. 457)
• Amazon ECS サービスのスケーリングポリシーの宣言 (p. 458)
• Lambda 関数のスケジュールに基づくアクションの宣言 (p. 462)
• スポットフリートのスケジュールに基づくアクションの宣言 (p. 464)

Important
Application Auto Scaling スニペットがテンプレートに含まれている場合は、DependsOn 属性を
使用して、テンプレートを通じて作成される特定のスケーラブルなリソースへの依存関係を宣言
する必要があります。これにより、デフォルトの並列処理が上書きされ、指定した順序で AWS
CloudFormation がリソースを操作するようになります。この宣言がないと、リソースの設定が完
了する前にスケーリングの設定が適用される場合があります。

Aurora DB クラスターのスケーリングポリシーの宣言
このスニペットでは、my-db-cluster という名前の既存の AWS::RDS::DBCluster リソースを
登録します。AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースは、1 ～ 8 個の Aurora レ
プリカを含むように、DB クラスターを動的にスケーリングする必要があることを示します。ま
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た、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソースを使用して、ターゲット追跡スケーリングポリ
シーをクラスターに適用します。
この設定では、RDSReaderAverageCPUUtilization 事前定義メトリクスを使用して、Aurora DB クラ
スターのすべての Aurora レプリカでの平均 CPU 使用率 40% に基づいて Aurora DB クラスターが調整さ
れます。この設定では、10 分間のスケールインのクールダウン期間と 5 分間のスケールアウトのクールダ
ウン期間が提供されます。

JSON
{

"Resources" : {
"ScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : 8,
"MinCapacity" : 1,
"RoleARN" : { "Fn::Sub" : "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/rds.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster" },
"ServiceNamespace" : "rds",
"ScalableDimension" : "rds:cluster:ReadReplicaCount",
"ResourceId" : "cluster:my-db-cluster"
}
},
"ScalingPolicyDBCluster" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"PolicyName" : { "Fn::Sub" : "${AWS::StackName}-target-tracking-cpu40" },
"PolicyType" : "TargetTrackingScaling",
"ServiceNamespace" : "rds",
"ScalableDimension" : "rds:cluster:ReadReplicaCount",
"ResourceId" : "cluster:my-db-cluster",
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : {
"TargetValue" : 40,
"PredefinedMetricSpecification" : {
"PredefinedMetricType" : "RDSReaderAverageCPUUtilization"
},
"ScaleInCooldown" : 600,
"ScaleOutCooldown" : 300
}
}
}
}
}

YAML
--Resources:
ScalableTarget:
Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
Properties:
MaxCapacity: 8
MinCapacity: 1
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/rds.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_RDSCluster'
ServiceNamespace: rds
ScalableDimension: 'rds:cluster:ReadReplicaCount'
ResourceId: 'cluster:my-db-cluster'
ScalingPolicyDBCluster:
Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy'
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Properties:
PolicyName: !Sub ${AWS::StackName}-target-tracking-cpu40
PolicyType: TargetTrackingScaling
ServiceNamespace: rds
ScalableDimension: 'rds:cluster:ReadReplicaCount'
ResourceId: 'cluster:my-db-cluster'
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 40
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: RDSReaderAverageCPUUtilization
ScaleInCooldown: 600
ScaleOutCooldown: 300

DynamoDB テーブルのスケーリングポリシーの宣言
このスニペットでは、TargetTrackingScaling ポリシータイプのポリシー
を作成し、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソースを使用して、
そのポリシーを AWS::DynamoDB::Table リソースに適用する方法を示していま
す。AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースは、このポリシーが適用されるスケーラブルな
ターゲットとして、書き込みキャパシティーユニット (最大 5、最小 15) を宣言しています。スケーリング
ポリシーは、DynamoDBWriteCapacityUtilization 事前定義メトリクスに基づいて、ターゲット使用
率を 50% に維持するように、テーブルの書き込み容量のスループットをスケーリングします。
また、Fn::Join および Ref 組み込み関数を使用して、同じテンプレートで指定された
AWS::DynamoDB::Table リソースの論理名で ResourceId プロパティを作成します。

Note
DynamoDB リソースの AWS CloudFormation テンプレートを作成する方法の詳細について
は、AWS データベースブログのブログ投稿 How to use AWS CloudFormation to configure auto
scaling for Amazon DynamoDB tables and indexes を参照してください。

JSON
{

"Resources" : {
"WriteCapacityScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : 15,
"MinCapacity" : 5,
"RoleARN" : { "Fn::Sub" : "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable" },
"ServiceNamespace" : "dynamodb",
"ScalableDimension" : "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"ResourceId" : {
"Fn::Join" : [
"/",
[
"table",
{
"Ref" : "logicalName"
}
]
]
}
}
},
"WriteScalingPolicy" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
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}

}

}

"Properties" : {
"PolicyName" : "WriteScalingPolicy",
"PolicyType" : "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId" : { "Ref" : "WriteCapacityScalableTarget" },
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : {
"TargetValue" : 50.0,
"ScaleInCooldown" : 60,
"ScaleOutCooldown" : 60,
"PredefinedMetricSpecification" : {
"PredefinedMetricType" : "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
}
}
}

YAML
--Resources:
WriteCapacityScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 15
MinCapacity: 5
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/awsservice-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable'
ServiceNamespace: dynamodb
ScalableDimension: dynamodb:table:WriteCapacityUnits
ResourceId: !Join
- /
- - table
- !Ref logicalName
WriteScalingPolicy:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: WriteScalingPolicy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref WriteCapacityScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 50.0
ScaleInCooldown: 60
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: DynamoDBWriteCapacityUtilization

Amazon ECS サービスのスケーリングポリシーの宣言
このスニペットでは、ポリシーを作成し、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソー
スを使用して、そのポリシーを AWS::ECS::Service リソースに適用する方法を示していま
す。AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースは、このポリシーが適用されるスケーラブルな
ターゲットとして、Application Auto Scaling によりスケーリング可能なタスク数 (最小 1、最大 2) を宣言
しています。
また、TargetTrackingScaling ポリシータイプの 2 つのスケーリングポリシーを作成します。これ
らのポリシーは、サービスの平均 CPU およびメモリ使用量に基づいて ECS サービスをスケールするた
めに使用されます。また、Fn::Joinおよび Ref 組み込み関数を使用して、同じテンプレートで指定され
たAWS::ECS::Cluster (myContainerCluster) および AWS::ECS::Service(myService) リソース
の論理名で ResourceId プロパティを作成します。
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JSON
{

"Resources" : {
"ECSScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : "2",
"MinCapacity" : "1",
"RoleARN" : { "Fn::Sub" : "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService" },
"ServiceNamespace" : "ecs",
"ScalableDimension" : "ecs:service:DesiredCount",
"ResourceId" : {
"Fn::Join" : [
"/",
[
"service",
{
"Ref" : "myContainerCluster"
},
{
"Fn::GetAtt" : [
"myService",
"Name"
]
}
]
]
}
}
},
"ServiceScalingPolicyCPU" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"PolicyName" : { "Fn::Sub" : "${AWS::StackName}-target-tracking-cpu70" },
"PolicyType" : "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId" : { "Ref" : "ECSScalableTarget" },
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : {
"TargetValue" : 70.0,
"ScaleInCooldown" : 180,
"ScaleOutCooldown" : 60,
"PredefinedMetricSpecification" : {
"PredefinedMetricType" : "ECSServiceAverageCPUUtilization"
}
}
}
},
"ServiceScalingPolicyMem" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"PolicyName" : { "Fn::Sub" : "${AWS::StackName}-target-tracking-mem90" },
"PolicyType" : "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId" : { "Ref" : "ECSScalableTarget" },
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : {
"TargetValue" : 90.0,
"ScaleInCooldown" : 180,
"ScaleOutCooldown" : 60,
"PredefinedMetricSpecification" : {
"PredefinedMetricType" : "ECSServiceAverageMemoryUtilization"
}
}
}
}
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}

}

YAML
--Resources:
ECSScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: '2'
MinCapacity: '1'
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/ecs.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService'
ServiceNamespace: ecs
ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
ResourceId: !Join
- /
- - service
- !Ref myContainerCluster
- !GetAtt myService.Name
ServiceScalingPolicyCPU:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: !Sub ${AWS::StackName}-target-tracking-cpu70
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref ECSScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 70.0
ScaleInCooldown: 180
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ECSServiceAverageCPUUtilization
ServiceScalingPolicyMem:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: !Sub ${AWS::StackName}-target-tracking-mem90
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref ECSScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 90.0
ScaleInCooldown: 180
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ECSServiceAverageMemoryUtilization

以下の例では、ALBRequestCountPerTarget 事前定義メトリクスを使用するターゲット追跡スケー
リングポリシーを ECS サービスに適用します。このポリシーは、ターゲットあたり (1 分あたり) の
リクエストカウントがターゲット値を超えた場合に ECS サービスに容量を追加するために使用されま
す。DisableScaleIn の値が true に設定されているため、ターゲット追跡ポリシーはスケーラブルな
ターゲットから容量を削除しません。
また、Fn::Join および Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して、同じテンプレートで指定さ
れた AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer (myLoadBalancer) および
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup(myTargetGroup) リソースの論理名で
ResourceLabel プロパティを作成します。
スケーラブルなターゲットの MaxCapacity および MinCapacity プロパティ、スケーリングポリシーの
TargetValue プロパティは、スタックの作成または更新時にテンプレートに渡すパラメータ値を参照し
ます。
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JSON
{

"Resources" : {
"ECSScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : { "Ref" : "MaxCount" },
"MinCapacity" : { "Ref" : "MinCount" },
"RoleARN" : { "Fn::Sub" : "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService" },
"ServiceNamespace" : "ecs",
"ScalableDimension" : "ecs:service:DesiredCount",
"ResourceId" : {
"Fn::Join" : [
"/",
[
"service",
{
"Ref" : "myContainerCluster"
},
{
"Fn::GetAtt" : [
"myService",
"Name"
]
}
]
]
}
}
},
"ServiceScalingPolicyALB" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"PolicyName" : "alb-requests-per-target-per-minute",
"PolicyType" : "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId" : { "Ref" : "ECSScalableTarget" },
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : {
"TargetValue" : { "Ref" : "ALBPolicyTargetValue" },
"ScaleInCooldown" : 180,
"ScaleOutCooldown" : 30,
"DisableScaleIn" : true,
"PredefinedMetricSpecification" : {
"PredefinedMetricType" : "ALBRequestCountPerTarget",
"ResourceLabel" : {
"Fn::Join" : [
"/",
[
{
"Fn::GetAtt" : [
"myLoadBalancer",
"LoadBalancerFullName"
]
},
{
"Fn::GetAtt" : [
"myTargetGroup",
"TargetGroupFullName"
]
}
]
]
}
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}

}

}

}

}

}

YAML
--Resources:
ECSScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: !Ref MaxCount
MinCapacity: !Ref MinCount
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/ecs.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService'
ServiceNamespace: ecs
ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
ResourceId: !Join
- /
- - service
- !Ref myContainerCluster
- !GetAtt myService.Name
ServiceScalingPolicyALB:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: alb-requests-per-target-per-minute
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref ECSScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: !Ref ALBPolicyTargetValue
ScaleInCooldown: 180
ScaleOutCooldown: 30
DisableScaleIn: true
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ALBRequestCountPerTarget
ResourceLabel: !Join
- '/'
- - !GetAtt myLoadBalancer.LoadBalancerFullName
- !GetAtt myTargetGroup.TargetGroupFullName

Lambda 関数のスケジュールに基づくアクションの宣言
このスニペットでは、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースを使用して、BLUE という名
前の関数エイリアス (AWS::Lambda::Alias) のプロビジョニング済み同時実行数を登録します。また、Cron
式を使用して、定期的なスケジュールでスケジュールされたアクションを作成します。
RoleARN プロパティで Fn::Join および Ref 組み込み関数を使用して、サービスにリンクされたロー
ルの ARN を指定します。また、Fn::Join 組み込み関数を使用して、同じテンプレートで指定された
AWS::Lambda::FunctionまたはAWS::Serverless::Functionリソースの論理名で ResourceId プ
ロパティを作成します。
未発行バージョン ($LATEST) を参照するエイリアスにプロビジョニング済み同時実行数を割り当てること
はできません。

Note
Lambda リソースの AWS CloudFormation テンプレートを作成する方法の詳細については、AWS
コンピューティングブログのブログ投稿の 繰り返し発生するピーク使用量に対する AWS
Lambda によってプロビジョニングされた同時実行のスケジューリングを参照してください。
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JSON
{

"ScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : 0,
"MinCapacity" : 0,
"RoleARN" : {
"Fn::Join" : [
":",
[
"arn:aws:iam:",
{
"Ref" : "AWS::AccountId"
},
"role/aws-service-role/lambda.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_LambdaConcurrency"
]
]
},
"ServiceNamespace" : "lambda",
"ScalableDimension" : "lambda:function:ProvisionedConcurrency",
"ResourceId" : { "Fn::Sub" : "function:${logicalName}:BLUE" },
"ScheduledActions" : [
{
"EndTime" : "2020-12-31T12:00:00.000Z",
"ScalableTargetAction" : {
"MaxCapacity" : "500",
"MinCapacity" : "50"
},
"ScheduledActionName" : "First",
"Schedule" : "cron(0 18 * * ? *)"
}
]
}
}
}

YAML
ScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 0
MinCapacity: 0
RoleARN: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iam:'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- role/aws-service-role/lambda.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_LambdaConcurrency
ServiceNamespace: lambda
ScalableDimension: lambda:function:ProvisionedConcurrency
ResourceId: !Sub function:${logicalName}:BLUE
ScheduledActions:
- EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
ScalableTargetAction:
MaxCapacity: '500'
MinCapacity: '50'
ScheduledActionName: First
Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'
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スポットフリートのスケジュールに基づくアクションの宣言
このスニペットでは、スケジュールに基づくアクションを作成
し、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースを使用して、そのアクションを
AWS::EC2::SpotFleet リソースに適用する方法を示しています。また、Fn::Join および Ref 組み込
み関数を使用して、同じテンプレートで指定された AWS::EC2::SpotFleet リソースの論理名で
ResourceIdプロパティを作成します。

Note
スポットフリートリクエストには、タイプが maintain のリクエストが必要です。自動スケーリ
ングは 1 回限りのリクエストまたはスポットブロックではサポートされません。

JSON
{

"Resources" : {
"SpotFleetScalableTarget" : {
"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : 0,
"MinCapacity" : 0,
"RoleARN" : { "Fn::Sub" : "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
aws-service-role/ec2.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest" },
"ServiceNamespace" : "ec2",
"ScalableDimension" : "ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity",
"ResourceId" : {
"Fn::Join" : [
"/",
[
"spot-fleet-request",
{
"Ref" : "logicalName"
}
]
]
},
"ScheduledActions" : [
{
"EndTime" : "2020-12-31T12:00:00.000Z",
"ScalableTargetAction" : {
"MaxCapacity" : "20",
"MinCapacity" : "5"
},
"ScheduledActionName" : "First",
"Schedule" : "cron(0 18 * * ? *)"
}
]
}
}
}
}

YAML
--Resources:
SpotFleetScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 0
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MinCapacity: 0
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/ec2.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest'
ServiceNamespace: ec2
ScalableDimension: 'ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity'
ResourceId: !Join
- /
- - spot-fleet-request
- !Ref logicalName
ScheduledActions:
- EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
ScalableTargetAction:
MaxCapacity: '20'
MinCapacity: '5'
ScheduledActionName: First
Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'

AWS CloudFormation テンプレートスニペット
トピック
• ネストされたスタック (p. 465)
• 待機条件 (p. 467)

ネストされたスタック
テンプレートにおけるスタックのネスト
このサンプルテンプレートには、myStack というスタックリソースがネストされています。AWS
CloudFormation でテンプレートからスタックを作成するときに、myStack が作成され、そのテン
プレートは TemplateURL プロパティで指定されます。 出力値 StackRef は myStack のスタッ
ク ID を、OutputFromNestedStack は myStack リソース内からの出力値 BucketName を返しま
す。Outputs.nestedstackoutputname 形式は、ネストされたスタックからの出力値を指定する目的で
予約されており、上位のテンプレート内の任意の場所で使用できます。
詳細については、「AWS::CloudFormation::Stack」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myStack" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"Properties" : {
"TemplateURL" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
S3_Bucket.template",
"TimeoutInMinutes" : "60"
}
}
},
"Outputs": {
"StackRef": {"Value": { "Ref" : "myStack"}},
"OutputFromNestedStack" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "myStack", "Outputs.BucketName" ] }
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myStack:
Type: AWS::CloudFormation::Stack
Properties:
TemplateURL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
S3_Bucket.template
TimeoutInMinutes: '60'
Outputs:
StackRef:
Value: !Ref myStack
OutputFromNestedStack:
Value: !GetAtt myStack.Outputs.BucketName

テンプレートでの入力パラメータによるスタックのネスト
このサンプルテンプレートには、入力パラメーターを指定するスタックリソースが存在します。AWS
CloudFormation は、このテンプレートからスタックを作成する際、Parameters プロパティ内で宣言され
ている値ペアを、myStackWithParams スタックの作成用テンプレートの入力パラメータとして使用しま
す。この例では、InstanceType パラメーターと KeyName パラメーターを指定しています。
詳細については、「AWS::CloudFormation::Stack」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myStackWithParams" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"Properties" : {
"TemplateURL" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
EC2ChooseAMI.template",
"Parameters" : {
"InstanceType" : "t2.micro",
"KeyName" : "mykey"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myStackWithParams:
Type: AWS::CloudFormation::Stack
Properties:
TemplateURL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-1/
EC2ChooseAMI.template
Parameters:
InstanceType: t2.micro
KeyName: mykey
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待機条件
Amazon EC2 インスタンスでの待機条件の使用
Important
Amazon EC2 および Auto Scaling リソースについては、待機条件ではなく CreationPolicy 属性を
使用することをお勧めします。CreationPolicy 属性をこれらのリソースに追加し、インスタンス
作成プロセスが正常に完了したときにシグナルを送信するために cfn-signal ヘルパースクリプト
を使用します。
作成ポリシーを使用できない場合は、待機条件を伴う Amazon EC2 インスタンスを宣言する次のテ
ンプレート例を参照してください。待機条件 myWaitCondition では、myWaitConditionHandle を伝達
手段に用いるとともに、Amazon EC2 インスタンスリソースが作成された後で待機条件をトリガーす
る指定を DependsOn 属性 (p. 6633)で行っています。また、Timeout プロパティを使用して、待機
条件の持続時間を 4500 秒に設定しています。加えて、待機条件へのシグナルの働きをする署名付き
URL を、Ec2Instance リソースの UserData プロパティで Amazon EC2 インスタンスに渡していま
す。Amazon EC2 インスタンスで動作するアプリケーションまたはスクリプトはこの署名付き URL を取
得し、成功または失敗を待機条件に伝達するための手段とします。cfn-signal を使用するか、待機条件にシ
グナルを送信するアプリケーションまたはスクリプトは自分で作成する必要があります。待機条件シグナ
ルから戻されたデータは、出力値である ApplicationData に格納されます。
詳細については、「テンプレートでの待機条件の作成 (p. 436)」、
「AWS::CloudFormation::WaitCondition」、「AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle」、および
「cfn-signal (p. 6715)」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1" : {
"AMI" : "ami-0ff8a91507f77f867"
},
"us-west-1" : {
"AMI" : "ami-0bdb828fd58c52235"
},
"eu-west-1" : {
"AMI" : "ami-047bb4163c506cd98"
},
"ap-northeast-1" : {
"AMI" : "ami-06cd52961ce9f0d85"
},
"ap-southeast-1" : {
"AMI" : "ami-08569b978cc4dfa10"
}
}
},
"Resources" : {
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"UserData" : { "Fn::Base64" : {"Ref" : "myWaitHandle"}},
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" },
"AMI" ]}
}
},
"myWaitHandle" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle",
"Properties" : {
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}
},
"myWaitCondition" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"DependsOn" : "Ec2Instance",
"Properties" : {
"Handle" : { "Ref" : "myWaitHandle" },
"Timeout" : "4500"
}
}

}

},
"Outputs" : {
"ApplicationData" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "myWaitCondition", "Data" ]},
"Description" : "The data passed back as part of signalling the WaitCondition."
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
AMI: ami-0ff8a91507f77f867
us-west-1:
AMI: ami-0bdb828fd58c52235
eu-west-1:
AMI: ami-047bb4163c506cd98
ap-northeast-1:
AMI: ami-06cd52961ce9f0d85
ap-southeast-1:
AMI: ami-08569b978cc4dfa10
Resources:
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
UserData:
Fn::Base64: !Ref myWaitHandle
ImageId:
Fn::FindInMap:
- RegionMap
- Ref: AWS::Region
- AMI
myWaitHandle:
Type: AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
Properties: {}
myWaitCondition:
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
DependsOn: Ec2Instance
Properties:
Handle: !Ref myWaitHandle
Timeout: '4500'
Outputs:
ApplicationData:
Value: !GetAtt myWaitCondition.Data
Description: The data passed back as part of signalling the WaitCondition.

cfn-signal ヘルパースクリプトを使用して待機条件を通知する
この例は、成功を待機条件に伝達する cfn-signal コマンドラインを示します。EC2 インスタンスの
UserData プロパティでコマンドラインを定義する必要があります。
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JSON
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal --exit-code 0 '",
{
"Ref": "myWaitHandle"
},
"'\n"
]
]
}
}

YAML
UserData:
'Fn::Base64':
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- /opt/aws/bin/cfn-signal --exit-code 0 '
- Ref: myWaitHandle
- |
'

Curl を使用した待機条件への伝達
この例は、成功を待機条件に伝達する Curl コマンドラインを示します。
curl -T /tmp/a "https://cloudformation-waitcondition-test.s3.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-1%3A034017226601%3Astack
%2Fstack-gosar-20110427004224-test-stack-with-WaitCondition--VEYW
%2Fe498ce60-70a1-11e0-81a7-5081d0136786%2FmyWaitConditionHandle?
Expires=1303976584&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=ik1twT6hpS4cgNAw7wyOoRejVoo
%3D"

ファイル /tmp/a には、次の JSON 構造が格納されます。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"Reason" : "Configuration Complete",
"UniqueId" : "ID1234",
"Data" : "Application has completed configuration."

この例も、同じ成功シグナルを送信する Curl コマンドラインですが、コマンドラインのパラメーターとし
て JSON を送信しています。
curl -X PUT -H 'Content-Type:' --data-binary '{"Status" : "SUCCESS","Reason" :
"Configuration Complete","UniqueId" : "ID1234","Data" : "Application
has completed configuration."}' "https://cloudformation-waitconditiontest.s3.amazonaws.com/arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-east-1%3A034017226601%3Astack
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%2Fstack-gosar-20110427004224-test-stack-with-WaitCondition--VEYW
%2Fe498ce60-70a1-11e0-81a7-5081d0136786%2FmyWaitConditionHandle?
Expires=1303976584&AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=ik1twT6hpS4cgNAw7wyOoRejVoo
%3D"

Amazon CloudFront テンプレートスニペット
トピック
• Amazon S3 オリジンを使用した Amazon CloudFront Distribution リソース (p. 470)
• カスタムオリジンを使用した Amazon CloudFront Distribution リソース (p. 472)
• 複数のオリジンをサポートする Amazon CloudFront ディストリビューション (p. 474)

Amazon S3 オリジンを使用した Amazon CloudFront Distribution
リソース
次のテンプレートの例では、S3Origin を使用した Amazon CloudFront ディストリビューション を示しま
す。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDistribution" : {
"Type" : "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties" : {
"DistributionConfig" : {
"Origins" : [ {
"DomainName" : "mybucket.s3.amazonaws.com",
"Id" : "myS3Origin",
"S3OriginConfig" : {
"OriginAccessIdentity" : "origin-access-identity/cloudfront/
E127EXAMPLE51Z"
}
}],
"Enabled" : "true",
"Comment" : "Some comment",
"DefaultRootObject" : "index.html",
"Logging" : {
"IncludeCookies" : "false",
"Bucket" : "mylogs.s3.amazonaws.com",
"Prefix" : "myprefix"
},
"Aliases" : [ "mysite.example.com", "yoursite.example.com" ],
"DefaultCacheBehavior" : {
"AllowedMethods" : [ "DELETE", "GET", "HEAD", "OPTIONS", "PATCH",
"POST", "PUT" ],
"TargetOriginId" : "myS3Origin",
"ForwardedValues" : {
"QueryString" : "false",
"Cookies" : { "Forward" : "none" }
},
"TrustedSigners" : [ "1234567890EX", "1234567891EX" ],
"ViewerProtocolPolicy" : "allow-all"
},
"PriceClass" : "PriceClass_200",
"Restrictions" : {
"GeoRestriction" : {

API バージョン 2010-05-15
470

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront
"RestrictionType" : "whitelist",
"Locations" : [ "AQ", "CV" ]

}

}

}

}

}

}
},
"ViewerCertificate" : { "CloudFrontDefaultCertificate" : "true" }

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myDistribution:
Type: AWS::CloudFront::Distribution
Properties:
DistributionConfig:
Origins:
- DomainName: mybucket.s3.amazonaws.com
Id: myS3Origin
S3OriginConfig:
OriginAccessIdentity: origin-access-identity/cloudfront/E127EXAMPLE51Z
Enabled: 'true'
Comment: Some comment
DefaultRootObject: index.html
Logging:
IncludeCookies: 'false'
Bucket: mylogs.s3.amazonaws.com
Prefix: myprefix
Aliases:
- mysite.example.com
- yoursite.example.com
DefaultCacheBehavior:
AllowedMethods:
- DELETE
- GET
- HEAD
- OPTIONS
- PATCH
- POST
- PUT
TargetOriginId: myS3Origin
ForwardedValues:
QueryString: 'false'
Cookies:
Forward: none
TrustedSigners:
- 1234567890EX
- 1234567891EX
ViewerProtocolPolicy: allow-all
PriceClass: PriceClass_200
Restrictions:
GeoRestriction:
RestrictionType: whitelist
Locations:
- AQ
- CV
ViewerCertificate:
CloudFrontDefaultCertificate: 'true'
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カスタムオリジンを使用した Amazon CloudFront Distribution リ
ソース
次のテンプレートの例では、CustomOrigin を使用した Amazon CloudFront ディストリビューションを示
します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDistribution" : {
"Type" : "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties" : {
"DistributionConfig" : {
"Origins" : [ {
"DomainName" : "www.example.com",
"Id" : "myCustomOrigin",
"CustomOriginConfig" : {
"HTTPPort" : "80",
"HTTPSPort" : "443",
"OriginProtocolPolicy" : "http-only"
}
} ],
"Enabled" : "true",
"Comment" : "Somecomment",
"DefaultRootObject" : "index.html",
"Logging" : {
"IncludeCookies" : "true",
"Bucket" : "mylogs.s3.amazonaws.com",
"Prefix": "myprefix"
},
"Aliases" : [
"mysite.example.com",
"*.yoursite.example.com"
],
"DefaultCacheBehavior" : {
"TargetOriginId" : "myCustomOrigin",
"SmoothStreaming" : "false",
"ForwardedValues" : {
"QueryString" : "false",
"Cookies" : { "Forward" : "all" }
},
"TrustedSigners" : [
"1234567890EX",
"1234567891EX"
],
"ViewerProtocolPolicy" : "allow-all"
},
"CustomErrorResponses" : [ {
"ErrorCode" : "404",
"ResponsePagePath" : "/error-pages/404.html",
"ResponseCode" : "200",
"ErrorCachingMinTTL" : "30"
} ],
"PriceClass" : "PriceClass_200",
"Restrictions" : {
"GeoRestriction" : {
"RestrictionType" : "whitelist",
"Locations" : [ "AQ", "CV" ]
}
},
"ViewerCertificate": { "CloudFrontDefaultCertificate" : "true" }
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}

}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myDistribution:
Type: 'AWS::CloudFront::Distribution'
Properties:
DistributionConfig:
Origins:
- DomainName: www.example.com
Id: myCustomOrigin
CustomOriginConfig:
HTTPPort: '80'
HTTPSPort: '443'
OriginProtocolPolicy: http-only
Enabled: 'true'
Comment: Somecomment
DefaultRootObject: index.html
Logging:
IncludeCookies: 'true'
Bucket: mylogs.s3.amazonaws.com
Prefix: myprefix
Aliases:
- mysite.example.com
- "*.yoursite.example.com"
DefaultCacheBehavior:
TargetOriginId: myCustomOrigin
SmoothStreaming: 'false'
ForwardedValues:
QueryString: 'false'
Cookies:
Forward: all
TrustedSigners:
- 1234567890EX
- 1234567891EX
ViewerProtocolPolicy: allow-all
CustomErrorResponses:
- ErrorCode: '404'
ResponsePagePath: "/error-pages/404.html"
ResponseCode: '200'
ErrorCachingMinTTL: '30'
PriceClass: PriceClass_200
Restrictions:
GeoRestriction:
RestrictionType: whitelist
Locations:
- AQ
- CV
ViewerCertificate:
CloudFrontDefaultCertificate: 'true'
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複数のオリジンをサポートする Amazon CloudFront ディストリ
ビューション
次のテンプレート例では、複数のオリジンをサポートする CloudFront ディストリビューションを宣言する
方法を示します。DistributionConfig では、オリジンのリストが指定され、DefaultCacheBehavior が設定さ
れます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDistribution" : {
"Type" : "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties" : {
"DistributionConfig" : {
"Origins" : [ {
"Id" : "myS3Origin",
"DomainName" : "mybucket.s3.amazonaws.com",
"S3OriginConfig" : {
"OriginAccessIdentity" : "origin-access-identity/cloudfront/
E127EXAMPLE51Z"
}
},
{
"Id" : "myCustomOrigin",
"DomainName" : "www.example.com",
"CustomOriginConfig" : {
"HTTPPort" : "80",
"HTTPSPort" : "443",
"OriginProtocolPolicy" : "http-only"
}
}
],
"Enabled" : "true",
"Comment" : "Some comment",
"DefaultRootObject" : "index.html",
"Logging" : {
"IncludeCookies" : "true",
"Bucket" : "mylogs.s3.amazonaws.com",
"Prefix" : "myprefix"
},
"Aliases" : [ "mysite.example.com", "yoursite.example.com" ],
"DefaultCacheBehavior" : {
"TargetOriginId" : "myS3Origin",
"ForwardedValues" : {
"QueryString" : "false",
"Cookies" : { "Forward" : "all" }
},
"TrustedSigners" : [ "1234567890EX", "1234567891EX" ],
"ViewerProtocolPolicy" : "allow-all",
"MinTTL" : "100",
"SmoothStreaming" : "true"
},
"CacheBehaviors" : [ {
"AllowedMethods" : [ "DELETE", "GET", "HEAD", "OPTIONS",
"PATCH", "POST", "PUT" ],
"TargetOriginId" : "myS3Origin",
"ForwardedValues" : {
"QueryString" : "true",
"Cookies" : { "Forward" : "none" }
},
"TrustedSigners" : [ "1234567890EX", "1234567891EX" ],
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},
{
"PATCH", "POST", "PUT" ],

}

}

}

}

}

"ViewerProtocolPolicy" : "allow-all",
"MinTTL" : "50",
"PathPattern" : "images1/*.jpg"
"AllowedMethods" : [ "DELETE", "GET", "HEAD", "OPTIONS",
"TargetOriginId" : "myCustomOrigin",
"ForwardedValues" : {
"QueryString" : "true",
"Cookies" : { "Forward" : "none" }
},
"TrustedSigners" : [ "1234567890EX", "1234567891EX"
"ViewerProtocolPolicy" : "allow-all",
"MinTTL" : "50",
"PathPattern" : "images2/*.jpg"

],

}
],
"CustomErrorResponses" : [ {
"ErrorCode" : "404",
"ResponsePagePath" : "/error-pages/404.html",
"ResponseCode" : "200",
"ErrorCachingMinTTL" : "30"
} ],
"PriceClass" : "PriceClass_All",
"ViewerCertificate" : { "CloudFrontDefaultCertificate" : "true" }

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myDistribution:
Type: AWS::CloudFront::Distribution
Properties:
DistributionConfig:
Origins:
- Id: myS3Origin
DomainName: mybucket.s3.amazonaws.com
S3OriginConfig:
OriginAccessIdentity: origin-access-identity/cloudfront/E127EXAMPLE51Z
- Id: myCustomOrigin
DomainName: www.example.com
CustomOriginConfig:
HTTPPort: '80'
HTTPSPort: '443'
OriginProtocolPolicy: http-only
Enabled: 'true'
Comment: Some comment
DefaultRootObject: index.html
Logging:
IncludeCookies: 'true'
Bucket: mylogs.s3.amazonaws.com
Prefix: myprefix
Aliases:
- mysite.example.com
- yoursite.example.com
DefaultCacheBehavior:
TargetOriginId: myS3Origin
ForwardedValues:
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QueryString: 'false'
Cookies:
Forward: all
TrustedSigners:
- 1234567890EX
- 1234567891EX
ViewerProtocolPolicy: allow-all
MinTTL: '100'
SmoothStreaming: 'true'
CacheBehaviors:
- AllowedMethods:
- DELETE
- GET
- HEAD
- OPTIONS
- PATCH
- POST
- PUT
TargetOriginId: myS3Origin
ForwardedValues:
QueryString: 'true'
Cookies:
Forward: none
TrustedSigners:
- 1234567890EX
- 1234567891EX
ViewerProtocolPolicy: allow-all
MinTTL: '50'
PathPattern: images1/*.jpg
- AllowedMethods:
- DELETE
- GET
- HEAD
- OPTIONS
- PATCH
- POST
- PUT
TargetOriginId: myCustomOrigin
ForwardedValues:
QueryString: 'true'
Cookies:
Forward: none
TrustedSigners:
- 1234567890EX
- 1234567891EX
ViewerProtocolPolicy: allow-all
MinTTL: '50'
PathPattern: images2/*.jpg
CustomErrorResponses:
- ErrorCode: '404'
ResponsePagePath: "/error-pages/404.html"
ResponseCode: '200'
ErrorCachingMinTTL: '30'
PriceClass: PriceClass_All
ViewerCertificate:
CloudFrontDefaultCertificate: 'true'

Amazon CloudWatch テンプレートスニペット
トピック
• 請求アラーム (p. 477)
• CPU 使用率アラーム (p. 478)
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• Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスの復元 (p. 478)
• 基本ダッシュボードを作成する (p. 479)
• サイドバイサイドウィジェットでダッシュボードを作成する (p. 480)

請求アラーム
次のサンプルでは、Amazon CloudWatch は AWS アカウントに対する課金がアラームしきい値を超えた場
合に E メール通知を送信します。使用量の通知を受け取るには、請求アラートを有効にします。

JSON
"SpendingAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": { "Fn::Join": ["", [
"Alarm if AWS spending is over $",
{ "Ref": "AlarmThreshold" }
]]},
"Namespace": "AWS/Billing",
"MetricName": "EstimatedCharges",
"Dimensions": [{
"Name": "Currency",
"Value" : "USD"
}],
"Statistic": "Maximum",
"Period": "21600",
"EvaluationPeriods": "1",
"Threshold": { "Ref": "AlarmThreshold" },
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"AlarmActions": [{
"Ref": "BillingAlarmNotification"
}],
"InsufficientDataActions": [{
"Ref": "BillingAlarmNotification"
}]
}
}

YAML
SpendingAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription:
'Fn::Join':
- ''
- - Alarm if AWS spending is over $
- Ref: AlarmThreshold
Namespace: AWS/Billing
MetricName: EstimatedCharges
Dimensions:
- Name: Currency
Value: USD
Statistic: Maximum
Period: '21600'
EvaluationPeriods: '1'
Threshold:
Ref: "AlarmThreshold"
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
AlarmActions:
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- Ref: "BillingAlarmNotification"
InsufficientDataActions:
- Ref: "BillingAlarmNotification"

CPU 使用率アラーム
次のサンプルスニペットでは、Amazon EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率が 3 つの評価期間にわたっ
て 60 秒間以上 90% を超えたときに通知を送信するアラームを作成します。

JSON
"CPUAlarm" : {
"Type" : "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties" : {
"AlarmDescription" : "CPU alarm for my instance",
"AlarmActions" : [ { "Ref" : "logical name of an AWS::SNS::Topic resource" } ],
"MetricName" : "CPUUtilization",
"Namespace" : "AWS/EC2",
"Statistic" : "Average",
"Period" : "60",
"EvaluationPeriods" : "3",
"Threshold" : "90",
"ComparisonOperator" : "GreaterThanThreshold",
"Dimensions" : [ {
"Name" : "InstanceId",
"Value" : { "Ref" : "logical name of an AWS::EC2::Instance resource" }
} ]
}
}

YAML
CPUAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: CPU alarm for my instance
AlarmActions:
- Ref: "logical name of an AWS::SNS::Topic resource"
MetricName: CPUUtilization
Namespace: AWS/EC2
Statistic: Average
Period: '60'
EvaluationPeriods: '3'
Threshold: '90'
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Dimensions:
- Name: InstanceId
Value:
Ref: "logical name of an AWS::EC2::Instance resource"

Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスの復元
次の CloudWatch アラームは、15 分間連続してステータスチェックに失敗した場合、EC2 インスタンスを
復元します。アラームアクションの詳細については、『Amazon CloudWatch ユーザーガイド』の「イン
スタンスを停止、終了、復旧するアラームの作成」を参照してください。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"RecoveryInstance" : {
"Description" : "The EC2 instance ID to associate this alarm with.",
"Type" : "AWS::EC2::Instance::Id"
}
},
"Resources": {
"RecoveryTestAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Trigger a recovery when instance status check fails for 15
consecutive minutes.",
"Namespace": "AWS/EC2" ,
"MetricName": "StatusCheckFailed_System",
"Statistic": "Minimum",
"Period": "60",
"EvaluationPeriods": "15",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"Threshold": "0",
"AlarmActions": [ {"Fn::Join" : ["", ["arn:aws:automate:", { "Ref" :
"AWS::Region" }, ":ec2:recover" ]]} ],
"Dimensions": [{"Name": "InstanceId","Value": {"Ref": "RecoveryInstance"}}]
}
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
RecoveryInstance:
Description: The EC2 instance ID to associate this alarm with.
Type: AWS::EC2::Instance::Id
Resources:
RecoveryTestAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: Trigger a recovery when instance status check fails for 15
consecutive minutes.
Namespace: AWS/EC2
MetricName: StatusCheckFailed_System
Statistic: Minimum
Period: '60'
EvaluationPeriods: '15'
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Threshold: '0'
AlarmActions: [ !Sub "arn:aws:automate:${AWS::Region}:ec2:recover" ]
Dimensions:
- Name: InstanceId
Value:
Ref: RecoveryInstance

基本ダッシュボードを作成する
次の例では、CPU 使用率を表示する 1 つのメトリクスウィジェットとメッセージを表示する 1 つのテキス
トウィジェットからなる単純な CloudWatch ダッシュボードを作成します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
479

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudWatch
"BasicDashboard": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Dashboard",
"Properties": {
"DashboardName": "Dashboard1",
"DashboardBody": "{\"widgets\":[{\"type\":\"metric\",\"x\":0,\"y\":0,
\"width\":12,\"height\":6,\"properties\":{\"metrics\":[[\"AWS/EC2\",\"CPUUtilization\",
\"InstanceId\",\"i-012345\"]],\"period\":300,\"stat\":\"Average\",\"region\":\"us-east-1\",
\"title\":\"EC2 Instance CPU\"}},{\"type\":\"text\",\"x\":0,\"y\":7,\"width\":3,\"height
\":3,\"properties\":{\"markdown\":\"Hello world\"}}]}"
}
}
}

YAML
BasicDashboard:
Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
Properties:
DashboardName: Dashboard1
DashboardBody: '{"widgets":
[{"type":"metric","x":0,"y":0,"width":12,"height":6,"properties":{"metrics":[["AWS/
EC2","CPUUtilization","InstanceId","i-012345"]],"period":300,"stat":"Average","region":"useast-1","title":"EC2 Instance CPU"}},
{"type":"text","x":0,"y":7,"width":3,"height":3,"properties":{"markdown":"Hello world"}}]}'

サイドバイサイドウィジェットでダッシュボードを作成する
次の例では、2 つのメトリクスウィジェットを並べて表示するダッシュボードを作成します。

JSON
{

"DashboardSideBySide": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Dashboard",
"Properties": {
"DashboardName": "Dashboard1",
"DashboardBody": "{\"widgets\":[{\"type\":\"metric\",\"x\":0,\"y\":0,
\"width\":12,\"height\":6,\"properties\":{\"metrics\":[[\"AWS/EC2\",\"CPUUtilization\",
\"InstanceId\",\"i-012345\"]],\"period\":300,\"stat\":\"Average\",\"region\":\"us-east-1\",
\"title\":\"EC2 Instance CPU\"}},{\"type\":\"metric\",\"x\":12,\"y\":0,\"width\":12,
\"height\":6,\"properties\":{\"metrics\":[[\"AWS/S3\",\"BucketSizeBytes\",\"BucketName\",
\"MyBucketName\"]],\"period\":86400,\"stat\":\"Maximum\",\"region\":\"us-east-1\",\"title
\":\"MyBucketName bytes\"}}]}"
}
}
}

YAML
DashboardSideBySide:
Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
Properties:
DashboardName: Dashboard1
DashboardBody: '{"widgets":
[{"type":"metric","x":0,"y":0,"width":12,"height":6,"properties":{"metrics":[["AWS/
EC2","CPUUtilization","InstanceId","i-012345"]],"period":300,"stat":"Average","region":"useast-1","title":"EC2 Instance CPU"}},
{"type":"metric","x":12,"y":0,"width":12,"height":6,"properties":{"metrics":[["AWS/
S3","BucketSizeBytes","BucketName","MyBucketName"]],"period":86400,"stat":"Maximum","region":"useast-1","title":"MyBucketName bytes"}}]}'
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Amazon CloudWatch Logs テンプレートスニペット
Amazon CloudWatch Logs は、Amazon EC2 インスタンスまたはそのほかのリソースから、システム、
アプリケーション、およびカスタムログファイルを監視できます。AWS CloudFormation を使用してログ
グループおよびメトリクスフィルタをプロビジョニングし、管理できます。Amazon CloudWatch Logs を
使い始める場合の詳細については、『Amazon CloudWatch ユーザーガイド』の「システム、アプリケー
ション、およびカスタムログファイルのモニタリング」を参照してください。
トピック
• Linux インスタンスから CloudWatch Logs へのログの送信 (p. 481)
• Windows インスタンスから CloudWatch Logs へのログの送信 (p. 492)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 507)

Linux インスタンスから CloudWatch Logs へのログの送信
以下のテンプレートは、ウェブサーバーおよびそのカスタムメトリクスを記述します。ウェブサーバーの
ログからのログイベントは、カスタムメトリクスのデータを提供します。ログイベントをカスタムメト
リクスに送信するために、UserData フィールドは Amazon EC2 インスタンスに CloudWatch Logs エー
ジェントをインストールします。サーバーログファイルの場所、ロググループ名、ログストリーム名など
のエージェントの設定情報は、/tmp/cwlogs/apacheaccess.conf ファイルで定義されます。ウェブ
サーバーが /var/log/httpd/access_log ファイルにログイベントを送信し始めると、ログストリーム
が作成されます。

Note
アクセス権限についての注意: WebServerHost インスタンスは LogRoleInstanceProfile イ
ンスタンスプロファイルを参照し、インスタンスプロファイルはさらに LogRole ロールを参照
します。LogRole は arn:aws:s3:::* の s3:GetObject アクセス許可を指定します。
このアクセス許可が必要なのは、WebServerHost が UserData セクションの Amazon S3 から
CloudWatch Logs エージェント (awslogs-agent-setup.py) をダウンロードするためです。
2 つのメトリクスフィルタで、ログ情報を CloudWatch メトリクスに変換する方法を記述します。404 メ
トリクスは 404 の発生数をカウントします。サイズメトリクスはリクエストのサイズを追跡します。2 分
間で 3 つ以上の 404 が発生した場合、または平均リクエストサイズが 3500 KB を超える状態が 10 分を超
える場合は、2 つの CloudWatch アラームが通知を送信します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template for CloudWatch Logs.",
"Parameters": {
"KeyName": {
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instances",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"SSHLocation" : {
"Description" : "The IP address range that can be used to SSH to the EC2
instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
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"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."

},
"OperatorEmail": {
"Description": "Email address to notify if there are any scaling operations",
"Type": "String"
}

},
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-east-1": {
"AMI": "ami-0ff8a91507f77f867"
},
"us-west-1": {
"AMI": "ami-0bdb828fd58c52235"
},
"us-west-2": {
"AMI": "ami-a0cfeed8"
},
"eu-west-1": {
"AMI": "ami-047bb4163c506cd98"
},
"ap-southeast-1": {
"AMI": "ami-08569b978cc4dfa10"
},
"ap-southeast-2": {
"AMI": "ami-09b42976632b27e9b"
},
"ap-northeast-1": {
"AMI": "ami-06cd52961ce9f0d85"
},
"sa-east-1": {
"AMI": "ami-07b14488da8ea02a0"
},
"eu-central-1": {
"AMI" : "ami-0233214e13e500f77"
}
}
},
"Resources": {
"LogRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "LogRolePolicy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

22",

]

}

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:Create*",
"logs:PutLogEvents",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:*",
"arn:aws:s3:::*"
]

},
"LogRoleInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "LogRole"
}
]
}
},
"WebServerSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable HTTP access via port 80 and SSH access via port

"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" : 80, "CidrIp" :
"0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" : 22, "CidrIp" : { "Ref" :
"SSHLocation"}}
]
}
},
"WebServerHost": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata": {
"Comment": "Install a simple PHP application",
"AWS::CloudFormation::Init": {
"config": {
"packages": {
"yum": {
"httpd": [],
"php": []
}
},
"files": {
"/tmp/cwlogs/apacheaccess.conf": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"[general]\n",
"state_file= /var/awslogs/agent-state\n",
"[/var/log/httpd/access_log]\n",
"file = /var/log/httpd/access_log\n",
"log_group_name = ", {"Ref":
"WebServerLogGroup"}, "\n",
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]

]

"log_stream_name = {instance_id}/apache.log\n",
"datetime_format = %d/%b/%Y:%H:%M:%S"

},
"mode": "000400",
"owner": "apache",
"group": "apache"

application</h1>';\n",

},
"/var/www/html/index.php": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"<?php\n",
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP
]

"?>\n"

]
},
"mode": "000644",
"owner": "apache",
"group": "apache"

},
"/etc/cfn/cfn-hup.conf": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"[main]\n",
"stack=",
{
"Ref": "AWS::StackId"
},
"\n",
"region=",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"
]
]
},
"mode": "000400",
"owner": "root",
"group": "root"
},
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.WebServerHost.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -s ",
{
"Ref": "AWS::StackId"
},
" -r WebServerHost ",
" --region
",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
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}

}

}

}

]

]

"\n",
"runas=root\n"

},
"services": {
"sysvinit": {
"httpd": {
"enabled": "true",
"ensureRunning": "true"
},
"sendmail": {
"enabled": "false",
"ensureRunning": "false"
}
}
}

},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : { "Timeout" : "PT5M" }
},
"Properties": {
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"RegionMap",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"AMI"
]
},
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"InstanceType": "t1.micro",
"SecurityGroups": [ { "Ref": "WebServerSecurityGroup" } ],
"IamInstanceProfile": { "Ref": "LogRoleInstanceProfile" },
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"# Get the latest CloudFormation package\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"# Start cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -s ", { "Ref": "AWS::StackId" }, " r WebServerHost ", " --region ", { "Ref": "AWS::Region" },
" || error_exit 'Failed to run cfn-init'\n",
EC2 instance metadata\n",
hup'\n",

"# Start up the cfn-hup daemon to listen for changes to the
"/opt/aws/bin/cfn-hup || error_exit 'Failed to start cfn-

"# Get the CloudWatch Logs agent\n",
"wget https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/
latest/awslogs-agent-setup.py\n",
"# Install the CloudWatch Logs agent\n",
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"python awslogs-agent-setup.py -n -r ", { "Ref" :
"AWS::Region" }, " -c /tmp/cwlogs/apacheaccess.conf || error_exit 'Failed to run
CloudWatch Logs agent setup'\n",

}

}

]

]

"# All done so signal success\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerHost ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

}
},
"WebServerLogGroup": {
"Type": "AWS::Logs::LogGroup",
"Properties": {
"RetentionInDays": 7
}
},
"404MetricFilter": {
"Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties": {
"LogGroupName": {
"Ref": "WebServerLogGroup"
},
"FilterPattern": "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code =
404, size, ...]",
"MetricTransformations": [
{
"MetricValue": "1",
"MetricNamespace": "test/404s",
"MetricName": "test404Count"
}
]
}
},
"BytesTransferredMetricFilter": {
"Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties": {
"LogGroupName": {
"Ref": "WebServerLogGroup"
},
"FilterPattern": "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code,
size, ...]",
"MetricTransformations": [
{
"MetricValue": "$size",
"MetricNamespace": "test/BytesTransferred",
"MetricName": "testBytesTransferred"
}
]
}
},
"404Alarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "The number of 404s is greater than 2 over 2 minutes",
"MetricName": "test404Count",
"Namespace": "test/404s",
"Statistic": "Sum",
"Period": "60",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "2",
"AlarmActions": [
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{
}

"Ref": "AlarmNotificationTopic"

],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"

}
},
"BandwidthAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "The average volume of traffic is greater 3500 KB over
10 minutes",
"MetricName": "testBytesTransferred",
"Namespace": "test/BytesTransferred",
"Statistic": "Average",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "3500",
"AlarmActions": [
{
"Ref": "AlarmNotificationTopic"
}
],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"
}
},
"AlarmNotificationTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {
"Subscription": [
{
"Endpoint": { "Ref": "OperatorEmail" },
"Protocol": "email"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"InstanceId": {
"Description": "The instance ID of the web server",
"Value": {
"Ref": "WebServerHost"
}
},
"WebsiteURL" : {
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "WebServerHost",
"PublicDnsName" ]}]] },
"Description" : "URL for newly created LAMP stack"
},
"PublicIP": {
"Description": "Public IP address of the web server",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"WebServerHost",
"PublicIp"
]
}
},
"CloudWatchLogGroupName": {
"Description": "The name of the CloudWatch log group",
"Value": {
"Ref": "WebServerLogGroup"
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS CloudFormation Sample Template for CloudWatch Logs.
Parameters:
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instances
Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair.
SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})"
ConstraintDescription: must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x.
OperatorEmail:
Description: Email address to notify if there are any scaling operations
Type: String
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
AMI: ami-0ff8a91507f77f867
us-west-1:
AMI: ami-0bdb828fd58c52235
us-west-2:
AMI: ami-a0cfeed8
eu-west-1:
AMI: ami-047bb4163c506cd98
ap-southeast-1:
AMI: ami-0d98120a9fb693f07
ap-southeast-2:
AMI: ami-09b42976632b27e9b
ap-northeast-1:
AMI: ami-06cd52961ce9f0d85
sa-east-1:
AMI: ami-07b14488da8ea02a0
eu-central-1:
AMI: ami-0233214e13e500f77
Resources:
LogRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: LogRolePolicy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- logs:Create*
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- logs:PutLogEvents
- s3:GetObject
Resource:
- arn:aws:logs:*:*:*
- arn:aws:s3:::*
LogRoleInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: "/"
Roles:
- Ref: LogRole
WebServerSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Enable HTTP access via port 80 and SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp:
Ref: SSHLocation
WebServerHost:
Type: AWS::EC2::Instance
Metadata:
Comment: Install a simple PHP application
AWS::CloudFormation::Init:
config:
packages:
yum:
httpd: []
php: []
files:
"/tmp/cwlogs/apacheaccess.conf":
content: !Sub |
[general]
state_file= /var/awslogs/agent-state
[/var/log/httpd/access_log]
file = /var/log/httpd/access_log
log_group_name = ${WebServerLogGroup}
log_stream_name = {instance_id}/apache.log
datetime_format = %d/%b/%Y:%H:%M:%S
mode: '000400'
owner: apache
group: apache
"/var/www/html/index.php":
content: !Sub |
"<?php"
"echo '<h1>AWS CloudFormation sample PHP application</h1>';"
"?>"
mode: '000644'
owner: apache
group: apache
"/etc/cfn/cfn-hup.conf":
content: !Sub |
[main]
stack= ${AWS::StackId}
region=${AWS::Region}
mode: "000400"
owner: "root"
group: "root"
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf":
content: !Sub |
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[cfn-auto-reloader-hook]
triggers=post.update
path=Resources.WebServerHost.Metadata.AWS::CloudFormation::Init
action=/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource
WebServerHost --region ${AWS::Region}
mode: "000400"
owner: "root"
group: "root"
services:
sysvinit:
httpd:
enabled: 'true'
ensureRunning: 'true'
sendmail:
enabled: 'false'
ensureRunning: 'false'
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT5M
Properties:
ImageId:
Fn::FindInMap:
- RegionMap
- Ref: AWS::Region
- AMI
KeyName:
Ref: KeyName
InstanceType: t1.micro
SecurityGroups:
- Ref: WebServerSecurityGroup
IamInstanceProfile:
Ref: LogRoleInstanceProfile
UserData:
"Fn::Base64":
!Sub |
#!/bin/bash -xe
# Get the latest CloudFormation package
yum update -y aws-cfn-bootstrap
# Start cfn-init
/opt/aws/bin/cfn-init -s ${AWS::StackId} -r WebServerHost --region
${AWS::Region} || error_exit 'Failed to run cfn-init'
# Start up the cfn-hup daemon to listen for changes to the EC2 instance
metadata
/opt/aws/bin/cfn-hup || error_exit 'Failed to start cfn-hup'
# Get the CloudWatch Logs agent
wget https://s3.amazonaws.com/aws-cloudwatch/downloads/latest/awslogs-agentsetup.py
# Install the CloudWatch Logs agent
python awslogs-agent-setup.py -n -r ${AWS::Region} -c /tmp/cwlogs/
apacheaccess.conf || error_exit 'Failed to run CloudWatch Logs agent setup'
# All done so signal success
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackId} --resource WebServerHost
--region ${AWS::Region}
WebServerLogGroup:
Type: AWS::Logs::LogGroup
Properties:
RetentionInDays: 7
404MetricFilter:
Type: AWS::Logs::MetricFilter
Properties:
LogGroupName:
Ref: WebServerLogGroup
FilterPattern: "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code = 404,
size, ...]"
MetricTransformations:
- MetricValue: '1'
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MetricNamespace: test/404s
MetricName: test404Count
BytesTransferredMetricFilter:
Type: AWS::Logs::MetricFilter
Properties:
LogGroupName:
Ref: WebServerLogGroup
FilterPattern: "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code, size, ...]"
MetricTransformations:
- MetricValue: "$size"
MetricNamespace: test/BytesTransferred
MetricName: testBytesTransferred
404Alarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: The number of 404s is greater than 2 over 2 minutes
MetricName: test404Count
Namespace: test/404s
Statistic: Sum
Period: '60'
EvaluationPeriods: '2'
Threshold: '2'
AlarmActions:
- Ref: AlarmNotificationTopic
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
BandwidthAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: The average volume of traffic is greater 3500 KB over 10 minutes
MetricName: testBytesTransferred
Namespace: test/BytesTransferred
Statistic: Average
Period: '300'
EvaluationPeriods: '2'
Threshold: '3500'
AlarmActions:
- Ref: AlarmNotificationTopic
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
AlarmNotificationTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
- Endpoint:
Ref: OperatorEmail
Protocol: email
Outputs:
InstanceId:
Description: The instance ID of the web server
Value:
Ref: WebServerHost
WebsiteURL:
Value:
!Sub 'http://${WebServerHost.PublicDnsName}'
Description: URL for newly created LAMP stack
PublicIP:
Description: Public IP address of the web server
Value:
!GetAtt WebServerHost.PublicIp
CloudWatchLogGroupName:
Description: The name of the CloudWatch log group
Value: !Ref WebServerLogGroup
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Windows インスタンスから CloudWatch Logs へのログの送信
次のテンプレートは、Windows 2012 R2 インスタンス用に CloudWatch Logs を設定します。
Windows の CloudWatch Logs エージェント (Windows 2012 R2 および Windows 2016 AMI の SSM エー
ジェント) は、起動後にのみログを送信するため、起動前に生成されたログは送信されません。この問題
を対処するため、テンプレートは次のようにして、ログが書き込まれる前にエージェントを確実に起動し
ます。
• cfn-init config の最初の configSets 項目としてエージェントのセットアップを行います。
• waitAfterCompletion を使用して、コマンドがエージェントを起動した後で一時停止を挿入しま
す。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Sample template that sets up and configures CloudWatch logs on Windows
2012R2 instance.",
"Parameters": {
"KeyPair" : {
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable RDP access to the
instances",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription" : "must be the name of an existing EC2 KeyPair."
},
"RDPLocation" : {
"Description" : "The IP address range that can be used to RDP to the EC2
instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
},
"OperatorEmail": {
"Description": "Email address to notify if there are any scaling operations",
"Type": "String"
}
},
"Mappings": {
"AWSAMIRegionMap": {
"ap-northeast-1": {
"WS2012R2": "ami-06cd52961ce9f0d85"
},
"ap-northeast-2": {
"WS2012R2": "ami-0a10b2721688ce9d2"
},
"ap-south-1": {
"WS2012R2": "ami-0912f71e06545ad88"
},
"ap-southeast-1": {
"WS2012R2": "ami-08569b978cc4dfa10"
},
"ap-southeast-2": {
"WS2012R2": "ami-09b42976632b27e9b"
},
"ca-central-1": {
"WS2012R2": "ami-0b18956f"
},
"eu-central-1": {
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}

"WS2012R2":
},
"eu-west-1": {
"WS2012R2":
},
"eu-west-2": {
"WS2012R2":
},
"sa-east-1": {
"WS2012R2":
},
"us-east-1": {
"WS2012R2":
},
"us-east-2": {
"WS2012R2":
},
"us-west-1": {
"WS2012R2":
},
"us-west-2": {
"WS2012R2":
}

"ami-0233214e13e500f77"
"ami-047bb4163c506cd98"
"ami-f976839e"
"ami-07b14488da8ea02a0"
"ami-0ff8a91507f77f867"
"ami-0b59bfac6be064b78"
"ami-0bdb828fd58c52235"
"ami-a0cfeed8"

},
"Resources": {
"WebServerSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable HTTP access via port 80 and RDP access via port
3389",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "80", "ToPort" : "80", "CidrIp" :
"0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "3389", "ToPort" : "3389", "CidrIp" :
{ "Ref" : "RDPLocation"}}
]
}
},
"LogRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"ManagedPolicyArns" : [ "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonSSMManagedInstanceCore"],
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "LogRolePolicy",
"PolicyDocument": {
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}

]

}

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:Create*",
"logs:PutLogEvents",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:*",
"arn:aws:s3:::*"
]
}
]

},
"LogRoleInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "LogRole"
}
]
}
},
"WebServerHost": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M"
}
},
"Metadata": {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"config": [
"00-ConfigureCWLogs",
"01-InstallWebServer",
"02-ConfigureApplication",
"03-Finalize"
]
},
"00-ConfigureCWLogs" : {
"files": {
"C:\\Program Files\\Amazon\\SSM\\Plugins\\awsCloudWatch\
\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json": {
"content": {
"Fn::Join": [
"",
[
"{",
" \"IsEnabled\" : true,",
" \"EngineConfiguration\" : {",
"
\"PollInterval\" : \"00:00:05\",",
"
\"Components\" : [{",
"
\"Id\" : \"ApplicationEventLog\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\" : {",
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"
\"LogName\" : \"Application\",",
"
\"Levels\" : \"7\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"SystemEventLog\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\" : {",
"
\"LogName\" : \"System\",",
"
\"Levels\" : \"7\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"SecurityEventLog\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\" : {",
"
\"LogName\" : \"Security\",",
"
\"Levels\" : \"7\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"EC2ConfigLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"LogDirectoryPath\": \"C:\\\\Program
Files\\\\Amazon\\\\Ec2ConfigService\\\\Logs\",",
"
\"TimestampFormat\": \"yyyy-MMddTHH:mm:ss.fffZ:\",",
"
\"Encoding\": \"ASCII\",",
"
\"Filter\": \"EC2ConfigLog.txt\",",
"
\"CultureName\": \"en-US\",",
"
\"TimeZoneKind\": \"UTC\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CfnInitLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"LogDirectoryPath\": \"C:\\\\cfn\\\\log
\",",
"
\"TimestampFormat\": \"yyyy-MM-dd
HH:mm:ss,fff\",",
"
\"Encoding\": \"ASCII\",",
"
\"Filter\": \"cfn-init.log\",",
"
\"CultureName\": \"en-US\",",
"
\"TimeZoneKind\": \"Local\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"IISLogs\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\" : {",
"
\"LogDirectoryPath\" : \"C:\\\\inetpub\\\
\logs\\\\LogFiles\\\\W3SVC1\",",
"
\"TimestampFormat\" : \"yyyy-MM-dd
HH:mm:ss\",",
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"
\"Encoding\" : \"UTF-8\",",
"
\"Filter\" : \"\",",
"
\"CultureName\" : \"en-US\",",
"
\"TimeZoneKind\" : \"UTC\",",
"
\"LineCount\" : \"3\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"MemoryPerformanceCounter\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.PerformanceCounterComponent.PerformanceCounterInputComponent,AWS.EC2.Wind
\",",
"
\"Parameters\" : {",
"
\"CategoryName\" : \"Memory\",",
"
\"CounterName\" : \"Available MBytes\",",
"
\"InstanceName\" : \"\",",
"
\"MetricName\" : \"Memory\",",
"
\"Unit\" : \"Megabytes\",",
"
\"DimensionName\" : \"\",",
"
\"DimensionValue\" : \"\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchApplicationEventLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
"
\"SecretKey\": \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
{
"Fn::Sub": "
\"LogGroup\":
\"${LogGroup}\","
},
"
\"LogStream\": \"{instance_id}/
ApplicationEventLog\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchSystemEventLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
"
\"SecretKey\": \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
{
"Fn::Sub": "
\"LogGroup\":
\"${LogGroup}\","
},
"
\"LogStream\": \"{instance_id}/
SystemEventLog\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchSecurityEventLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
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"
{
\"${AWS::Region}\","

\"${LogGroup}\","
SecurityEventLog\"",

},
{
},
"

\"SecretKey\": \"\",",
"Fn::Sub": "

\"Region\":

"Fn::Sub": "

\"LogGroup\":

\"LogStream\": \"{instance_id}/

"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchEC2ConfigLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
"
\"SecretKey\": \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
{
"Fn::Sub": "
\"LogGroup\":
\"${LogGroup}\","
},
"
\"LogStream\": \"{instance_id}/
EC2ConfigLog\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchCfnInitLog\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
"
\"SecretKey\": \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
{
"Fn::Sub": "
\"LogGroup\":
\"${LogGroup}\","
},
"
\"LogStream\": \"{instance_id}/CfnInitLog
\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\": \"CloudWatchIISLogs\",",
"
\"FullName\":
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch\",",
"
\"Parameters\": {",
"
\"AccessKey\": \"\",",
"
\"SecretKey\": \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
{
"Fn::Sub": "
\"LogGroup\":
\"${LogGroup}\","
},
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"
\"LogStream\": \"{instance_id}/IISLogs\"",
"
}",
"
},",
"
{",
"
\"Id\" : \"CloudWatch\",",
"
\"FullName\" :
\"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatch.CloudWatchOutputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch
\",",
"
\"Parameters\" : {",
"
\"AccessKey\" : \"\",",
"
\"SecretKey\" : \"\",",
{
"Fn::Sub": "
\"Region\":
\"${AWS::Region}\","
},
"
\"NameSpace\" : \"Windows/Default\"",
"
}",
"
}],",
"
\"Flows\": {",
"
\"Flows\": [",
"
\"ApplicationEventLog,CloudWatchApplicationEventLog\",",
"
\"SystemEventLog,CloudWatchSystemEventLog
\",",
"
\"SecurityEventLog,CloudWatchSecurityEventLog\",",
"
\"EC2ConfigLog,CloudWatchEC2ConfigLog\",",
"
\"CfnInitLog,CloudWatchCfnInitLog\",",
"
\"IISLogs,CloudWatchIISLogs\",",
"
\"MemoryPerformanceCounter,CloudWatch\"",
"
]",
"
}",
" }",
"}"
]
]
}
}
},
"commands": {
"0-enableSSM" : {
"command" : "powershell.exe -Command \"Set-Service -Name AmazonSSMAgent
-StartupType Automatic\" ",
"waitAfterCompletion" : "0"
},
"1-restartSSM": {
"command" : "powershell.exe -Command \"Restart-Service AmazonSSMAgent
\"",
"waitAfterCompletion" : "30"
}
}
},
"01-InstallWebServer": {
"commands": {
"01_install_webserver": {
"command": "powershell.exe -Command \"Install-WindowsFeature WebServer -IncludeAllSubFeature\"",
"waitAfterCompletion": "0"
}
}
},
"02-ConfigureApplication": {
"files": {
"c:\\Inetpub\\wwwroot\\index.htm": {
"content": {
"Fn::Join": [
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"\n",
[
"<html>",
"<head>",
"<title>Test Application</title>",
"</head>",
"<body>",
"<h1>Congratulations!! Your IIS Web

Server is configured.</h1>",

}

}

]

]

"</body>",
"</html>"

}
},
"03-Finalize": {
"commands": {
"00_signal_success": {
"command": { "Fn::Sub" : "cfn-signal.exe -e 0 --resource
WebServerHost --stack ${AWS::StackName} --region ${AWS::Region} " },
"waitAfterCompletion": "0"
}
}
}
}
},
"Properties": {
"KeyName": { "Ref" : "KeyPair"},
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSAMIRegionMap",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"WS2012R2"
]
},
"InstanceType": "t2.xlarge",
"SecurityGroupIds" : [{ "Ref" : "WebServerSecurityGroup"}],
"IamInstanceProfile" : { "Ref" : "LogRoleInstanceProfile"},
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"\n",
[
"<script>",
"wmic product where \"description='Amazon SSM Agent' \"
uninstall",
"wmic product where \"description='aws-cfn-bootstrap' \"
uninstall ",
"start /wait c:\\Windows\\system32\\msiexec /passive /qn /i
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-win64-latest.msi",
"powershell.exe -Command \"iwr https://s3.amazonaws.com/ec2downloads-windows/SSMAgent/latest/windows_amd64/AmazonSSMAgentSetup.exe -UseBasicParsing OutFile C:\\AmazonSSMAgentSetup.exe\"",
"start /wait C:\\AmazonSSMAgentSetup.exe /install /quiet",
{ "Fn::Sub" : "cfn-init.exe -v -c config -s ${AWS::StackName}
--resource WebServerHost --region ${AWS::Region} " },
"</script>"
]
]
}
}
}

API バージョン 2010-05-15
499

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudWatch Logs
},
"LogGroup": {
"Type": "AWS::Logs::LogGroup",
"Properties": {
"RetentionInDays": 7
}
},
"404MetricFilter": {
"Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties": {
"LogGroupName": {
"Ref": "LogGroup"
},
"FilterPattern": "[timestamps,serverip, method, uri, query, port, dash,
clientip, useragent, status_code = 404, ...]",
"MetricTransformations": [
{
"MetricValue": "1",
"MetricNamespace": "test/404s",
"MetricName": "test404Count"
}
]
}
},
"404Alarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "The number of 404s is greater than 2 over 2 minutes",
"MetricName": "test404Count",
"Namespace": "test/404s",
"Statistic": "Sum",
"Period": "60",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "2",
"AlarmActions": [
{
"Ref": "AlarmNotificationTopic"
}
],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"
}
},
"AlarmNotificationTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {
"Subscription": [
{
"Endpoint": { "Ref": "OperatorEmail" },
"Protocol": "email"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"InstanceId": {
"Description": "The instance ID of the web server",
"Value": {
"Ref": "WebServerHost"
}
},
"WebsiteURL" : {
"Value" : { "Fn::Join" : ["", ["http://", { "Fn::GetAtt" : [ "WebServerHost",
"PublicDnsName" ]}]] },
"Description" : "URL for newly created IIS web server"
},
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}

}

"PublicIP": {
"Description": "Public IP address of the web server",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"WebServerHost",
"PublicIp"
]
}
},
"CloudWatchLogGroupName": {
"Description": "The name of the CloudWatch log group",
"Value": {
"Ref": "LogGroup"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Sample template that sets up and configures CloudWatch logs on Windows 2012R2
instance
instance.
Parameters:
KeyPair:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable RDP access to the instances
Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair.
RDPLocation:
Description: The IP address range that can be used to RDP to the EC2 instances
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: (\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})
ConstraintDescription: must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x.
OperatorEmail:
Description: Email address to notify if there are any scaling operations
Type: String
Mappings:
AWSAMIRegionMap:
ap-northeast-1:
WS2012R2: ami-06cd52961ce9f0d85
ap-northeast-2:
WS2012R2: ami-0a10b2721688ce9d2
ap-south-1:
WS2012R2: ami-0912f71e06545ad88
ap-southeast-1:
WS2012R2: ami-08569b978cc4dfa10
ap-southeast-2:
WS2012R2: ami-09b42976632b27e9b
ca-central-1:
WS2012R2: ami-0b18956f
eu-central-1:
WS2012R2: ami-0233214e13e500f77
eu-west-1:
WS2012R2: ami-047bb4163c506cd98
eu-west-2:
WS2012R2: ami-f976839e
sa-east-1:
WS2012R2: ami-07b14488da8ea02a0
us-east-1:
WS2012R2: ami-0ff8a91507f77f867
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us-east-2:
WS2012R2: ami-0b59bfac6be064b78
us-west-1:
WS2012R2: ami-0bdb828fd58c52235
us-west-2:
WS2012R2: ami-a0cfeed8
Resources:
WebServerSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Enable HTTP access via port 80 and RDP access via port 3389
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: '80'
ToPort: '80'
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: '3389'
ToPort: '3389'
CidrIp: !Ref 'RDPLocation'
LogRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
ManagedPolicyArns:
- arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
Path: /
Policies:
- PolicyName: LogRolePolicy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- logs:Create*
- logs:PutLogEvents
- s3:GetObject
Resource:
- arn:aws:logs:*:*:*
- arn:aws:s3:::*
LogRoleInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref 'LogRole'
WebServerHost:
Type: AWS::EC2::Instance
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT15M
Metadata:
AWS::CloudFormation::Init:
configSets:
config:
- 00-ConfigureCWLogs
- 01-InstallWebServer
- 02-ConfigureApplication
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- 03-Finalize
00-ConfigureCWLogs:
files:
C:\Program Files\Amazon\SSM\Plugins\awsCloudWatch
\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json:
content: !Sub |
{
"EngineConfiguration": {
"Components": [
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "ApplicationEventLog",
"Parameters": {
"Levels": "7",
"LogName": "Application"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "SystemEventLog",
"Parameters": {
"Levels": "7",
"LogName": "System"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.EventLog.EventLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "SecurityEventLog",
"Parameters": {
"Levels": "7",
"LogName": "Security"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "EC2ConfigLog",
"Parameters": {
"CultureName": "en-US",
"Encoding": "ASCII",
"Filter": "EC2ConfigLog.txt",
"LogDirectoryPath": "C:\\Program Files\\Amazon\
\Ec2ConfigService\\Logs",
"TimeZoneKind": "UTC",
"TimestampFormat": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ:"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CfnInitLog",
"Parameters": {
"CultureName": "en-US",
"Encoding": "ASCII",
"Filter": "cfn-init.log",
"LogDirectoryPath": "C:\\cfn\\log",
"TimeZoneKind": "Local",
"TimestampFormat": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss,fff"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CustomLog.CustomLogInputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
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"Id": "IISLogs",
"Parameters": {
"CultureName": "en-US",
"Encoding": "UTF-8",
"Filter": "",
"LineCount": "3",
"LogDirectoryPath": "C:\\inetpub\\logs\\LogFiles\

\W3SVC1",

},
{

}

"TimeZoneKind": "UTC",
"TimestampFormat": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.PerformanceCounterComponent.PerformanceCounterInputComponent,AWS.EC2.Windo
"Id": "MemoryPerformanceCounter",
"Parameters": {
"CategoryName": "Memory",
"CounterName": "Available MBytes",
"DimensionName": "",
"DimensionValue": "",
"InstanceName": "",
"MetricName": "Memory",
"Unit": "Megabytes"
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchApplicationEventLog",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/ApplicationEventLog",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchSystemEventLog",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/SystemEventLog",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchSecurityEventLog",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/SecurityEventLog",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchEC2ConfigLog",
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},
{

"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/EC2ConfigLog",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}

"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchCfnInitLog",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/CfnInitLog",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatchLogsOutput,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatchIISLogs",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"LogGroup": "${LogGroup}",
"LogStream": "{instance_id}/IISLogs",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
},
{
"FullName":
"AWS.EC2.Windows.CloudWatch.CloudWatch.CloudWatchOutputComponent,AWS.EC2.Windows.CloudWatch",
"Id": "CloudWatch",
"Parameters": {
"AccessKey": "",
"NameSpace": "Windows/Default",
"Region": "${AWS::Region}",
"SecretKey": ""
}
}
],
"Flows": {
"Flows": [
"ApplicationEventLog,CloudWatchApplicationEventLog",
"SystemEventLog,CloudWatchSystemEventLog",
"SecurityEventLog,CloudWatchSecurityEventLog",
"EC2ConfigLog,CloudWatchEC2ConfigLog",
"CfnInitLog,CloudWatchCfnInitLog",
"IISLogs,CloudWatchIISLogs",
"MemoryPerformanceCounter,CloudWatch"
]
},
"PollInterval": "00:00:05"
},
"IsEnabled": true
}
commands:
0-enableSSM:
command: 'powershell.exe -Command "Set-Service -Name AmazonSSMAgent StartupType Automatic" '
waitAfterCompletion: '0'
1-restartSSM:
command: 'powershell.exe -Command "Restart-Service AmazonSSMAgent "'
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waitAfterCompletion: '30'
01-InstallWebServer:
commands:
01_install_webserver:
command: powershell.exe -Command "Install-WindowsFeature Web-Server IncludeAllSubFeature"
waitAfterCompletion: '0'
02-ConfigureApplication:
files:
c:\Inetpub\wwwroot\index.htm:
content: '<html>
<head>
<title>Test Application Page</title>
</head>
<body>
<h1>Congratulations !! Your IIS server is configured.</h1>
</body>
</html>'
03-Finalize:
commands:
00_signal_success:
command: !Sub 'cfn-signal.exe -e 0 --resource WebServerHost --stack
${AWS::StackName} --region ${AWS::Region}'
waitAfterCompletion: '0'
Properties:
KeyName: !Ref 'KeyPair'
ImageId: !FindInMap [AWSAMIRegionMap, !Ref 'AWS::Region', WS2012R2]
InstanceType: t2.xlarge
SecurityGroupIds:
- !Ref 'WebServerSecurityGroup'
IamInstanceProfile: !Ref 'LogRoleInstanceProfile'
UserData:
Fn::Base64:
!Sub |
<script>
wmic product where "description='Amazon SSM Agent' " uninstall
wmic product where "description='aws-cfn-bootstrap' " uninstall
start /wait c:\\Windows\\system32\\msiexec /passive /qn /i https://
s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-win64-latest.msi
powershell.exe -Command "iwr https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/
SSMAgent/latest/windows_amd64/AmazonSSMAgentSetup.exe -UseBasicParsing -OutFile C:\
\AmazonSSMAgentSetup.exe"
start /wait C:\\AmazonSSMAgentSetup.exe /install /quiet
cfn-init.exe -v -c config -s ${AWS::StackName} --resource WebServerHost --region
${AWS::Region}
</script>
LogGroup:
Type: AWS::Logs::LogGroup
Properties:
RetentionInDays: 7
404MetricFilter:
Type: AWS::Logs::MetricFilter
Properties:
LogGroupName: !Ref 'LogGroup'
FilterPattern: '[timestamps, serverip, method, uri, query, port, dash, clientip,
useragent, status_code = 404, ...]'
MetricTransformations:
- MetricValue: '1'
MetricNamespace: test/404s
MetricName: test404Count
404Alarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: The number of 404s is greater than 2 over 2 minutes
MetricName: test404Count
Namespace: test/404s
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Statistic: Sum
Period: '60'
EvaluationPeriods: '2'
Threshold: '2'
AlarmActions:
- !Ref 'AlarmNotificationTopic'
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
AlarmNotificationTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
- Endpoint: !Ref 'OperatorEmail'
Protocol: email
Outputs:
InstanceId:
Description: The instance ID of the web server
Value: !Ref 'WebServerHost'
WebsiteURL:
Value: !Sub 'http://${WebServerHost.PublicDnsName}'
Description: URL for newly created IIS web server
PublicIP:
Description: Public IP address of the web server
Value: !GetAtt 'WebServerHost.PublicIp'
CloudWatchLogGroupName:
Description: The name of the CloudWatch log group
Value: !Ref 'LogGroup'

以下の資料も参照してください。
CloudWatch Logs リソースの詳細については、AWS::Logs::LogGroup または AWS::Logs::MetricFilter を参
照してください。

Amazon DynamoDB テンプレートスニペット
トピック
• Amazon DynamoDB テーブルを含む Application Auto Scaling (p. 507)
• 以下の資料も参照してください。 (p. 511)

Amazon DynamoDB テーブルを含む Application Auto Scaling
この例では、AWS::DynamoDB::Table リソースに Application Auto Scaling をセットアップします。こ
のテンプレートでは、テーブル向けに TargetTrackingScaling スループットをスケールアップする
WriteCapacityUnits スケーリングポリシーを定義します。

JSON
{

"Resources": {
"DDBTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "ArtistId",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "Concert",
"AttributeType": "S"
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},
{

"AttributeName": "TicketSales",
"AttributeType": "S"

}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "ArtistId",
"KeyType": "HASH"
},
{
"AttributeName": "Concert",
"KeyType": "RANGE"
}
],
"GlobalSecondaryIndexes": [
{
"IndexName": "GSI",
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "TicketSales",
"KeyType": "HASH"
}
],
"Projection": {
"ProjectionType": "KEYS_ONLY"
},
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5
}
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5
}

}
},
"WriteCapacityScalableTarget": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties": {
"MaxCapacity": 15,
"MinCapacity": 5,
"ResourceId": {
"Fn::Join": [
"/",
[
"table",
{
"Ref": "DDBTable"
}
]
]
},
"RoleARN": {
"Fn::GetAtt": [
"ScalingRole",
"Arn"
]
},
"ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"ServiceNamespace": "dynamodb"
}
},
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}

}

"ScalingRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"application-autoscaling.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:UpdateTable",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:SetAlarmState",
"cloudwatch:DeleteAlarms"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"WriteScalingPolicy": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties": {
"PolicyName": "WriteAutoScalingPolicy",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId": {
"Ref": "WriteCapacityScalableTarget"
},
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
"TargetValue": 50,
"ScaleInCooldown": 60,
"ScaleOutCooldown": 60,
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
}
}
}
}
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YAML
Resources:
DDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
AttributeName: "ArtistId"
AttributeType: "S"
AttributeName: "Concert"
AttributeType: "S"
AttributeName: "TicketSales"
AttributeType: "S"
KeySchema:
AttributeName: "ArtistId"
KeyType: "HASH"
AttributeName: "Concert"
KeyType: "RANGE"
GlobalSecondaryIndexes:
IndexName: "GSI"
KeySchema:
AttributeName: "TicketSales"
KeyType: "HASH"
Projection:
ProjectionType: "KEYS_ONLY"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
WriteCapacityScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 15
MinCapacity: 5
ResourceId: !Join
- /
- - table
- !Ref DDBTable
RoleARN: !GetAtt ScalingRole.Arn
ScalableDimension: dynamodb:table:WriteCapacityUnits
ServiceNamespace: dynamodb
ScalingRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- application-autoscaling.amazonaws.com
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
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PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action:
- "dynamodb:DescribeTable"
- "dynamodb:UpdateTable"
- "cloudwatch:PutMetricAlarm"
- "cloudwatch:DescribeAlarms"
- "cloudwatch:GetMetricStatistics"
- "cloudwatch:SetAlarmState"
- "cloudwatch:DeleteAlarms"
Resource: "*"
WriteScalingPolicy:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: WriteAutoScalingPolicy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref WriteCapacityScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 50.0
ScaleInCooldown: 60
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: DynamoDBWriteCapacityUtilization

以下の資料も参照してください。
詳細については、AWS データベースログのブログ投稿 How to use AWS CloudFormation to configure auto
scaling for Amazon DynamoDB tables and indexes を参照してください。
DynamoDB リソースの詳細については、「AWS::DynamoDB::Table」を参照してください。

Amazon EC2 テンプレートスニペット
EC2 ブロックデバイスマッピングの例
ブロックデバイスマッピングが指定された EC2 インスタンス
JSON
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch",
{ "Ref" : "InstanceType" }, "Arch" ] } ] },
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" },
"SecurityGroups" : [{ "Ref" : "Ec2SecurityGroup" }],
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sda1",
"Ebs" : { "VolumeSize" : "50" }
},{
"DeviceName" : "/dev/sdm",
"Ebs" : { "VolumeSize" : "100" }
}
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}

}

]

YAML
EC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [ AWSRegionArch2AMI, !Ref 'AWS::Region' , !FindInMap
[ AWSInstanceType2Arch, !Ref InstanceType, Arch ] ]
KeyName: !Ref KeyName
InstanceType: !Ref InstanceType
SecurityGroups:
- !Ref Ec2SecurityGroup
BlockDeviceMappings:
DeviceName: /dev/sda1
Ebs:
VolumeSize: 50
DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeSize: 100

エフェメラルドライブが指定された EC2 インスタンス
JSON
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" },
"PV64" ]},
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"InstanceType" : "m1.small",
"SecurityGroups" : [{ "Ref" : "Ec2SecurityGroup" }],
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sdc",
"VirtualName" : "ephemeral0"
}
]
}
}

YAML
EC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [ AWSRegionArch2AMI, !Ref 'AWS::Region', PV64 ]
KeyName: !Ref KeyName
InstanceType: m1.small
SecurityGroups:
- !Ref Ec2SecurityGroup
BlockDeviceMappings:
DeviceName: /dev/sdc
VirtualName: ephemeral0
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AWS::EC2::EIP スニペットを使用してAmazon EC2 Elastic IP
を割り当てる
この例では、AWS::EC2::EIP リソースを使用して Amazon EC2 Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インス
タンスに割り当てる方法を示します。

JSON
"MyEIP" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "logical name of an AWS::EC2::Instance resource" }
}
}

YAML
MyEIP:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
InstanceId: !Ref Logical name of an AWS::EC2::Instance resource

AWS::EC2::EIPAssociationスニペットを使用した Amazon
EC2 インスタンスに既存の Elastic IP の割り当て
この例では、AWS::EC2::EIPAssociation リソースを使用して既存の Amazon EC2 Elastic IP アドレスを
Amazon EC2 インスタンスに割り当てる方法を示します。

JSON
"IPAssoc" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "logical name of an AWS::EC2::Instance resource" },
"EIP" : "existing Elastic IP address"
}
}

YAML
IPAssoc:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
InstanceId: !Ref Logical name of an AWS::EC2::Instance resource
EIP: existing Elastic IP Address

AWS::EC2::EIPAssociationスニペットを使用したAmazon
EC2インスタンスへの既存の VPC Elastic IP の割り当て
この例では、AWS::EC2::EIPAssociation リソースを使用して既存の VPC Elastic IP アドレスを Amazon
EC2インスタンスに割り当てる方法を示します。
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JSON
"VpcIPAssoc" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "logical name of an AWS::EC2::Instance resource" },
"AllocationId" : "existing VPC Elastic IP allocation ID"
}
}

YAML
VpcIPAssoc:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
InstanceId: !Ref Logical name of an AWS::EC2::Instance resource
AllocationId: Existing VPC Elastic IP allocation ID

Elastic Network Interface (ENI) のテンプレートスニペット
VPC_EC2_Instance_With_ENI
Elastic Network Interface (ENI) が 2 つ割り当てられたインスタンスの作成方法を示すサンプルテンプレー
トです。このサンプルは、すでに VPC が作成されていることを前提としています。

JSON
"Resources" : {
"ControlPortAddress" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : "vpc"
}
},
"AssociateControlPort" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"AllocationId" : { "Fn::GetAtt" : [ "ControlPortAddress", "AllocationId" ]},
"NetworkInterfaceId" : { "Ref" : "controlXface" }
}
},
"WebPortAddress" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : "vpc"
}
},
"AssociateWebPort" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"AllocationId" : { "Fn::GetAtt" : [ "WebPortAddress", "AllocationId" ]},
"NetworkInterfaceId" : { "Ref" : "webXface" }
}
},
"SSHSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VpcId" },
"GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22",

API バージョン 2010-05-15
514

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2
"SecurityGroupIngress" : [ { "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : "22", "ToPort" :
"22", "CidrIp" : "0.0.0.0/0" } ]
}
},
"WebSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VpcId" },
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via user defined port",
"SecurityGroupIngress" : [ { "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0" } ]
}
},
"controlXface" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "SubnetId" },
"Description" :"Interface for control traffic such as SSH",
"GroupSet" : [ {"Ref" : "SSHSecurityGroup"} ],
"SourceDestCheck" : "true",
"Tags" : [ {"Key" : "Network", "Value" : "Control"}]
}
},
"webXface" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "SubnetId" },
"Description" :"Interface for web traffic",
"GroupSet" : [ {"Ref" : "WebSecurityGroup"} ],
"SourceDestCheck" : "true",
"Tags" : [ {"Key" : "Network", "Value" : "Web"}]
}
},
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" }, "AMI" ]},
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"NetworkInterfaces" : [ { "NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "controlXface"},
"DeviceIndex" : "0" },
{ "NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "webXface"}, "DeviceIndex" : "1" }],
"Tags" : [ {"Key" : "Role", "Value" : "Test Instance"}],
"UserData" : {"Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["",[
"#!/bin/bash -ex","\n",
"\n","yum install ec2-net-utils -y","\n",
"ec2ifup eth1","\n",
"service httpd start"]]}
}
}
}
}

YAML
Resources:
ControlPortAddress:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: vpc
AssociateControlPort:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
AllocationId: !GetAtt ControlPortAddress.AllocationId
NetworkInterfaceId: !Ref controlXface
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WebPortAddress:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: vpc
AssociateWebPort:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
AllocationId: !GetAtt WebPortAddress.AllocationId
NetworkInterfaceId: !Ref webXface
SSHSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: !Ref VpcId
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 22
IpProtocol: tcp
ToPort: 22
WebSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: !Ref VpcId
GroupDescription: Enable HTTP access via user defined port
SecurityGroupIngress:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 80
IpProtocol: tcp
ToPort: 80
controlXface:
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
SubnetId: !Ref SubnetId
Description: Interface for controlling traffic such as SSH
GroupSet:
- !Ref SSHSecurityGroup
SourceDestCheck: true
Tags:
Key: Network
Value: Control
webXface:
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
SubnetId: !Ref SubnetId
Description: Interface for controlling traffic such as SSH
GroupSet:
- !Ref WebSecurityGroup
SourceDestCheck: true
Tags:
Key: Network
Value: Web
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [ RegionMap, !Ref 'AWS::Region', AMI ]
KeyName: !Ref KeyName
NetworkInterfaces:
NetworkInterfaceId: !Ref controlXface
DeviceIndex: 0
NetworkInterfaceId: !Ref webXface
DeviceIndex: 1
Tags:
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-

Key: Role
Value: Test Instance
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
yum install ec2-net-utils -y
ec2ifup eth1
service httpd start

Amazon EC2 Instance リソース
このスニペットは、シンプルな AWS::EC2::Instance リソースを示します。

JSON
"MyInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"
}
}

YAML
MyInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
AvailabilityZone: us-east-1a
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867

Volume、Tag および UserData プロパティが指定された Amazon
EC2 インスタンス
このスニペットは、1 つの Amazon EC2 ボリューム、1 つのタグ、およびユーザーデータプロパ
ティが指定された AWS::EC2::Instance リソースを示します。AWS::EC2::SecurityGroup リソー
ス、AWS::SNS::Topic リソース、および AWS::EC2::Volume リソースはすべて同じテンプレートに定義す
る必要があります。また、KeyName のリファレンスはパラメーターです。これらのパラメーターは、テン
プレートの Parameters セクションで定義されている必要があります。

JSON
"MyInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"SecurityGroups" : [ {
"Ref" : "logical name of AWS::EC2::SecurityGroup resource"
} ],
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ ":", [
"PORT=80",
"TOPIC=", {
"Ref" : "logical name of an AWS::SNS::Topic resource"
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]

} ]

}
},
"InstanceType" : "m1.small",
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"Volumes" : [
{ "VolumeId" : {
"Ref" : "logical name of AWS::EC2::Volume resource"
},
"Device" : "/dev/sdk" }
],

}

"Tags" : [ {
"Key" : "Name",
"Value" : "MyTag"
} ]

}

YAML
MyInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
KeyName: !Ref KeyName
SecurityGroups:
- !Ref logical name of AWS::EC2::SecurityGroup resource
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
PORT=80
TOPIC=${ logical name of an AWS::SNS::Topic resource }
InstanceType: m1.small
AvailabilityZone: us-east-1a
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
Volumes:
VolumeId: !Ref logical name of AWS::EC2::Volume resource
Device: /dev/sdk
Tags:
Key: Name
Value: MyTag

Amazon EC2 ドメインが指定された Amazon SimpleDB Instance
リソース
このスニペットは、Amazon SimpleDB ドメインが UserData に指定されている AWS::EC2::Instance リ
ソースを示します。

JSON
"MyInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [ "",
[ "Domain=", {
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}

}

]

} ]

"Ref" : "logical name of an AWS::SDB::Domain resource"

},
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"

}

YAML
MyInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
Domain=${ logical name of an AWS::SDB::Domain resource }
AvailabilityZone: us-east-1a
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867

2 つの CIDR 範囲進入ルールが指定された Amazon EC2 セキュ
リティグループリソース
このスニペットは、指定されたポートの TCP プロトコルに対して指定された CIDR 範囲へのアクセスを許
可する 2 つの進入ルールが記述された AWS::EC2::SecurityGroup リソースを示します。

JSON
"ServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "allow connections from specified CIDR ranges",
"SecurityGroupIngress" : [
{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : "80",
"ToPort" : "80",
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
},{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : "22",
"ToPort" : "22",
"CidrIp" : "192.168.1.1/32"
}
]
}
}

YAML
ServerSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: allow connections from specified CIDR ranges
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
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ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 192.168.1.1/32

2 つのセキュリティグループ進入ルールが指定された Amazon
EC2 セキュリティグループリソース
このスニペットは、2 つのセキュリティグループ進入ルールが記述された AWS::EC2::SecurityGroup リ
ソースを示します。1 つ目の進入ルールでは、ポート 22 の TCP プロトコルに対し、1234-5678-9012
AWS アカウントによって所有される既存のセキュリティグループ myadminsecuritygroup へのアク
セスが許可されます。2 つ目の進入ルールでは、ポート 80 の TCP に対し、セキュリティグループ
mysecuritygroupcreatedincfn へのアクセスが許可されます。この進入ルールでは、Ref 組み込み関数を使
用して、同じテンプレート内に作成された (論理名が mysecuritygroupcreatedincfn の) セキュリティグルー
プを参照しています。SourceSecurityGroupName と SourceSecurityGroupOwnerId の両方のプロ
パティの値を宣言する必要があります。

JSON
"ServerSecurityGroupBySG" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "allow connections from specified source security group",
"SecurityGroupIngress" : [
{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : "22",
"ToPort" : "22",
"SourceSecurityGroupName" : "myadminsecuritygroup",
"SourceSecurityGroupOwnerId" : "123456789012"
},
{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : "80",
"ToPort" : "80",
"SourceSecurityGroupName" : {"Ref" : "mysecuritygroupcreatedincfn"}
}
]
}
}

YAML
ServerSecurityGroupBySG:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: allow connections from specified source security group
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupName: myadminsecuritygroup
SourceSecurityGroupOwnerId: 123456789012
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupName: !Ref mysecuritygroupcreatedincfn
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LoadBalancer 進入ルールが指定された Amazon EC2 セキュリ
ティグループリソース
このテンプレートで示している AWS::EC2::SecurityGroup リソースには、ポート 80 での TCP に
よる LoadBalancer myELB へのアクセスを許可するセキュリティグループ進入ルールが含まれてい
ます。このルールでは、myELB リソースの SourceSecurityGroup.OwnerAlias プロパティと
SourceSecurityGroup.GroupName プロパティを使用して、LoadBalancer のソースセキュリティグ
ループを指定しています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myELB": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"AvailabilityZones": [
"eu-west-1a"
],
"Listeners": [
{
"LoadBalancerPort": "80",
"InstancePort": "80",
"Protocol": "HTTP"
}
]
}
},
"myELBIngressGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "ELB ingress group",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupOwnerId": {
"Fn::GetAtt": [
"myELB",
"SourceSecurityGroup.OwnerAlias"
]
},
"SourceSecurityGroupName": {
"Fn::GetAtt": [
"myELB",
"SourceSecurityGroup.GroupName"
]
}
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
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myELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- eu-west-1a
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
myELBIngressGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: ELB ingress group
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupOwnerId: !GetAtt myELB.SourceSecurityGroup.OwnerAlias
SourceSecurityGroupName: !GetAtt myELB.SourceSecurityGroup.GroupName

AWS::EC2::SecurityGroupIngress を使用した相互に参照する
Amazon EC2 セキュリティグループリソースの作成
このスニペットは、EC2 セキュリティグループの SGroup1 と SGroup2 に相互進入ルールを追加する、2
つの AWS::EC2::SecurityGroupIngress リソースを示します。SGroup1Ingress リソースは、SGroup2
からの TCP/IP ポート 80 を経由した SGroup1 への進入を可能にします。SGroup2Ingress リソース
は、SGroup1 からの TCP/IP ポート 80 を経由した SGroup2 への進入を可能にします。

Note
Amazon VPC を使用している場合、AWS::EC2::SecurityGroup リソースを使用して VpcId
プロパティを指定します。

JSON
"SGroup1" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "EC2 Instance access"
}

},
"SGroup2" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "EC2 Instance access"
}
},
"SGroup1Ingress" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"GroupName" : { "Ref" : "SGroup1" },
"IpProtocol" : "tcp",
"ToPort" : "80",
"FromPort" : "80",
"SourceSecurityGroupName" : { "Ref" : "SGroup2" }
}
},
"SGroup2Ingress" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"GroupName" : { "Ref" : "SGroup2" },
"IpProtocol" : "tcp",
"ToPort" : "80",
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}

}

"FromPort" : "80",
"SourceSecurityGroupName" : { "Ref" : "SGroup1" }

YAML
SGroup1:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: EC2 Instance access
SGroup2:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: EC2 Instance access
SGroup1Ingress:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Properties:
GroupName: !Ref SGroup1
IpProtocol: tcp
ToPort: 80
FromPort: 80
SourceSecurityGroupName: !Ref SGroup2
SGroup2Ingress:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Properties:
GroupName: !Ref SGroup2
IpProtocol: tcp
ToPort: 80
FromPort: 80
SourceSecurityGroupName: !Ref SGroup1

Amazon EC2 ボリュームリソース
このスニペットは、DeletionPolicy 属性が Snapshot に設定された、シンプルな Amazon EC2 ボリューム
リソースを示します。DeletionPolicy が Snapshot に設定されているため、AWS CloudFormation は、ス
タックを削除する過程で、このボリュームのスナップショットをあらかじめ作成したうえで、ボリューム
を削除します。SnapShotId または Size のどちらかの値を指定してください。両方を指定することはで
きません。不要な方を削除してください。

JSON
"MyEBSVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"Size" : "specify a size if no SnapShotId",
"SnapshotId" : "specify a SnapShotId if no Size",
"AvailabilityZone" : { "Ref" : "AvailabilityZone" }
},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"
}

YAML
MyEBSVolume:
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
Size: specify a size if no SnapshotId
SnapshotId: specify a SnapShotId if no Size
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone
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DeletionPolicy: Snapshot

Amazon EC2 VolumeAttachment リソース
このスニペットには、1) 米国東部 (バージニア北部) リージョンの Amazon Linux AMI を使用した Amazon
EC2 インスタンス、2) IP アドレスへの SSH アクセスを許可する EC2 セキュリティグループ、3) サイズ
が 100 GB の、EC2 インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに配置された新しい Amazon EBS ボ
リューム、4) 新しいボリュームを EC2 インスタンスにアタッチするボリュームのアタッチメント、の各
リソースを示します。

JSON
"Resources" : {
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ],
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867"
}
},
"InstanceSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress" : [ {
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : "22",
"ToPort" : "22",
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
} ]
}
},
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"Size" : "100",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "Ec2Instance", "AvailabilityZone" ]}
}
},
"MountPoint" : {
"Type" : "AWS::EC2::VolumeAttachment",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "Ec2Instance" },
"VolumeId" : { "Ref" : "NewVolume" },
"Device" : "/dev/sdh"
}
}

}

YAML
Resources:
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
SecurityGroups:
- !Ref InstanceSecurityGroup
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
InstanceSecurityGroup:
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Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0
NewVolume:
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
Size: 100
AvailabilityZone: !GetAtt Ec2Instance.AvailabilityZone
MountPoint:
Type: AWS::EC2::VolumeAttachment
Properties:
InstanceId: !Ref Ec2Instance
VolumeId: !Ref NewVolume
Device: /dev/sdh

デフォルトの VPC セキュリティグループの Amazon EC2 インス
タンス
VPC を作成するたびに、AWS は自動的にその VPC 用のデフォルトのリソース (セキュリティグループな
ど) を作成します。ただし、AWS CloudFormation テンプレートで VPC を定義する場合は、まだこのよう
なデフォルトリソースの物理 ID がありません。ID を取得するには、Fn::GetAtt (p. 6676)組み込み関
数を使用します。この方法で、テンプレートに新しいリソースを作成する代わりにデフォルトのリソース
を使用できます。たとえば、以下のテンプレートスニペットは myVPC VPC のデフォルトセキュリティグ
ループを myInstance Amazon EC2 インスタンスに関連付けます。

JSON
"myVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": {"Ref": "myVPCCIDRRange"},
"EnableDnsSupport": false,
"EnableDnsHostnames": false,
"InstanceTenancy": "default"
}
},
"myInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": ["AWSRegionToAMI",{"Ref": "AWS::Region"},"64"]
},
"SecurityGroupIds" : [{"Fn::GetAtt": ["myVPC", "DefaultSecurityGroup"]}],
"SubnetId" : {"Ref" : "mySubnet"}
}
}

YAML
myVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: !Ref myVPCCIDRRange
EnableDnsSupport: false
EnableDnsHostnames: false
InstanceTenancy: default
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myInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [ AWSRegionToAMI , !Ref 'AWS::Region', 64 ]
SecurityGroupIds:
- !GetAtt myVPC.DefaultSecurityGroup
SubnetId: !Ref mySubnet

Egress-Only インターネットゲートウェイが指定された Amazon
EC2 ルート
次のテンプレートは、EC2 ルートで使用される Egress-Only インターネットゲートウェイをセットアップ
します。

JSON
{

}

"Resources": {
"DefaultIpv6Route": {
"Properties": {
"DestinationIpv6CidrBlock": "::/0",
"EgressOnlyInternetGatewayId": {
"Ref": "EgressOnlyInternetGateway"
},
"RouteTableId": {
"Ref": "RouteTable"
}
},
"Type": "AWS::EC2::Route"
},
"EgressOnlyInternetGateway": {
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
},
"Type": "AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway"
},
"RouteTable": {
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
},
"Type": "AWS::EC2::RouteTable"
},
"VPC": {
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
},
"Type": "AWS::EC2::VPC"
}
}

YAML
Resources:
DefaultIpv6Route:
Type: AWS::EC2::Route
Properties:
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DestinationIpv6CidrBlock: "::/0"
EgressOnlyInternetGatewayId: !Ref EgressOnlyInternetGateway
RouteTableId: !Ref RouteTable
EgressOnlyInternetGateway:
Type: AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
Properties:
VpcId: !Ref VPC
RouteTable:
Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
VpcId: !Ref VPC
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16

Amazon Elastic Container Service テンプレートスニ
ペット
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスのクラスターで Docker コンテナを簡単に実行、停止、管理できるようにするコンテナ管理サー
ビスです。
次のテンプレート例では、Auto Scaling と Application Load Balancerを使用して Amazon ECS コンテ
ナにウェブアプリケーションをデプロイします。詳細については、『Amazon Elastic Container Service
Developer Guide』の「Amazon ECS の開始方法」を参照してください。

Important
最新の AMI ID については、Amazon Elastic Container Service Developer Guide の「Amazon
ECS に最適化された AMI」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"KeyName": {
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the ECS
instances."
},
"VpcId": {
"Type": "AWS::EC2::VPC::Id",
"Description": "Select a VPC that allows instances to access the Internet."
},
"SubnetId": {
"Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>",
"Description": "Select at least two subnets in your selected VPC."
},
"DesiredCapacity": {
"Type": "Number",
"Default": "1",
"Description": "Number of instances to launch in your ECS cluster."
},
"MaxSize": {
"Type": "Number",
"Default": "1",
"Description": "Maximum number of instances that can be launched in your ECS
cluster."
},
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"InstanceType": {
"Description": "EC2 instance type",
"Type": "String",
"Default": "t2.micro",
"AllowedValues": [
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge"
],
"ConstraintDescription": "Please choose a valid instance type."
}

},
"Mappings": {
"AWSRegionToAMI": {
"us-east-1": {
"AMIID": "ami-09bee01cc997a78a6"
},
"us-east-2": {
"AMIID": "ami-0a9e12068cb98a01d"
},
"us-west-1": {
"AMIID": "ami-0fa6c8d131a220017"
},
"us-west-2": {
"AMIID": "ami-078c97cf1cefd1b38"
},
"eu-west-1": {
"AMIID": "ami-0c9ef930279337028"
},
"eu-central-1": {
"AMIID": "ami-065c1e34da68f2b02"
},
"ap-northeast-1": {
"AMIID": "ami-02265963d1614d04d"
},
"ap-southeast-1": {
"AMIID": "ami-0b68661b29b9e058c"
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},
"ap-southeast-2": {
"AMIID": "ami-00e4b147599c13588"
}

}
},
"Resources": {
"ECSCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster"
},
"EcsSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "ECS Security Group",
"VpcId": {
"Ref": "VpcId"
}
}
},
"EcsSecurityGroupHTTPinbound": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties": {
"GroupId": {
"Ref": "EcsSecurityGroup"
},
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
},
"EcsSecurityGroupSSHinbound": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties": {
"GroupId": {
"Ref": "EcsSecurityGroup"
},
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
},
"EcsSecurityGroupALBports": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties": {
"GroupId": {
"Ref": "EcsSecurityGroup"
},
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 31000,
"ToPort": 61000,
"SourceSecurityGroupId": {
"Ref": "EcsSecurityGroup"
}
}
},
"CloudwatchLogsGroup": {
"Type": "AWS::Logs::LogGroup",
"Properties": {
"LogGroupName": {
"Fn::Join": [
"-",
[
"ECSLogGroup",
{
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]

]

}

"Ref": "AWS::StackName"

},
"RetentionInDays": 14

}
},
"taskdefinition": {
"Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties": {
"Family": {
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"-ecs-demo-app"
]
]
},
"ContainerDefinitions": [
{
"Name": "simple-app",
"Cpu": "10",
"Essential": "true",
"Image": "httpd:2.4",
"Memory": "300",
"LogConfiguration": {
"LogDriver": "awslogs",
"Options": {
"awslogs-group": {
"Ref": "CloudwatchLogsGroup"
},
"awslogs-region": {
"Ref": "AWS::Region"
},
"awslogs-stream-prefix": "ecs-demo-app"
}
},
"MountPoints": [
{
"ContainerPath": "/usr/local/apache2/htdocs",
"SourceVolume": "my-vol"
}
],
"PortMappings": [
{
"ContainerPort": 80
}
]
},
{
"Name": "busybox",
"Cpu": 10,
"Command": [
"/bin/sh -c \"while true; do echo '<html> <head> <title>Amazon
ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style>
</head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1>
<h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon
ECS.</p>' > top; /bin/date > date ; echo '</div></body></html>' > bottom; cat top date
bottom > /usr/local/apache2/htdocs/index.html ; sleep 1; done\""
],
"EntryPoint": [
"sh",
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"-c"
],
"Essential": false,
"Image": "busybox",
"Memory": 200,
"LogConfiguration": {
"LogDriver": "awslogs",
"Options": {
"awslogs-group": {
"Ref": "CloudwatchLogsGroup"
},
"awslogs-region": {
"Ref": "AWS::Region"
},
"awslogs-stream-prefix": "ecs-demo-app"
}
},
"VolumesFrom": [
{
"SourceContainer": "simple-app"
}
]

}
],
"Volumes": [
{
"Name": "my-vol"
}
]

}
},
"ECSALB": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Name": "ECSALB",
"Scheme": "internet-facing",
"LoadBalancerAttributes": [
{
"Key": "idle_timeout.timeout_seconds",
"Value": "30"
}
],
"Subnets": {
"Ref": "SubnetId"
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "EcsSecurityGroup"
}
]
}
},
"ALBListener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"DependsOn": "ECSServiceRole",
"Properties": {
"DefaultActions": [
{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ECSTG"
}
}
],
"LoadBalancerArn": {
"Ref": "ECSALB"
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},
"Port": "80",
"Protocol": "HTTP"

}
},
"ECSALBListenerRule": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"DependsOn": "ALBListener",
"Properties": {
"Actions": [
{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ECSTG"
}
}
],
"Conditions": [
{
"Field": "path-pattern",
"Values": [
"/"
]
}
],
"ListenerArn": {
"Ref": "ALBListener"
},
"Priority": 1
}
},
"ECSTG": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"DependsOn": "ECSALB",
"Properties": {
"HealthCheckIntervalSeconds": 10,
"HealthCheckPath": "/",
"HealthCheckProtocol": "HTTP",
"HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
"HealthyThresholdCount": 2,
"Name": "ECSTG",
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP",
"UnhealthyThresholdCount": 2,
"VpcId": {
"Ref": "VpcId"
}
}
},
"ECSAutoScalingGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"VPCZoneIdentifier": {
"Ref": "SubnetId"
},
"LaunchConfigurationName": {
"Ref": "ContainerInstances"
},
"MinSize": "1",
"MaxSize": {
"Ref": "MaxSize"
},
"DesiredCapacity": {
"Ref": "DesiredCapacity"
}
},

API バージョン 2010-05-15
532

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS
"CreationPolicy": {
"ResourceSignal": {
"Timeout": "PT15M"
}
},
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingReplacingUpdate": {
"WillReplace": "true"
}
}

},
"ContainerInstances": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties": {
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSRegionToAMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"AMIID"
]
},
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "EcsSecurityGroup"
}
],
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
},
"IamInstanceProfile": {
"Ref": "EC2InstanceProfile"
},
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -xe\n",
"echo ECS_CLUSTER=",
{
"Ref": "ECSCluster"
},
" >> /etc/ecs/ecs.config\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource ECSAutoScalingGroup ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"
]
]
}
}
}
},
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"service": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"DependsOn": "ALBListener",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "ECSCluster"
},
"DesiredCount": "1",
"LoadBalancers": [
{
"ContainerName": "simple-app",
"ContainerPort": "80",
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ECSTG"
}
}
],
"Role": {
"Ref": "ECSServiceRole"
},
"TaskDefinition": {
"Ref": "taskdefinition"
}
}
},
"ECSServiceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ecs.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "ecs-service",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
"elasticloadbalancing:RegisterTargets",
"ec2:Describe*",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
],
"Resource": "*"
}
]
}
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]

}

}
},
"ServiceScalingTarget": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"DependsOn": "service",
"Properties": {
"MaxCapacity": 2,
"MinCapacity": 1,
"ResourceId": {
"Fn::Join": [
"",
[
"service/",
{
"Ref": "ECSCluster"
},
"/",
{
"Fn::GetAtt": [
"service",
"Name"
]
}
]
]
},
"RoleARN": {
"Fn::GetAtt": [
"AutoscalingRole",
"Arn"
]
},
"ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
"ServiceNamespace": "ecs"
}
},
"ServiceScalingPolicy": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties": {
"PolicyName": "AStepPolicy",
"PolicyType": "StepScaling",
"ScalingTargetId": {
"Ref": "ServiceScalingTarget"
},
"StepScalingPolicyConfiguration": {
"AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity",
"Cooldown": 60,
"MetricAggregationType": "Average",
"StepAdjustments": [
{
"MetricIntervalLowerBound": 0,
"ScalingAdjustment": 200
}
]
}
}
},
"ALB500sAlarmScaleUp": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"EvaluationPeriods": "1",
"Statistic": "Average",
"Threshold": "10",
"AlarmDescription": "Alarm if our ALB generates too many HTTP 500s.",
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"Period": "60",
"AlarmActions": [
{
"Ref": "ServiceScalingPolicy"
}
],
"Namespace": "AWS/ApplicationELB",
"Dimensions": [
{
"Name": "LoadBalancer",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"ECSALB",
"LoadBalancerFullName"
]
}
}
],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"MetricName": "HTTPCode_ELB_5XX_Count"

}
},
"EC2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "ecs-service",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:CreateCluster",
"ecs:DeregisterContainerInstance",
"ecs:DiscoverPollEndpoint",
"ecs:Poll",
"ecs:RegisterContainerInstance",
"ecs:StartTelemetrySession",
"ecs:Submit*",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
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},
"AutoscalingRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"application-autoscaling.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "service-autoscaling",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:*",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"ecs:DescribeServices",
"ecs:UpdateService"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"EC2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "EC2Role"
}
]
}
}

},
"Outputs": {
"ecsservice": {
"Value": {
"Ref": "service"
}
},
"ecscluster": {
"Value": {
"Ref": "ECSCluster"
}
},
"ECSALB": {
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"Description": "Your ALB DNS URL",
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::GetAtt": [
"ECSALB",
"DNSName"
]
}
]
]
}

}

}

},
"taskdef": {
"Value": {
"Ref": "taskdefinition"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
KeyName:
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the ECS instances.
VpcId:
Type: 'AWS::EC2::VPC::Id'
Description: Select a VPC that allows instances to access the Internet.
SubnetId:
Type: 'List<AWS::EC2::Subnet::Id>'
Description: Select at least two subnets in your selected VPC.
DesiredCapacity:
Type: Number
Default: '1'
Description: Number of instances to launch in your ECS cluster.
MaxSize:
Type: Number
Default: '1'
Description: Maximum number of instances that can be launched in your ECS cluster.
InstanceType:
Description: EC2 instance type
Type: String
Default: t2.micro
AllowedValues:
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
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- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
- r3.2xlarge
- r3.4xlarge
- r3.8xlarge
- i2.xlarge
- i2.2xlarge
- i2.4xlarge
- i2.8xlarge
ConstraintDescription: Please choose a valid instance type.
Mappings:
AWSRegionToAMI:
us-east-1:
AMIID: ami-09bee01cc997a78a6
us-east-2:
AMIID: ami-0a9e12068cb98a01d
us-west-1:
AMIID: ami-0fa6c8d131a220017
us-west-2:
AMIID: ami-078c97cf1cefd1b38
eu-west-1:
AMIID: ami-0c9ef930279337028
eu-central-1:
AMIID: ami-065c1e34da68f2b02
ap-northeast-1:
AMIID: ami-02265963d1614d04d
ap-southeast-1:
AMIID: ami-0b68661b29b9e058c
ap-southeast-2:
AMIID: ami-00e4b147599c13588
Resources:
ECSCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
EcsSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: ECS Security Group
VpcId: !Ref VpcId
EcsSecurityGroupHTTPinbound:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
Properties:
GroupId: !Ref EcsSecurityGroup
IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
EcsSecurityGroupSSHinbound:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
Properties:
GroupId: !Ref EcsSecurityGroup
IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0
EcsSecurityGroupALBports:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
Properties:
GroupId: !Ref EcsSecurityGroup
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IpProtocol: tcp
FromPort: 31000
ToPort: 61000
SourceSecurityGroupId: !Ref EcsSecurityGroup
CloudwatchLogsGroup:
Type: 'AWS::Logs::LogGroup'
Properties:
LogGroupName: !Join
- '-'
- - ECSLogGroup
- !Ref 'AWS::StackName'
RetentionInDays: 14
taskdefinition:
Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
Properties:
Family: !Join
- ''
- - !Ref 'AWS::StackName'
- '-ecs-demo-app'
ContainerDefinitions:
- Name: simple-app
Cpu: '10'
Essential: 'true'
Image: 'httpd:2.4'
Memory: '300'
LogConfiguration:
LogDriver: awslogs
Options:
awslogs-group: !Ref CloudwatchLogsGroup
awslogs-region: !Ref 'AWS::Region'
awslogs-stream-prefix: ecs-demo-app
MountPoints:
- ContainerPath: /usr/local/apache2/htdocs
SourceVolume: my-vol
PortMappings:
- ContainerPort: 80
- Name: busybox
Cpu: 10
Command:
- >/bin/sh -c "while true; do echo '>html< >head< >title<Amazon ECS
Sample App>/title< >style<body {margin-top: 40px;
background-color: #333;} >/style< >/head<>body< >div
style=color:white;text-align:center< >h1<Amazon ECS Sample
App>/h1< >h2<Congratulations!>/h2< >p<Your application is now
running on a container in Amazon ECS.>/p<' < top; /bin/date < date
; echo '>/div<>/body<>/html<' < bottom; cat top date bottom <
/usr/local/apache2/htdocs/index.html ; sleep 1; done"
EntryPoint:
- sh
- '-c'
Essential: false
Image: busybox
Memory: 200
LogConfiguration:
LogDriver: awslogs
Options:
awslogs-group: !Ref CloudwatchLogsGroup
awslogs-region: !Ref 'AWS::Region'
awslogs-stream-prefix: ecs-demo-app
VolumesFrom:
- SourceContainer: simple-app
Volumes:
- Name: my-vol
ECSALB:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
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Properties:
Name: ECSALB
Scheme: internet-facing
LoadBalancerAttributes:
- Key: idle_timeout.timeout_seconds
Value: '30'
Subnets: !Ref SubnetId
SecurityGroups:
- !Ref EcsSecurityGroup
ALBListener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
DependsOn: ECSServiceRole
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref ECSTG
LoadBalancerArn: !Ref ECSALB
Port: '80'
Protocol: HTTP
ECSALBListenerRule:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
DependsOn: ALBListener
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref ECSTG
Conditions:
- Field: path-pattern
Values:
- /
ListenerArn: !Ref ALBListener
Priority: 1
ECSTG:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
DependsOn: ECSALB
Properties:
HealthCheckIntervalSeconds: 10
HealthCheckPath: /
HealthCheckProtocol: HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds: 5
HealthyThresholdCount: 2
Name: ECSTG
Port: 80
Protocol: HTTP
UnhealthyThresholdCount: 2
VpcId: !Ref VpcId
ECSAutoScalingGroup:
Type: 'AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup'
Properties:
VPCZoneIdentifier: !Ref SubnetId
LaunchConfigurationName: !Ref ContainerInstances
MinSize: '1'
MaxSize: !Ref MaxSize
DesiredCapacity: !Ref DesiredCapacity
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT15M
UpdatePolicy:
AutoScalingReplacingUpdate:
WillReplace: 'true'
ContainerInstances:
Type: 'AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration'
Properties:
ImageId: !FindInMap
- AWSRegionToAMI
- !Ref 'AWS::Region'
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- AMIID
SecurityGroups:
- !Ref EcsSecurityGroup
InstanceType: !Ref InstanceType
IamInstanceProfile: !Ref EC2InstanceProfile
KeyName: !Ref KeyName
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- echo ECS_CLUSTER=
- !Ref ECSCluster
- |2
>> /etc/ecs/ecs.config
- |
yum install -y aws-cfn-bootstrap
- '/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource ECSAutoScalingGroup '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
service:
Type: 'AWS::ECS::Service'
DependsOn: ALBListener
Properties:
Cluster: !Ref ECSCluster
DesiredCount: '1'
LoadBalancers:
- ContainerName: simple-app
ContainerPort: '80'
TargetGroupArn: !Ref ECSTG
Role: !Ref ECSServiceRole
TaskDefinition: !Ref taskdefinition
ECSServiceRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ecs.amazonaws.com
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: ecs-service
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer'
- 'elasticloadbalancing:DeregisterTargets'
- 'elasticloadbalancing:Describe*'
- 'elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer'
- 'elasticloadbalancing:RegisterTargets'
- 'ec2:Describe*'
- 'ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress'
Resource: '*'
ServiceScalingTarget:
Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
DependsOn: service
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Properties:
MaxCapacity: 2
MinCapacity: 1
ResourceId: !Join
- ''
- - service/
- !Ref ECSCluster
- /
- !GetAtt
- service
- Name
RoleARN: !GetAtt
- AutoscalingRole
- Arn
ScalableDimension: 'ecs:service:DesiredCount'
ServiceNamespace: ecs
ServiceScalingPolicy:
Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy'
Properties:
PolicyName: AStepPolicy
PolicyType: StepScaling
ScalingTargetId: !Ref ServiceScalingTarget
StepScalingPolicyConfiguration:
AdjustmentType: PercentChangeInCapacity
Cooldown: 60
MetricAggregationType: Average
StepAdjustments:
- MetricIntervalLowerBound: 0
ScalingAdjustment: 200
ALB500sAlarmScaleUp:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
EvaluationPeriods: '1'
Statistic: Average
Threshold: '10'
AlarmDescription: Alarm if our ALB generates too many HTTP 500s.
Period: '60'
AlarmActions:
- !Ref ServiceScalingPolicy
Namespace: AWS/ApplicationELB
Dimensions:
- Name: LoadBalancer
Value: !GetAtt
- ECSALB
- LoadBalancerFullName
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
MetricName: HTTPCode_ELB_5XX_Count
EC2Role:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: ecs-service
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'ecs:CreateCluster'
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- 'ecs:DeregisterContainerInstance'
- 'ecs:DiscoverPollEndpoint'
- 'ecs:Poll'
- 'ecs:RegisterContainerInstance'
- 'ecs:StartTelemetrySession'
- 'ecs:Submit*'
- 'logs:CreateLogStream'
- 'logs:PutLogEvents'
Resource: '*'
AutoscalingRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- application-autoscaling.amazonaws.com
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: service-autoscaling
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'application-autoscaling:*'
- 'cloudwatch:DescribeAlarms'
- 'cloudwatch:PutMetricAlarm'
- 'ecs:DescribeServices'
- 'ecs:UpdateService'
Resource: '*'
EC2InstanceProfile:
Type: 'AWS::IAM::InstanceProfile'
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref EC2Role
Outputs:
ecsservice:
Value: !Ref service
ecscluster:
Value: !Ref ECSCluster
ECSALB:
Description: Your ALB DNS URL
Value: !Join
- ''
- - !GetAtt
- ECSALB
- DNSName
taskdef:
Value: !Ref taskdefinition

Amazon Elastic File System サンプルテンプレート
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスのファイルストレージサービスです。Amazon EFS を使用すると、ファイルの追加および削除に合わ
せてストレージ容量が自動的に拡大/縮小するため、アプリケーションには必要なときにストレージが提供
されます。
以下のサンプルテンプレートは、Amazon EFS ファイルシステムに関連付けられる EC2 インスタンス
(Auto Scaling グループ内) をデプロイします。ファイルシステムにインスタンスを関連付けるために、
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インスタンスは cfn-init ヘルパースクリプトを実行します。これにより、nfs-utils yum パッケージが
ダウンロードおよびインストールされて、新しいディレクトリが作成され、ファイルシステムの DNS
名を使用してそのディレクトリにファイルシステムがマウントされます。ファイルシステムの DNS 名
は、Amazon EC2 インスタンスのアベイラビリティーゾーンでマウントターゲットの IP アドレスに解決
されます。DNS 名構造については、Amazon Elastic File System ユーザーガイド の「ファイルシステムの
マウント」を参照してください。
Network File System (NFS) のアクティビティを測定するために、テンプレートにはカスタムの Amazon
CloudWatch メトリクスが含まれています。このテンプレートでは、VPC、サブネット、およびセキュリ
ティグループも作成します。インスタンスとファイルシステムとの通信を許可するには、VPC で DNS が
有効になっていて、マウントターゲットと EC2 インスタンスはサブネットに指定された同じアベイラビリ
ティーゾーン (AZ) にある必要があります。
マウントターゲットのセキュリティグループは TCP ポート 2049 へのネットワーク接続を有効にします。
これは、NFSv4 クライアントがファイルシステムをマウントするために必要です。EC2 インスタンスとマ
ウントターゲット向けのセキュリティグループの詳細については、Amazon Elastic File System ユーザー
ガイド の「セキュリティ」を参照してください。

Note
置き換えの原因となる更新をマウントターゲットに対して行った場合は、関連するファイルシス
テムを使用するインスタンスまたはアプリケーションが中断される可能性があります。このた
め、コミットされていない書き込みが失われることがあります。中断を回避するには、希望する
容量をゼロに設定することで、マウントターゲットの更新時にインスタンスを停止します。これ
により、マウントターゲットを削除する前に、インスタンスがファイルシステムをアンマウント
できるようになります。マウントの更新が完了したら、希望する容量を設定して後続の更新のイ
ンスタンスを開始します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "This template creates an Amazon EFS file system and mount target and
associates it with Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. **WARNING** This
template creates Amazon EC2 instances and related resources. You will be billed for the
AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters": {
"InstanceType" : {
"Description" : "WebServer EC2 instance type",
"Type" : "String",
"Default" : "t2.small",
"AllowedValues" : [
"t1.micro",
"t2.nano",
"t2.micro",
"t2.small",
"t2.medium",
"t2.large",
"m1.small",
"m1.medium",
"m1.large",
"m1.xlarge",
"m2.xlarge",
"m2.2xlarge",
"m2.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge",
"m4.large",
"m4.xlarge",
"m4.2xlarge",
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"m4.4xlarge",
"m4.10xlarge",
"c1.medium",
"c1.xlarge",
"c3.large",
"c3.xlarge",
"c3.2xlarge",
"c3.4xlarge",
"c3.8xlarge",
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge",
"g2.2xlarge",
"g2.8xlarge",
"r3.large",
"r3.xlarge",
"r3.2xlarge",
"r3.4xlarge",
"r3.8xlarge",
"i2.xlarge",
"i2.2xlarge",
"i2.4xlarge",
"i2.8xlarge",
"d2.xlarge",
"d2.2xlarge",
"d2.4xlarge",
"d2.8xlarge",
"hi1.4xlarge",
"hs1.8xlarge",
"cr1.8xlarge",
"cc2.8xlarge",
"cg1.4xlarge"

],
"ConstraintDescription" : "must be a valid EC2 instance type."
},
"KeyName": {
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"Description": "Name of an existing EC2 key pair to enable SSH access to the EC2
instances"
},
"AsgMaxSize": {
"Type": "Number",
"Description": "Maximum size and initial desired capacity of Auto Scaling Group",
"Default": "2"
},
"SSHLocation" : {
"Description" : "The IP address range that can be used to connect to the EC2
instances by using SSH",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
},
"VolumeName" : {
"Description" : "The name to be used for the EFS volume",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"Default": "myEFSvolume"
},
"MountPoint" : {
"Description" : "The Linux mount point for the EFS volume",
"Type": "String",
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"MinLength": "1",
"Default": "myEFSvolume"

}
},
"Mappings" : {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t1.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.nano"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"t2.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.small"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m3.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"m4.10xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c1.medium"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c1.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"c4.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"c4.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"g2.2xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"g2.8xlarge" : { "Arch" : "HVMG2" },
"r3.large"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"r3.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"r3.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"i2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"i2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.xlarge"
: { "Arch" : "HVM64" },
"d2.2xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"d2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hi1.4xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"hs1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cr1.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" },
"cc2.8xlarge" : { "Arch" : "HVM64" }
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64" : "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
"us-west-1"
: {"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},

API バージョン 2010-05-15
547

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS
"eu-west-1"
: {"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-west-2"
: {"HVM64" : "ami-f976839e", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"eu-west-3"
: {"HVM64" : "ami-0ebc281c20e89ba4b", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"eu-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-northeast-2"
: {"HVM64" : "ami-0a10b2721688ce9d2", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ap-northeast-3"
: {"HVM64" : "ami-0d98120a9fb693f07", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ap-southeast-1"
: {"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64" : "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"ap-south-1"
: {"HVM64" : "ami-0912f71e06545ad88", "HVMG2" :
"ami-097b15e89dbdcfcf4"},
"us-east-2"
: {"HVM64" : "ami-0b59bfac6be064b78", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"ca-central-1"
: {"HVM64" : "ami-0b18956f", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"sa-east-1"
: {"HVM64" : "ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"cn-north-1"
: {"HVM64" : "ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
"cn-northwest-1"
: {"HVM64" : "ami-6b6a7d09", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}
}
},
"Resources": {
"CloudWatchPutMetricsRole" : {
"Type" : "AWS::IAM::Role",
"Properties" : {
"AssumeRolePolicyDocument" : {
"Statement" : [ {
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"Service" : [ "ec2.amazonaws.com" ]
},
"Action" : [ "sts:AssumeRole" ]
} ]
},
"Path" : "/"
}
},
"CloudWatchPutMetricsRolePolicy" : {
"Type" : "AWS::IAM::Policy",
"Properties" : {
"PolicyName" : "CloudWatch_PutMetricData",
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CloudWatchPutMetricData",
"Effect": "Allow",
"Action": ["cloudwatch:PutMetricData"],
"Resource": ["*"]
}
]
},
"Roles" : [ { "Ref" : "CloudWatchPutMetricsRole" } ]
}
},
"CloudWatchPutMetricsInstanceProfile" : {
"Type" : "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties" : {
"Path" : "/",
"Roles" : [ { "Ref" : "CloudWatchPutMetricsRole" } ]
}
},
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",

API バージョン 2010-05-15
548

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS
"Properties": {
"EnableDnsSupport" : "true",
"EnableDnsHostnames" : "true",
"CidrBlock": "10.0.0.0/16",
"Tags": [ {"Key": "Application", "Value": { "Ref": "AWS::StackId"} } ]
}
},
"InternetGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::InternetGateway",
"Properties" : {
"Tags" : [
{ "Key" : "Application", "Value" : { "Ref" : "AWS::StackName" } },
{ "Key" : "Network", "Value" : "Public" }
]
}
},
"GatewayToInternet" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"InternetGatewayId" : { "Ref" : "InternetGateway" }
}
},
"RouteTable":{
"Type":"AWS::EC2::RouteTable",
"Properties":{
"VpcId": {"Ref":"VPC"}
}
},
"SubnetRouteTableAssoc": {
"Type" : "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"RouteTableId" : {"Ref":"RouteTable"},
"SubnetId" : {"Ref":"Subnet"}
}
},
"InternetGatewayRoute": {
"Type":"AWS::EC2::Route",
"Properties":{
"DestinationCidrBlock":"0.0.0.0/0",
"RouteTableId":{"Ref":"RouteTable"},
"GatewayId":{"Ref":"InternetGateway"}
}
},
"Subnet": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": { "Ref": "VPC" },
"CidrBlock": "10.0.0.0/24",
"Tags": [ { "Key": "Application", "Value": { "Ref": "AWS::StackId" } } ]
}
},
"InstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId": { "Ref": "VPC" },
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress": [
{ "IpProtocol": "tcp", "FromPort": 22, "ToPort": 22, "CidrIp": { "Ref":
"SSHLocation" } },
{ "IpProtocol": "tcp", "FromPort": 80, "ToPort": 80, "CidrIp": "0.0.0.0/0" }
]
}
},
"MountTargetSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",

API バージョン 2010-05-15
549

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS
"Properties": {
"VpcId": { "Ref": "VPC" },
"GroupDescription": "Security group for mount target",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 2049,
"ToPort": 2049,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
},
"FileSystem": {
"Type": "AWS::EFS::FileSystem",
"Properties": {
"PerformanceMode": "generalPurpose",
"FileSystemTags": [
{
"Key": "Name",
"Value": { "Ref" : "VolumeName" }
}
]
}
},
"MountTarget": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties": {
"FileSystemId": { "Ref": "FileSystem" },
"SubnetId": { "Ref": "Subnet" },
"SecurityGroups": [ { "Ref": "MountTargetSecurityGroup" } ]
}
},
"LaunchConfiguration": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"configSets" : {
"MountConfig" : [ "setup", "mount" ]
},
"setup" : {
"packages" : {
"yum" : {
"nfs-utils" : []
}
},
"files" : {
"/home/ec2-user/post_nfsstat" : {
"content" : { "Fn::Join" : [ "", [
"#!/bin/bash\n",
"\n",
"INPUT=\"$(cat)\"\n",
"CW_JSON_OPEN='{ \"Namespace\": \"EFS\", \"MetricData\": [ '\n",
"CW_JSON_CLOSE=' ] }'\n",
"CW_JSON_METRIC=''\n",
"METRIC_COUNTER=0\n",
"\n",
"for COL in 1 2 3 4 5 6; do\n",
"\n",
" COUNTER=0\n",
" METRIC_FIELD=$COL\n",
" DATA_FIELD=$(($COL+($COL-1)))\n",
"\n",
" while read line; do\n",
"
if [[ COUNTER -gt 0 ]]; then\n",
"\n",
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"
LINE=`echo $line | tr -s ' ' `\n",
"
AWS_COMMAND=\"aws cloudwatch put-metric-data --region ",
{ "Ref": "AWS::Region" }, "\"\n",
"
MOD=$(( $COUNTER % 2))\n",
"\n",
"
if [ $MOD -eq 1 ]; then\n",
"
METRIC_NAME=`echo $LINE | cut -d ' ' -f $METRIC_FIELD`\n",
"
else\n",
"
METRIC_VALUE=`echo $LINE | cut -d ' ' -f $DATA_FIELD`\n",
"
fi\n",
"\n",
"
if [[ -n \"$METRIC_NAME\" && -n \"$METRIC_VALUE\" ]]; then\n",
"
INSTANCE_ID=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/metadata/instance-id)\n",
"
CW_JSON_METRIC=\"$CW_JSON_METRIC { \\\"MetricName\\\": \\
\"$METRIC_NAME\\\", \\\"Dimensions\\\": [{\\\"Name\\\": \\\"InstanceId\\\", \\\"Value\\\":
\\\"$INSTANCE_ID\\\"} ], \\\"Value\\\": $METRIC_VALUE },\"\n",
"
unset METRIC_NAME\n",
"
unset METRIC_VALUE\n",
"\n",
"
METRIC_COUNTER=$((METRIC_COUNTER+1))\n",
"
if [ $METRIC_COUNTER -eq 20 ]; then\n",
"
# 20 is max metric collection size, so we have to submit
here\n",
"
aws cloudwatch put-metric-data --region ", { "Ref":
"AWS::Region" }, " --cli-input-json \"`echo $CW_JSON_OPEN ${CW_JSON_METRIC%?}
$CW_JSON_CLOSE`\"\n",
"\n",
"
# reset\n",
"
METRIC_COUNTER=0\n",
"
CW_JSON_METRIC=''\n",
"
fi\n",
"
fi \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"
COUNTER=$((COUNTER+1))\n",
"
fi\n",
"\n",
"
if [[ \"$line\" == \"Client nfs v4:\" ]]; then\n",
"
# the next line is the good stuff \n",
"
COUNTER=$((COUNTER+1))\n",
"
fi\n",
" done <<< \"$INPUT\"\n",
"done\n",
"\n",
"# submit whatever is left\n",
"aws cloudwatch put-metric-data --region ", { "Ref": "AWS::Region" },
" --cli-input-json \"`echo $CW_JSON_OPEN ${CW_JSON_METRIC%?} $CW_JSON_CLOSE`\""
] ] },
"mode": "000755",
"owner": "ec2-user",
"group": "ec2-user"
},
"/home/ec2-user/crontab" : {
"content" : { "Fn::Join" : [ "", [
"* * * * * /usr/sbin/nfsstat | /home/ec2-user/post_nfsstat\n"
] ] },
"owner": "ec2-user",
"group": "ec2-user"
}
},
"commands" : {
"01_createdir" : {
"command" : {"Fn::Join" : [ "", [ "mkdir /", { "Ref" : "MountPoint" }]]}
}
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}
},
"mount" : {
"commands" : {
"01_mount" : {
"command" : { "Fn::Sub": "sudo mount -t nfs4 -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2 ${FileSystem}.efs.
${AWS::Region}.amazonaws.com:/ /${MountPoint}"}
},
"02_permissions" : {
"command" : {"Fn::Join" : [ "", [ "chown ec2-user:ec2-user /", { "Ref" :
"MountPoint" }]]}
}
}
}
}
},
"Properties": {
"AssociatePublicIpAddress" : true,
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref": "AWS::Region" }, {
"Fn::FindInMap": [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref": "InstanceType" }, "Arch" ]
} ]
},
"InstanceType": { "Ref": "InstanceType" },
"KeyName": { "Ref": "KeyName" },
"SecurityGroups": [ { "Ref": "InstanceSecurityGroup" } ],
"IamInstanceProfile" : { "Ref" : "CloudWatchPutMetricsInstanceProfile" },
"UserData"
: { "Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfiguration ",
"
--configsets MountConfig ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"crontab /home/ec2-user/crontab\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource AutoScalingGroup ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"

]]}}
}
},
"AutoScalingGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"DependsOn": ["MountTarget", "GatewayToInternet"],
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M",
"Count"
: { "Ref": "AsgMaxSize" }
}
},
"Properties": {
"VPCZoneIdentifier": [ { "Ref": "Subnet" } ],
"LaunchConfigurationName": { "Ref": "LaunchConfiguration" },
"MinSize": "1",
"MaxSize": { "Ref": "AsgMaxSize" },
"DesiredCapacity": { "Ref": "AsgMaxSize" },
"Tags": [ {
"Key": "Name",
"Value": "EFS FileSystem Mounted Instance",
"PropagateAtLaunch": "true"
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}

}

} ]

}
},
"Outputs" : {
"MountTargetID" : {
"Description" : "Mount target ID",
"Value" : { "Ref" : "MountTarget" }
},
"FileSystemID" : {
"Description" : "File system ID",
"Value" : { "Ref" : "FileSystem" }
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: This template creates an Amazon EFS file system and mount target and
associates it with Amazon EC2 instances in an Auto Scaling group. **WARNING** This
template creates Amazon EC2 instances and related resources. You will be billed
for the AWS resources used if you create a stack from this template.
Parameters:
InstanceType:
Description: WebServer EC2 instance type
Type: String
Default: t2.small
AllowedValues:
- t1.micro
- t2.nano
- t2.micro
- t2.small
- t2.medium
- t2.large
- m1.small
- m1.medium
- m1.large
- m1.xlarge
- m2.xlarge
- m2.2xlarge
- m2.4xlarge
- m3.medium
- m3.large
- m3.xlarge
- m3.2xlarge
- m4.large
- m4.xlarge
- m4.2xlarge
- m4.4xlarge
- m4.10xlarge
- c1.medium
- c1.xlarge
- c3.large
- c3.xlarge
- c3.2xlarge
- c3.4xlarge
- c3.8xlarge
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge
- g2.2xlarge

API バージョン 2010-05-15
553

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS
- g2.8xlarge
- r3.large
- r3.xlarge
- r3.2xlarge
- r3.4xlarge
- r3.8xlarge
- i2.xlarge
- i2.2xlarge
- i2.4xlarge
- i2.8xlarge
- d2.xlarge
- d2.2xlarge
- d2.4xlarge
- d2.8xlarge
- hi1.4xlarge
- hs1.8xlarge
- cr1.8xlarge
- cc2.8xlarge
- cg1.4xlarge
ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type.
KeyName:
Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
Description: Name of an existing EC2 key pair to enable SSH access to the ECS
instances
AsgMaxSize:
Type: Number
Description: Maximum size and initial desired capacity of Auto Scaling Group
Default: '2'
SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to connect to the EC2 instances
by using SSH
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})"
ConstraintDescription: must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x.
VolumeName:
Description: The name to be used for the EFS volume
Type: String
MinLength: '1'
Default: myEFSvolume
MountPoint:
Description: The Linux mount point for the EFS volume
Type: String
MinLength: '1'
Default: myEFSvolume
Mappings:
AWSInstanceType2Arch:
t1.micro:
Arch: HVM64
t2.nano:
Arch: HVM64
t2.micro:
Arch: HVM64
t2.small:
Arch: HVM64
t2.medium:
Arch: HVM64
t2.large:
Arch: HVM64
m1.small:
Arch: HVM64
m1.medium:
Arch: HVM64
m1.large:
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Arch: HVM64
m1.xlarge:
Arch: HVM64
m2.xlarge:
Arch: HVM64
m2.2xlarge:
Arch: HVM64
m2.4xlarge:
Arch: HVM64
m3.medium:
Arch: HVM64
m3.large:
Arch: HVM64
m3.xlarge:
Arch: HVM64
m3.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.large:
Arch: HVM64
m4.xlarge:
Arch: HVM64
m4.2xlarge:
Arch: HVM64
m4.4xlarge:
Arch: HVM64
m4.10xlarge:
Arch: HVM64
c1.medium:
Arch: HVM64
c1.xlarge:
Arch: HVM64
c3.large:
Arch: HVM64
c3.xlarge:
Arch: HVM64
c3.2xlarge:
Arch: HVM64
c3.4xlarge:
Arch: HVM64
c3.8xlarge:
Arch: HVM64
c4.large:
Arch: HVM64
c4.xlarge:
Arch: HVM64
c4.2xlarge:
Arch: HVM64
c4.4xlarge:
Arch: HVM64
c4.8xlarge:
Arch: HVM64
g2.2xlarge:
Arch: HVMG2
g2.8xlarge:
Arch: HVMG2
r3.large:
Arch: HVM64
r3.xlarge:
Arch: HVM64
r3.2xlarge:
Arch: HVM64
r3.4xlarge:
Arch: HVM64
r3.8xlarge:
Arch: HVM64
i2.xlarge:
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Arch: HVM64
i2.2xlarge:
Arch: HVM64
i2.4xlarge:
Arch: HVM64
i2.8xlarge:
Arch: HVM64
d2.xlarge:
Arch: HVM64
d2.2xlarge:
Arch: HVM64
d2.4xlarge:
Arch: HVM64
d2.8xlarge:
Arch: HVM64
hi1.4xlarge:
Arch: HVM64
hs1.8xlarge:
Arch: HVM64
cr1.8xlarge:
Arch: HVM64
cc2.8xlarge:
Arch: HVM64
AWSRegionArch2AMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-2:
HVM64: ami-a0cfeed8
HVMG2: ami-0e09505bc235aa82d
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
eu-west-2:
HVM64: ami-f976839e
HVMG2: NOT_SUPPORTED
eu-west-3:
HVM64: ami-0ebc281c20e89ba4b
HVMG2: NOT_SUPPORTED
eu-central-1:
HVM64: ami-0233214e13e500f77
HVMG2: ami-06223d46a6d0661c7
ap-northeast-1:
HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-northeast-2:
HVM64: ami-0a10b2721688ce9d2
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-northeast-3:
HVM64: ami-0d98120a9fb693f07
HVMG2: NOT_SUPPORTED
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309
ap-southeast-2:
HVM64: ami-09b42976632b27e9b
HVMG2: ami-0a9ce9fecc3d1daf8
ap-south-1:
HVM64: ami-0912f71e06545ad88
HVMG2: ami-097b15e89dbdcfcf4
us-east-2:
HVM64: ami-0b59bfac6be064b78
HVMG2: NOT_SUPPORTED
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ca-central-1:
HVM64: ami-0b18956f
HVMG2: NOT_SUPPORTED
sa-east-1:
HVM64: ami-07b14488da8ea02a0
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-north-1:
HVM64: ami-0a4eaf6c4454eda75
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-northwest-1:
HVM64: ami-6b6a7d09
HVMG2: NOT_SUPPORTED
Resources:
CloudWatchPutMetricsRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
CloudWatchPutMetricsRolePolicy:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyName: CloudWatch_PutMetricData
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Sid: CloudWatchPutMetricData
Effect: Allow
Action:
- cloudwatch:PutMetricData
Resource:
- "*"
Roles:
- Ref: CloudWatchPutMetricsRole
CloudWatchPutMetricsInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: "/"
Roles:
- Ref: CloudWatchPutMetricsRole
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
EnableDnsSupport: 'true'
EnableDnsHostnames: 'true'
CidrBlock: 10.0.0.0/16
Tags:
- Key: Application
Value:
Ref: AWS::StackId
InternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
Properties:
Tags:
- Key: Application
Value:
Ref: AWS::StackName
- Key: Network
Value: Public
GatewayToInternet:
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Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
InternetGatewayId:
Ref: InternetGateway
RouteTable:
Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
SubnetRouteTableAssoc:
Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
RouteTableId:
Ref: RouteTable
SubnetId:
Ref: Subnet
InternetGatewayRoute:
Type: AWS::EC2::Route
Properties:
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
RouteTableId:
Ref: RouteTable
GatewayId:
Ref: InternetGateway
Subnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24
Tags:
- Key: Application
Value:
Ref: AWS::StackId
InstanceSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp:
Ref: SSHLocation
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
MountTargetSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
GroupDescription: Security group for mount target
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 2049
ToPort: 2049
CidrIp: 0.0.0.0/0
FileSystem:
Type: AWS::EFS::FileSystem
Properties:
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PerformanceMode: generalPurpose
FileSystemTags:
- Key: Name
Value:
Ref: VolumeName
MountTarget:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId:
Ref: FileSystem
SubnetId:
Ref: Subnet
SecurityGroups:
- Ref: MountTargetSecurityGroup
LaunchConfiguration:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Metadata:
AWS::CloudFormation::Init:
configSets:
MountConfig:
- setup
- mount
setup:
packages:
yum:
nfs-utils: []
files:
"/home/ec2-user/post_nfsstat":
content: !Sub |
#!/bin/bash
INPUT="$(cat)"
CW_JSON_OPEN='{ "Namespace": "EFS", "MetricData": [ '
CW_JSON_CLOSE=' ] }'
CW_JSON_METRIC=''
METRIC_COUNTER=0
for COL in 1 2 3 4 5 6; do
COUNTER=0
METRIC_FIELD=$COL
DATA_FIELD=$(($COL+($COL-1)))
while read line; do
if [[ COUNTER -gt 0 ]]; then
LINE=`echo $line | tr -s ' ' `
AWS_COMMAND="aws cloudwatch put-metric-data --region ${AWS::Region}"
MOD=$(( $COUNTER % 2))
if [ $MOD -eq 1 ]; then
METRIC_NAME=`echo $LINE | cut -d ' ' -f $METRIC_FIELD`
else
METRIC_VALUE=`echo $LINE | cut -d ' ' -f $DATA_FIELD`
fi

instance-id)

if [[ -n "$METRIC_NAME" && -n "$METRIC_VALUE" ]]; then
INSTANCE_ID=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/

CW_JSON_METRIC="$CW_JSON_METRIC { \"MetricName\": \"$METRIC_NAME\",
\"Dimensions\": [{\"Name\": \"InstanceId\", \"Value\": \"$INSTANCE_ID\"} ], \"Value\":
$METRIC_VALUE },"
unset METRIC_NAME
unset METRIC_VALUE
METRIC_COUNTER=$((METRIC_COUNTER+1))
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if [ $METRIC_COUNTER -eq 20 ]; then
# 20 is max metric collection size, so we have to submit here
aws cloudwatch put-metric-data --region ${AWS::Region} --cliinput-json "`echo $CW_JSON_OPEN ${!CW_JSON_METRIC%?} $CW_JSON_CLOSE`"
# reset
METRIC_COUNTER=0
CW_JSON_METRIC=''

fi

fi

COUNTER=$((COUNTER+1))

fi

if [[ "$line" == "Client nfs v4:" ]]; then
# the next line is the good stuff
COUNTER=$((COUNTER+1))
fi
done <<< "$INPUT"
done
# submit whatever is left
aws cloudwatch put-metric-data --region ${AWS::Region} --cli-input-json
"`echo $CW_JSON_OPEN ${!CW_JSON_METRIC%?} $CW_JSON_CLOSE`"
mode: '000755'
owner: ec2-user
group: ec2-user
"/home/ec2-user/crontab":
content: "* * * * * /usr/sbin/nfsstat | /home/ec2-user/post_nfsstat\n"
owner: ec2-user
group: ec2-user
commands:
01_createdir:
command: !Sub "mkdir /${MountPoint}"
mount:
commands:
01_mount:
command: !Sub >
mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1 ${FileSystem}.efs.
${AWS::Region}.amazonaws.com:/ /${MountPoint}
02_permissions:
command: !Sub "chown ec2-user:ec2-user /${MountPoint}"
Properties:
AssociatePublicIpAddress: true
ImageId:
Fn::FindInMap:
- AWSRegionArch2AMI
- Ref: AWS::Region
- Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- Ref: InstanceType
- Arch
InstanceType:
Ref: InstanceType
KeyName:
Ref: KeyName
SecurityGroups:
- Ref: InstanceSecurityGroup
IamInstanceProfile:
Ref: CloudWatchPutMetricsInstanceProfile
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
yum install -y aws-cfn-bootstrap
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/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource LaunchConfiguration
--configsets MountConfig --region ${AWS::Region}
crontab /home/ec2-user/crontab
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource
AutoScalingGroup --region ${AWS::Region}
AutoScalingGroup:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
DependsOn:
- MountTarget
- GatewayToInternet
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT15M
Count:
Ref: AsgMaxSize
Properties:
VPCZoneIdentifier:
- Ref: Subnet
LaunchConfigurationName:
Ref: LaunchConfiguration
MinSize: '1'
MaxSize:
Ref: AsgMaxSize
DesiredCapacity:
Ref: AsgMaxSize
Tags:
- Key: Name
Value: EFS FileSystem Mounted Instance
PropagateAtLaunch: 'true'
Outputs:
MountTargetID:
Description: Mount target ID
Value:
Ref: MountTarget
FileSystemID:
Description: File system ID
Value:
Ref: FileSystem

Elastic Beanstalk テンプレートスニペット
Elastic Beanstalk を使用すると、アプリケーションを実行しているインフラストラクチャについて心配す
ることなく、AWS でアプリケーションのデプロイと管理を簡単に行うことができます。次のサンプルテン
プレートは、AWS CloudFormation テンプレート内で Elastic Beanstalk リソースを記述するのに役立ちま
す。

Elastic Beanstalk のサンプル PHP
次のサンプルテンプレートは、Amazon S3 バケットに保存されているサンプル PHP ウェブアプリケー
ションをデプロイします。この環境は、最低 2 つ、最大 6 つの Amazon EC2 インスタンスを持つ負荷分
散型オートスケーリング環境でもあります。
solution-stack をソリューションスタック名 (プラットフォームバージョン) に置き換えます。使用可
能なソリューションスタックのリストについては、AWS CLI コマンド aws elasticbeanstalk listavailable-solution-stacks を使用します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"sampleApplication": {
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"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Application",
"Properties": {
"Description": "AWS Elastic Beanstalk Sample Application"
}
},
"sampleApplicationVersion": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion",
"Properties": {
"ApplicationName": { "Ref": "sampleApplication" },
"Description": "AWS ElasticBeanstalk Sample Application Version",
"SourceBundle": {
"S3Bucket": { "Fn::Join": [ "-", [ "elasticbeanstalk-samples", { "Ref":
"AWS::Region" } ] ] },
"S3Key": "php-newsample-app.zip"
}
}
},
"sampleConfigurationTemplate": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate",
"Properties": {
"ApplicationName": { "Ref": "sampleApplication" },
"Description": "AWS ElasticBeanstalk Sample Configuration Template",
"OptionSettings": [
{
"Namespace": "aws:autoscaling:asg",
"OptionName": "MinSize",
"Value": "2"
},
{
"Namespace": "aws:autoscaling:asg",
"OptionName": "MaxSize",
"Value": "6"
},
{
"Namespace": "aws:elasticbeanstalk:environment",
"OptionName": "EnvironmentType",
"Value": "LoadBalanced"
},
{
"Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
"OptionName": "IamInstanceProfile",
"Value": {"Ref": "MyInstanceProfile"}
}
],
"SolutionStackName": "solution-stack"
}
},
"sampleEnvironment": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
"Properties": {
"ApplicationName": { "Ref": "sampleApplication" },
"Description": "AWS ElasticBeanstalk Sample Environment",
"TemplateName": { "Ref": "sampleConfigurationTemplate" },
"VersionLabel": { "Ref": "sampleApplicationVersion" }
}
}
},
"MyInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17T00:00:00.000Z",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": [ "ec2.amazonaws.com" ] },
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"Action": [ "sts:AssumeRole" ]
}

]
},
"Description": "Beanstalk EC2 role",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier"
]
}
},
"MyInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {"Ref": "MyInstanceProfile"}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
sampleApplication:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application
Properties:
Description: AWS Elastic Beanstalk Sample Application
sampleApplicationVersion:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
Properties:
ApplicationName:
Ref: sampleApplication
Description: AWS ElasticBeanstalk Sample Application Version
SourceBundle:
S3Bucket: !Sub "elasticbeanstalk-samples-${AWS::Region}"
S3Key: php-newsample-app.zip
sampleConfigurationTemplate:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
Properties:
ApplicationName:
Ref: sampleApplication
Description: AWS ElasticBeanstalk Sample Configuration Template
OptionSettings:
- Namespace: aws:autoscaling:asg
OptionName: MinSize
Value: '2'
- Namespace: aws:autoscaling:asg
OptionName: MaxSize
Value: '6'
- Namespace: aws:elasticbeanstalk:environment
OptionName: EnvironmentType
Value: LoadBalanced
- Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration
OptionName: IamInstanceProfile
Value: !Ref MyInstanceProfile
SolutionStackName: solution-stack
sampleEnvironment:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Properties:
ApplicationName:
Ref: sampleApplication
Description: AWS ElasticBeanstalk Sample Environment
TemplateName:
Ref: sampleConfigurationTemplate
VersionLabel:
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Ref: sampleApplicationVersion
MyInstanceRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Description: Beanstalk EC2 role
ManagedPolicyArns:
- arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWebTier
- arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker
- arn:aws:iam::aws:policy/AWSElasticBeanstalkWorkerTier
MyInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Roles:
- !Ref MyInstanceRole

Elastic Load Balancing テンプレートスニペット
Elastic Load Balancing ロードバランサーリソース
この例は、Elastic Load Balancing ロードバランサーと単一のリスナーを示します。インスタンスは存在し
ません。

JSON
"MyLoadBalancer" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ "us-east-1a" ],
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP"
} ]
}
}

YAML
MyLoadBalancer:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-1a"
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
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Elastic Load Balancing ロードバランサーリソースとヘルス
チェック
これは、Elastic Load Balancing ロードバランサーと 2 つの Amazon EC2 インスタンス、単一のリスナー
およびヘルスチェックの例です。

JSON
"MyLoadBalancer" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ "us-east-1a" ],
"Instances" : [
{ "Ref" : "logical name of AWS::EC2::Instance resource 1" },
{ "Ref" : "logical name of AWS::EC2::Instance resource 2" }
],
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP"
} ],

}

}

"HealthCheck" : {
"Target" : "HTTP:80/",
"HealthyThreshold" : "3",
"UnhealthyThreshold" : "5",
"Interval" : "30",
"Timeout" : "5"
}

YAML
MyLoadBalancer:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-1a"
Instances:
- Ref: logical name of AWS::EC2::Instance resource 1
- Ref: logical name of AWS::EC2::Instance resource 2
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
HealthCheck:
Target: HTTP:80/
HealthyThreshold: '3'
UnhealthyThreshold: '5'
Interval: '30'
Timeout: '5'

AWS Identity and Access Management テンプレート
スニペット
このセクションでは、AWS Identity and Access Management のテンプレートスニペットを紹介していま
す。
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トピック
• IAM ユーザーリソースの宣言 (p. 566)
• IAM アクセスキーリソースの宣言 (p. 568)
• IAM グループ リソースの宣言 (p. 569)
• グループへのユーザーの追加 (p. 570)
• IAM ポリシーの宣言 (p. 571)
• Amazon S3 バケットポリシーの宣言 (p. 572)
• Amazon SNS トピックポリシーの宣言 (p. 572)
• Amazon SQS ポリシーの宣言 (p. 573)
• IAM ロールのテンプレートの例 (p. 574)

Important
IAM リソースを含んだテンプレートを使ってスタックを作成または更新する際は、IAM の機能
の使用に同意する必要があります。テンプレート内の IAM リソースの使用の詳細については、
「AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63)」を参照してください。

IAM ユーザーリソースの宣言
このスニペットは、IAM ユーザーを作成するための AWS::IAM::User リソースの宣言を示しています。
ユーザーの宣言には、パス ("/") と、パスワード (myP@ssW0rd) のあるログインプロファイルとを使用し
ています。
giveaccesstoqueueonly という名前のポリシードキュメントは、Amazon SQS キューリソース
myqueue に対するすべての Amazon SQS アクションの実行権限をユーザーに付与するとともに、他の
すべての Amazon SQS キューリソースに対するアクセスを拒否します。Fn::GetAtt (p. 6676) 関数
は、AWS::SQS::Queue リソース myqueue の Arn 属性を取得します。
giveaccesstotopiconly という名前のポリシードキュメントをユーザーに追加し、Amazon SNS ト
ピックリソース mytopic に対するすべての Amazon SNS アクションの実行権限をユーザーに付与す
るとともに、他のすべての Amazon SNS リソースへのアクセスを拒否します。Ref (p. 6695) 関数は
AWS::SNS::Topic リソース mytopic の ARN を取得します。

JSON
"myuser" : {
"Type" : "AWS::IAM::User",
"Properties" : {
"Path" : "/",
"LoginProfile" : {
"Password" : "myP@ssW0rd"
},
"Policies" : [ {
"PolicyName" : "giveaccesstoqueueonly",
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Effect" : "Allow",
"Action" : [ "sqs:*" ],
"Resource" : [ {
"Fn::GetAtt" : [ "myqueue", "Arn" ]
} ]
}, {
"Effect" : "Deny",

API バージョン 2010-05-15
566

AWS CloudFormation ユーザーガイド
IAM
"Action" : [ "sqs:*" ],
"NotResource" : [ {
"Fn::GetAtt" : [ "myqueue", "Arn" ]
} ]

}

}

}
] }
}, {
"PolicyName" : "giveaccesstotopiconly",
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Effect" : "Allow",
"Action" : [ "sns:*" ],
"Resource" : [ { "Ref" : "mytopic" } ]
}, {
"Effect" : "Deny",
"Action" : [ "sns:*" ],
"NotResource" : [ { "Ref" : "mytopic" } ]
} ]
}
} ]

YAML
myuser:
Type: AWS::IAM::User
Properties:
Path: "/"
LoginProfile:
Password: myP@ssW0rd
Policies:
- PolicyName: giveaccesstoqueueonly
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- sqs:*
Resource:
- !GetAtt myqueue.Arn
- Effect: Deny
Action:
- sqs:*
NotResource:
- !GetAtt myqueue.Arn
- PolicyName: giveaccesstotopiconly
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- sns:*
Resource:
- !Ref mytopic
- Effect: Deny
Action:
- sns:*
NotResource:
- !Ref mytopic
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IAM アクセスキーリソースの宣言
このスニペットは、AWS::IAM::AccessKey リソースを示します。myaccesskey リソースは、アクセス
キーを作成し、テンプレートに AWS::IAM::User リソースとして宣言されている IAM ユーザーにそれを
割り当てます。

JSON
"myaccesskey" : {
"Type" : "AWS::IAM::AccessKey",
"Properties" : {
"UserName" : { "Ref" : "myuser" }
}
}

YAML
myaccesskey:
Type: AWS::IAM::AccessKey
Properties:
UserName:
!Ref myuser

AWS::IAM::AccessKey リソースのシークレットキーは、Fn::GetAtt (p. 6676) 関数を使用して取得
できます。AWS のアクセスキーのシークレットキーは、キーの作成時にしか取得できません。シークレッ
トキーを取得する 1 つの方法は、それを Output 値に追加することです。Ref 関数を使用してアクセス
キーを取得することができます。次の Output 値の宣言は、myaccesskey のアクセスキーとシークレッ
トキーを取得します。

JSON
"AccessKeyformyaccesskey" : {
"Value" : { "Ref" : "myaccesskey" }
},
"SecretKeyformyaccesskey" : {
"Value" : {
"Fn::GetAtt" : [ "myaccesskey", "SecretAccessKey" ]
}
}

YAML
AccessKeyformyaccesskey:
Value:
!Ref myaccesskey
SecretKeyformyaccesskey:
Value: !GetAtt myaccesskey.SecretAccessKey

AWS のアクセスキーとシークレットキーを、テンプレートに定義されている Amazon EC2 インスタンス
または Auto Scaling グループに渡すこともできます。次の AWS::EC2::Instance 宣言では、UserData
プロパティを使用して、myaccesskey リソースのアクセスキーとシークレットキーを渡しています。

JSON
"myinstance" : {
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}

"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"UserData" : {
"Fn::Base64" : {
"Fn::Join" : [
"", [
"ACCESS_KEY=", {
"Ref" : "myaccesskey"
},
"&",
"SECRET_KEY=",
{
"Fn::GetAtt" : [
"myaccesskey",
"SecretAccessKey"
]
}
]
]
}
}
}

YAML
myinstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
AvailabilityZone: "us-east-1a"
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
UserData:
Fn::Base64: !Sub "ACCESS_KEY=${myaccesskey}&SECRET_KEY=
${myaccesskey.SecretAccessKey}"

IAM グループ リソースの宣言
このスニペットは、AWS::IAM::Group リソースを示します。このグループにはパス ("/
myapplication/") があります。myapppolicy という名前のポリシードキュメントがグループに追加さ
れ、グループのユーザーが Amazon SQS キューリソース myqueue に対してすべての Amazon SQS アク
ションを実行し、myqueue を除く他のすべての Amazon SQS リソースへのアクセスを拒否できるように
なります。
IAM では、リソースにポリシーを割り当てる際、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) が必要となり
ます。このスニペットで、Fn::GetAtt (p. 6676) 関数は AWS::SQS::Queue リソースキューの ARN
を取得しています。

JSON
"mygroup" : {
"Type" : "AWS::IAM::Group",
"Properties" : {
"Path" : "/myapplication/",
"Policies" : [ {
"PolicyName" : "myapppolicy",
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Effect" : "Allow",
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},
{

}

"Action" : [ "sqs:*" ],
"Resource" : [ {
"Fn::GetAtt" : [ "myqueue", "Arn" ]
} ]
"Effect" : "Deny",
"Action" : [ "sqs:*" ],
"NotResource" : [ { "Fn::GetAtt" : [ "myqueue", "Arn" ] } ]

] }

}

}

} ]

YAML
mygroup:
Type: AWS::IAM::Group
Properties:
Path: "/myapplication/"
Policies:
- PolicyName: myapppolicy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- sqs:*
Resource: !GetAtt myqueue.Arn
- Effect: Deny
Action:
- sqs:*
NotResource: !GetAtt myqueue.Arn

グループへのユーザーの追加
グループには、AWS::IAM::UserToGroupAddition リソースでユーザーを追加します。次のスニペッ
トで、addUserToGroup リソースは、myexistinggroup2 という名前の既存のグループに対し、既存
のユーザー existinguser1 と、テンプレートに AWS::IAM::User リソースとして宣言されているユー
ザー myuser とを追加しています。

JSON
"addUserToGroup" : {
"Type" : "AWS::IAM::UserToGroupAddition",
"Properties" : {
"GroupName" : "myexistinggroup2",
"Users" : [ "existinguser1", { "Ref" : "myuser" } ]
}
}

YAML
addUserToGroup:
Type: AWS::IAM::UserToGroupAddition
Properties:
GroupName: myexistinggroup2
Users:
- existinguser1
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- !Ref myuser

IAM ポリシーの宣言
このスニペットでは、ポリシーを作成し、mypolicy という名前の AWS::IAM::Policy
リソースを使用して、複数のグループにそのポリシーを適用しています。mypolicy
リソースには、ARN PolicyDocument で表される S3 バケット内のオブジェクト
に対し、GetObject、PutObject、PutObjectAcl の各アクションを許可する
arn:aws:s3:::myAWSBucket プロパティが存在します。mypolicy リソースのポリシーの適用先
は、myexistinggroup1 という名前の既存のグループと、テンプレート内で AWS::IAM::Group リソー
スとして宣言されているグループ mygroup です。この例では、Groups プロパティを使用してグループ
にポリシーを適用する方法を示していますが、Users プロパティを使用して、ポリシードキュメントを一
連のユーザーに追加することもできます。

Important
AWS::IAM::Policy リソースで宣言された (p. 571) Amazon SNS ポリシーアク
ションは、AWS::SNS::TopicPolicy リソースで宣言された (p. 572) Amazon SNS
トピックのポリシーアクションとは異なります。たとえば、sns:Unsubscribe と
sns:SetSubscriptionAttributes のポリシーアクションは、AWS::IAM::Policy リソー
スで有効ですが、AWS::SNS::TopicPolicy リソースでは無効です。AWS::IAM::Policy リ
ソースで使用できる有効な Amazon SNS ポリシーアクションの詳細については、Amazon Simple
Notification Service 開発者ガイドの「Amazon SNS ポリシーの特別な情報」を参照してくださ
い。

JSON
"mypolicy" : {
"Type" : "AWS::IAM::Policy",
"Properties" : {
"PolicyName" : "mygrouppolicy",
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Effect" : "Allow",
"Action" : [
"s3:GetObject" , "s3:PutObject" , "s3:PutObjectAcl" ],
"Resource" : "arn:aws:s3:::myAWSBucket/*"
} ]
},
"Groups" : [ "myexistinggroup1", { "Ref" : "mygroup" } ]
}
}

YAML
mypolicy:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyName: mygrouppolicy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
Resource: arn:aws:s3:::myAWSBucket/*
Groups:
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- myexistinggroup1
- !Ref mygroup

Amazon S3 バケットポリシーの宣言
このスニペットでは、ポリシーを作成し、AWS::S3::BucketPolicy リソースを使用して Amazon S3
バケットにそのポリシーを適用しています。このポリシーの適用先となる S3 バケットのすべてのオブ
ジェクトに対する GetObject アクションを user1 IAM ユーザーに許可するポリシードキュメントが
mybucketpolicy リソースで宣言されています。このスニペットでは、Fn::GetAtt (p. 6676) リソー
スの ARN を user1 関数で取得しています。mybucketpolicy リソースは、AWS::S3::BucketPolicy
リソース mybucket にポリシーを適用します。リソースのバケット名は、Ref (p. 6695)mybucket 関数
で取得しています。

JSON
"mybucketpolicy" : {
"Type" : "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Id" : "MyPolicy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Sid" : "ReadAccess",
"Action" : [ "s3:GetObject" ],
"Effect" : "Allow",
"Resource" : { "Fn::Join" : [
"", [ "arn:aws:s3:::", { "Ref" : "mybucket" } , "/*" ]
] },
"Principal" : {
"AWS" : { "Fn::GetAtt" : [ "user1", "Arn" ] }
}
} ]
},
"Bucket" : { "Ref" : "mybucket" }
}
}

YAML
mybucketpolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
PolicyDocument:
Id: MyPolicy
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Sid: ReadAccess
Action:
- s3:GetObject
Effect: Allow
Resource: !Sub "arn:aws:s3:::${mybucket}/*"
Principal:
AWS: !GetAtt user1.Arn
Bucket: !Ref mybucket

Amazon SNS トピックポリシーの宣言
このスニペットでは、ポリシーを作成し、AWS::SNS::TopicPolicy リソースを使用して
Amazon SNS トピックにそのポリシーを適用しています。mysnspolicy リソースに含まれている
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PolicyDocument プロパティでは、AWS::IAM::User リソース myuser に対して Publish ア
クションを AWS::SNS::Topic リソース mytopic で実行することを許可します。スニペットで
は、Fn::GetAtt (p. 6676) 関数で myuser リソースの ARN を取得し、Ref (p. 6695) 関数で
mytopic リソースの ARN を取得します。

Important
AWS::IAM::Policy リソースで宣言された (p. 571) Amazon SNS ポリシーアク
ションは、AWS::SNS::TopicPolicy リソースで宣言された (p. 572) Amazon SNS
トピックのポリシーアクションとは異なります。たとえば、sns:Unsubscribe と
sns:SetSubscriptionAttributes のポリシーアクションは、AWS::IAM::Policy リソー
スで有効ですが、AWS::SNS::TopicPolicy リソースでは無効です。AWS::IAM::Policy リ
ソースで使用できる有効な Amazon SNS ポリシーアクションの詳細については、Amazon Simple
Notification Service 開発者ガイドの「Amazon SNS ポリシーの特別な情報」を参照してくださ
い。

JSON
"mysnspolicy" : {
"Type" : "AWS::SNS::TopicPolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Id" : "MyTopicPolicy",
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Sid" : "My-statement-id",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : { "Fn::GetAtt" : [ "myuser", "Arn" ] }
},
"Action" : "sns:Publish",
"Resource" : "*"
} ]
},
"Topics" : [ { "Ref" : "mytopic" } ]
}
}

YAML
mysnspolicy:
Type: AWS::SNS::TopicPolicy
Properties:
PolicyDocument:
Id: MyTopicPolicy
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Sid: My-statement-id
Effect: Allow
Principal:
AWS: !GetAtt myuser.Arn
Action: sns:Publish
Resource: "*"
Topics:
- !Ref mytopic

Amazon SQS ポリシーの宣言
このスニペットでは、ポリシーを作成し、AWS::SQS::QueuePolicy リソースを使用して Amazon SQS
キューにそのポリシーを適用しています。PolicyDocument プロパティは、既存のキュー (URL で指
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定) および AWS::SQS::Queue リソース myqueue に対する SendMessage アクションを既存のユーザー
myapp (ARN で指定) に許可します。リソースの URL は Ref (p. 6695) 関数で取得しています。myqueue

JSON
"mysqspolicy" : {
"Type" : "AWS::SQS::QueuePolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Id" : "MyQueuePolicy",
"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Allow-User-SendMessage",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::123456789012:user/myapp"
},
"Action" : [ "sqs:SendMessage" ],
"Resource" : "*"
} ]
},
"Queues" : [
"https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/myexistingqueue",
{ "Ref" : "myqueue" }
]
}
}

YAML
mysqspolicy:
Type: AWS::SQS::QueuePolicy
Properties:
PolicyDocument:
Id: MyQueuePolicy
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Sid: Allow-User-SendMessage
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::123456789012:user/myapp
Action:
- sqs:SendMessage
Resource: "*"
Queues:
- https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/myexistingqueue
- !Ref myqueue

IAM ロールのテンプレートの例
このセクションでは、CloudFormation テンプレートで EC2 インスタンスの IAM ロールを使用する例を紹
介しています。
IAM ロールの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「ロールを使用
する」を参照してください。

IAM ロールと EC2
この例では、インスタンスプロファイルは EC2 インスタンスの IamInstanceProfile プロパティに
よって参照されます。インスタンスポリシーとロールポリシーのどちらも、AWS::IAM::Role を参照し
ます。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myEC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Version": "2009-05-15",
"Properties": {
"ImageId": "ami-0ff8a91507f77f867",
"InstanceType": "m1.small",
"Monitoring": "true",
"DisableApiTermination": "false",
"IamInstanceProfile": {
"Ref": "RootInstanceProfile"
}
}
},
"RootRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [ "ec2.amazonaws.com" ]
},
"Action": [ "sts:AssumeRole" ]
} ]
},
"Path": "/"
}
},
"RolePolicies": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
} ]
},
"Roles": [ { "Ref": "RootRole" } ]
}
},
"RootInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ { "Ref": "RootRole" } ]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myEC2Instance:
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Type: AWS::EC2::Instance
Version: '2009-05-15'
Properties:
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
InstanceType: m1.small
Monitoring: 'true'
DisableApiTermination: 'false'
IamInstanceProfile:
!Ref RootInstanceProfile
RootRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
RolePolicies:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action: "*"
Resource: "*"
Roles:
- !Ref RootRole
RootInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: "/"
Roles:
- !Ref RootRole

IAM ロールと AutoScaling グループ
この例では、インスタンスプロファイルは、AutoScaling グループの起動設定の IamInstanceProfile
プロパティによって参照されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myLCOne": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Version": "2009-05-15",
"Properties": {
"ImageId": "ami-0ff8a91507f77f867",
"InstanceType": "m1.small",
"InstanceMonitoring": "true",
"IamInstanceProfile": { "Ref": "RootInstanceProfile" }
}
},
"myASGrpOne": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Version": "2009-05-15",
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"Properties": {
"AvailabilityZones": [ "us-east-1a" ],
"LaunchConfigurationName": { "Ref": "myLCOne" },
"MinSize": "0",
"MaxSize": "0",
"HealthCheckType": "EC2",
"HealthCheckGracePeriod": "120"
}

}

}

},
"RootRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [ "ec2.amazonaws.com" ]
},
"Action": [ "sts:AssumeRole" ]
} ]
},
"Path": "/"
}
},
"RolePolicies": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
} ]
},
"Roles": [ { "Ref": "RootRole" } ]
}
},
"RootInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ { "Ref": "RootRole" } ]
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myLCOne:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Version: '2009-05-15'
Properties:
ImageId: ami-0ff8a91507f77f867
InstanceType: m1.small
InstanceMonitoring: 'true'
IamInstanceProfile:
!Ref RootInstanceProfile
myASGrpOne:
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Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Version: '2009-05-15'
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-1a"
LaunchConfigurationName:
!Ref myLCOne
MinSize: '0'
MaxSize: '0'
HealthCheckType: EC2
HealthCheckGracePeriod: '120'
RootRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
RolePolicies:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action: "*"
Resource: "*"
Roles:
- !Ref RootRole
RootInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: "/"
Roles:
- !Ref RootRole

AWS Lambda テンプレート
以下のテンプレートは、AWS Lambda (Lambda) 関数とカスタムのリソースを使用して、既存のセキュ
リティグループのリストに新しいセキュリティグループを追加します。この関数は、新規および既存
のセキュリティグループが両方含まれるリストを作成できるように、セキュリティグループのリストを
動的に構築する場合に便利です。たとえば、パラメーター値として既存のセキュリティグループのリス
トを渡し、新しい値をリストに追加して、すべての値を EC2 インスタンスに関連付けることができま
す。Lambda 関数リソースタイプの詳細については、「AWS::Lambda::Function」を参照してください。
例では、AWS CloudFormation が AllSecurityGroups カスタムリソースを作成すると、AWS
CloudFormation が AppendItemToListFunction Lambda 関数を呼び出します。AWS CloudFormation
は、既存のセキュリティグループおよび新しいセキュリティグループ (NewSecurityGroup) のリスト
を関数に渡します。この関数は、リストに新しいセキュリティグループを追加して、変更されたリスト
を返します。AWS CloudFormation は変更されたリストを使用して、すべてのセキュリティグループを
MyEC2Instance リソースに関連付けます。
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"ExistingSecurityGroups" : {
"Type" : "List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>"
},
"ExistingVPC" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
"Description" : "The VPC ID that includes the security groups in the
ExistingSecurityGroups parameter."
},
"InstanceType" : {
"Type" : "String",
"Default" : "t2.micro",
"AllowedValues" : ["t2.micro", "m1.small"]
}
},
"Mappings": {
"AWSInstanceType2Arch" : {
"t2.micro"
: { "Arch" : "HVM64" },
"m1.small"
: { "Arch" : "HVM64"
}
},
"AWSRegionArch2AMI" : {
"us-east-1"
: {"HVM64"
"ami-0a584ac55a7631c0c"},
"us-west-2"
: {"HVM64"
"us-west-1"
: {"HVM64"
"ami-066ee5fd4a9ef77f1"},
"eu-west-1"
: {"HVM64"
"ami-0a7c483d527806435"},
"eu-central-1"
: {"HVM64"
"ami-06223d46a6d0661c7"},
"ap-northeast-1"
: {"HVM64"
"ami-053cdd503598e4a9d"},
"ap-southeast-1"
: {"HVM64"
"ami-0be9df32ae9f92309"},
"ap-southeast-2"
: {"HVM64"
"ami-0a9ce9fecc3d1daf8"},
"sa-east-1"
: {"HVM64"
"cn-north-1"
: {"HVM64"
}

: "ami-0ff8a91507f77f867", "HVMG2" :
: "ami-a0cfeed8", "HVMG2" : "ami-0e09505bc235aa82d"},
: "ami-0bdb828fd58c52235", "HVMG2" :
: "ami-047bb4163c506cd98", "HVMG2" :
: "ami-0233214e13e500f77", "HVMG2" :
: "ami-06cd52961ce9f0d85", "HVMG2" :
: "ami-08569b978cc4dfa10", "HVMG2" :
: "ami-09b42976632b27e9b", "HVMG2" :
: "ami-07b14488da8ea02a0", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"},
: "ami-0a4eaf6c4454eda75", "HVMG2" : "NOT_SUPPORTED"}

},
"Resources" : {
"SecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Allow HTTP traffic to the host",
"VpcId" : {"Ref" : "ExistingVPC"},
"SecurityGroupIngress" : [{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
"ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
}],
"SecurityGroupEgress" : [{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
"ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
}]
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}
},
"AllSecurityGroups": {
"Type": "Custom::Split",
"Properties": {
"ServiceToken": { "Fn::GetAtt" : ["AppendItemToListFunction", "Arn"] },
"List": { "Ref" : "ExistingSecurityGroups" },
"AppendedItem": { "Ref" : "SecurityGroup" }
}
},
"AppendItemToListFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Handler": "index.handler",
"Role": { "Fn::GetAtt" : ["LambdaExecutionRole", "Arn"] },
"Code": {
"ZipFile": { "Fn::Join": ["", [
"var response = require('cfn-response');",
"exports.handler = function(event, context) {",
"
var responseData = {Value: event.ResourceProperties.List};",
"
responseData.Value.push(event.ResourceProperties.AppendedItem);",
"
response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData);",
"};"
]]}
},
"Runtime": "nodejs8.10"
}
},
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId": { "Fn::FindInMap": [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref": "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap": [
"AWSInstanceType2Arch", { "Ref": "InstanceType" }, "Arch" ] } ]
},
"SecurityGroupIds" : { "Fn::GetAtt": [ "AllSecurityGroups", "Value" ] },
"InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" }
}
},
"LambdaExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": {"Service":
["lambda.amazonaws.com"]}, "Action": ["sts:AssumeRole"] }]
},
"Path": "/",
"Policies": [{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["logs:*"], "Resource":
"arn:aws:logs:*:*:*" }]
}
}]
}
}
},
"Outputs" : {
"AllSecurityGroups" : {
"Description" : "Security Groups that are associated with the EC2 instance",
"Value" : { "Fn::Join" : [ ", ", { "Fn::GetAtt": [ "AllSecurityGroups", "Value" ] }]}
}
}
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}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
ExistingSecurityGroups:
Type: List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>
ExistingVPC:
Type: AWS::EC2::VPC::Id
Description: The VPC ID that includes the security groups in the ExistingSecurityGroups
parameter.
InstanceType:
Type: String
Default: t2.micro
AllowedValues:
- t2.micro
- m1.small
Mappings:
AWSInstanceType2Arch:
t2.micro:
Arch: HVM64
m1.small:
Arch: HVM64
AWSRegionArch2AMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0ff8a91507f77f867
HVMG2: ami-0a584ac55a7631c0c
us-west-2:
HVM64: ami-a0cfeed8
HVMG2: ami-0e09505bc235aa82d
us-west-1:
HVM64: ami-0bdb828fd58c52235
HVMG2: ami-066ee5fd4a9ef77f1
eu-west-1:
HVM64: ami-047bb4163c506cd98
HVMG2: ami-0a7c483d527806435
eu-central-1:
HVM64: ami-0233214e13e500f77
HVMG2: ami-06223d46a6d0661c7
ap-northeast-1:
HVM64: ami-06cd52961ce9f0d85
HVMG2: ami-053cdd503598e4a9d
ap-southeast-1:
HVM64: ami-08569b978cc4dfa10
HVMG2: ami-0be9df32ae9f92309
ap-southeast-2:
HVM64: ami-09b42976632b27e9b
HVMG2: ami-0a9ce9fecc3d1daf8
sa-east-1:
HVM64: ami-07b14488da8ea02a0
HVMG2: NOT_SUPPORTED
cn-north-1:
HVM64: ami-0a4eaf6c4454eda75
HVMG2: NOT_SUPPORTED
Resources:
SecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Allow HTTP traffic to the host
VpcId:
Ref: ExistingVPC
SecurityGroupIngress:
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- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
SecurityGroupEgress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
AllSecurityGroups:
Type: Custom::Split
Properties:
ServiceToken: !GetAtt AppendItemToListFunction.Arn
List:
Ref: ExistingSecurityGroups
AppendedItem:
Ref: SecurityGroup
AppendItemToListFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn
Code:
ZipFile: !Sub |
var response = require('cfn-response');
exports.handler = function(event, context) {
var responseData = {Value: event.ResourceProperties.List};
responseData.Value.push(event.ResourceProperties.AppendedItem);
response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData);
};
Runtime: nodejs8.10
MyEC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId:
Fn::FindInMap:
- AWSRegionArch2AMI
- Ref: AWS::Region
- Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- Ref: InstanceType
- Arch
SecurityGroupIds: !GetAtt AllSecurityGroups.Value
InstanceType:
Ref: InstanceType
LambdaExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- lambda.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- logs:*
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Resource: arn:aws:logs:*:*:*
Outputs:
AllSecurityGroups:
Description: Security Groups that are associated with the EC2 instance
Value:
Fn::Join:
- ", "
- Fn::GetAtt:
- AllSecurityGroups
- Value

AWS OpsWorks テンプレートスニペット
AWS OpsWorks は、ソフトウェア設定、アプリケーションのデプロイ、スケーリング、モニタリングな
ど、さまざまなタスクを簡素化するアプリケーション管理サービスです。AWS CloudFormation は、AWS
OpsWorks のスタック、レイヤー、アプリケーション、インスタンスなどの AWS OpsWorks リソースを
管理するときに使用できるリソース管理サービスです。

AWS OpsWorks のサンプル PHP アプリケーション
以下のサンプルテンプレートは、Git 公開リポジトリに格納されているサンプルの AWS OpsWorks PHP
ウェブアプリケーションをデプロイするものです。AWS OpsWorks スタックにはアプリケーションサー
バーが 2 つとロードバランサーがあり、着信トラフィックをサーバー間で均等に分散しています。AWS
OpsWorks スタックには、ほかにもデータの保管用にバックエンド MySQL データベースサーバーが含ま
れます。このサンプル AWS OpsWorks アプリケーションの詳細については、AWS OpsWorks ユーザーガ
イド のチュートリアル: アプリケーションサーバースタックを作成して AWS AWS OpsWorks の基礎を学
ぶを参照してください。

Note
ServiceRoleArn と DefaultInstanceProfileArn のプロパティは、AWS OpsWorks を初
めて使用してから作成された IAM ロールを参照します。
この例では、NoEcho プロパティを true に設定して MysqlRootPassword パラメータを定義していま
す。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイベントを記述す
るすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメーター値を返します。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"ServiceRole": {
"Default": "aws-opsworks-service-role",
"Description": "The OpsWorks service role",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*",
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"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"InstanceRole": {
"Default": "aws-opsworks-ec2-role",
"Description": "The OpsWorks instance role",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"AppName": {
"Default": "myapp",
"Description": "The app name",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"MysqlRootPassword" : {
"Description" : "MysqlRootPassword",
"NoEcho" : "true",
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
"myStack": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Stack",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "AWS::StackName"
},
"ServiceRoleArn": {
"Fn::Join": [
"", ["arn:aws:iam::", {"Ref": "AWS::AccountId"},
":role/", {"Ref": "ServiceRole"}]
]
},
"DefaultInstanceProfileArn": {
"Fn::Join": [
"", ["arn:aws:iam::", {"Ref": "AWS::AccountId"},
":instance-profile/", {"Ref": "InstanceRole"}]
]
},
"UseCustomCookbooks": "true",
"CustomCookbooksSource": {
"Type": "git",
"Url": "git://github.com/amazonwebservices/opsworks-example-cookbooks.git"
}
}
},
"myLayer": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Layer",
"DependsOn": "myApp",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"Type": "php-app",
"Shortname" : "php-app",
"EnableAutoHealing" : "true",
"AutoAssignElasticIps" : "false",
"AutoAssignPublicIps" : "true",
"Name": "MyPHPApp",
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"CustomRecipes" : {
"Configure" : ["phpapp::appsetup"]
}

}
},
"DBLayer" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::Layer",
"DependsOn": "myApp",
"Properties" : {
"StackId" : {"Ref":"myStack"},
"Type" : "db-master",
"Shortname" : "db-layer",
"EnableAutoHealing" : "true",
"AutoAssignElasticIps" : "false",
"AutoAssignPublicIps" : "true",
"Name" : "MyMySQL",
"CustomRecipes" : {
"Setup" : ["phpapp::dbsetup"]
},
"Attributes" : {
"MysqlRootPassword" : {"Ref":"MysqlRootPassword"},
"MysqlRootPasswordUbiquitous": "true"
},
"VolumeConfigurations":[{"MountPoint":"/vol/mysql","NumberOfDisks":1,"Size":10}]
}
},
"ELBAttachment" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment",
"Properties" : {
"ElasticLoadBalancerName" : { "Ref" : "ELB" },
"LayerId" : { "Ref" : "myLayer" }
}
},
"ELB" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"AvailabilityZones": { "Fn::GetAZs" : "" } ,
"Listeners": [{
"LoadBalancerPort": "80",
"InstancePort": "80",
"Protocol": "HTTP",
"InstanceProtocol": "HTTP"
}],
"HealthCheck": {
"Target": "HTTP:80/",
"HealthyThreshold": "2",
"UnhealthyThreshold": "10",
"Interval": "30",
"Timeout": "5"
}
}
},
"myAppInstance1": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"LayerIds": [{"Ref": "myLayer"}],
"InstanceType": "m1.small"
}
},
"myAppInstance2": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"LayerIds": [{"Ref": "myLayer"}],
"InstanceType": "m1.small"
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}

}

}
},
"myDBInstance": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"LayerIds": [{"Ref": "DBLayer"}],
"InstanceType": "m1.small"
}
},
"myApp" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::App",
"Properties" : {
"StackId" : {"Ref":"myStack"},
"Type" : "php",
"Name" : {"Ref": "AppName"},
"AppSource" : {
"Type" : "git",
"Url" : "git://github.com/amazonwebservices/opsworks-demo-php-simple-app.git",
"Revision" : "version2"
},
"Attributes" : {
"DocumentRoot" : "web"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
ServiceRole:
Default: aws-opsworks-service-role
Description: The OpsWorks service role
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '64'
AllowedPattern: "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*"
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
InstanceRole:
Default: aws-opsworks-ec2-role
Description: The OpsWorks instance role
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '64'
AllowedPattern: "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*"
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
AppName:
Default: myapp
Description: The app name
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '64'
AllowedPattern: "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*"
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
MysqlRootPassword:
Description: MysqlRootPassword
NoEcho: 'true'
Type: String
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Resources:
myStack:
Type: AWS::OpsWorks::Stack
Properties:
Name:
Ref: AWS::StackName
ServiceRoleArn: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/${ServiceRole}"
DefaultInstanceProfileArn: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:instance-profile/
${InstanceRole}"
UseCustomCookbooks: 'true'
CustomCookbooksSource:
Type: git
Url: git://github.com/amazonwebservices/opsworks-example-cookbooks.git
myLayer:
Type: AWS::OpsWorks::Layer
DependsOn: myApp
Properties:
StackId:
Ref: myStack
Type: php-app
Shortname: php-app
EnableAutoHealing: 'true'
AutoAssignElasticIps: 'false'
AutoAssignPublicIps: 'true'
Name: MyPHPApp
CustomRecipes:
Configure:
- phpapp::appsetup
DBLayer:
Type: AWS::OpsWorks::Layer
DependsOn: myApp
Properties:
StackId:
Ref: myStack
Type: db-master
Shortname: db-layer
EnableAutoHealing: 'true'
AutoAssignElasticIps: 'false'
AutoAssignPublicIps: 'true'
Name: MyMySQL
CustomRecipes:
Setup:
- phpapp::dbsetup
Attributes:
MysqlRootPassword:
Ref: MysqlRootPassword
MysqlRootPasswordUbiquitous: 'true'
VolumeConfigurations:
- MountPoint: "/vol/mysql"
NumberOfDisks: 1
Size: 10
ELBAttachment:
Type: AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment
Properties:
ElasticLoadBalancerName:
Ref: ELB
LayerId:
Ref: myLayer
ELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
Fn::GetAZs: ''
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
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Protocol: HTTP
InstanceProtocol: HTTP
HealthCheck:
Target: HTTP:80/
HealthyThreshold: '2'
UnhealthyThreshold: '10'
Interval: '30'
Timeout: '5'
myAppInstance1:
Type: AWS::OpsWorks::Instance
Properties:
StackId:
Ref: myStack
LayerIds:
- Ref: myLayer
InstanceType: m1.small
myAppInstance2:
Type: AWS::OpsWorks::Instance
Properties:
StackId:
Ref: myStack
LayerIds:
- Ref: myLayer
InstanceType: m1.small
myDBInstance:
Type: AWS::OpsWorks::Instance
Properties:
StackId:
Ref: myStack
LayerIds:
- Ref: DBLayer
InstanceType: m1.small
myApp:
Type: AWS::OpsWorks::App
Properties:
StackId:
Ref: myStack
Type: php
Name:
Ref: AppName
AppSource:
Type: git
Url: git://github.com/amazonwebservices/opsworks-demo-php-simple-app.git
Revision: version2
Attributes:
DocumentRoot: web

Amazon Redshift テンプレートスニペット
Amazon Redshift は、クラウド内での完全マネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサー
ビスです。AWS CloudFormation を使用して、Amazon Redshift クラスターをプロビジョニングおよび管
理できます。

Amazon Redshift クラスター
以下のサンプルテンプレートは、スタックの作成時に指定されたパラメーター値に従って Amazon
Redshift クラスターを作成するものです。Amazon Redshift クラスターに関連付けられたクラスターパラ
メーターグループによって、ユーザーアクティビティログを記録することができます。また、このテン
プレートは、テンプレートに定義されている Amazon VPC 内で Amazon Redshift クラスターを起動しま
す。インターネットから Amazon Redshift クラスターにアクセスできるように、VPC にはインターネット
ゲートウェイが追加されています。ただし、クラスターとインターネットゲートウェイ間の通信も有効に
する必要があります。これは、ルートテーブルエントリで行っています。
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Note
テンプレートには、IsMultiNodeCluster 条件が追加されており、NumberOfNodes パラメー
ターの値が ClusterType に設定されたときにだけ multi-node パラメーターが宣言されま
す。
この例では、NoEcho プロパティを true に設定して MysqlRootPassword パラメータを定義していま
す。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイベントを記述
するすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメータ値を返します。ただ
し、以下に指定された場所に保存されている情報は除きます。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"DatabaseName" : {
"Description" : "The name of the first database to be created when the cluster is
created",
"Type" : "String",
"Default" : "dev",
"AllowedPattern" : "([a-z]|[0-9])+"
},
"ClusterType" : {
"Description" : "The type of cluster",
"Type" : "String",
"Default" : "single-node",
"AllowedValues" : [ "single-node", "multi-node" ]
},
"NumberOfNodes" : {
"Description" : "The number of compute nodes in the cluster. For multi-node clusters,
the NumberOfNodes parameter must be greater than 1",
"Type" : "Number",
"Default" : "1"
},
"NodeType" : {
"Description" : "The type of node to be provisioned",
"Type" : "String",
"Default" : "ds2.xlarge",
"AllowedValues" : [ "ds2.xlarge", "ds2.8xlarge", "dc1.large", "dc1.8xlarge" ]
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},
"MasterUsername" : {
"Description" : "The user name that is associated with the master user account for
the cluster that is being created",
"Type" : "String",
"Default" : "defaultuser",
"AllowedPattern" : "([a-z])([a-z]|[0-9])*"
},
"MasterUserPassword" : {
"Description" : "The password that is associated with the master user account for the
cluster that is being created.",
"Type" : "String",
"NoEcho" : "true"
},
"InboundTraffic" : {
"Description" : "Allow inbound traffic to the cluster from this CIDR range.",
"Type" : "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default" : "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern" : "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})",
"ConstraintDescription" : "must be a valid CIDR range of the form x.x.x.x/x."
},
"PortNumber" : {
"Description" : "The port number on which the cluster accepts incoming connections.",
"Type" : "Number",
"Default" : "5439"
}
},
"Conditions" : {
"IsMultiNodeCluster" : {
"Fn::Equals" : [{ "Ref" : "ClusterType" }, "multi-node" ]
}
},
"Resources" : {
"RedshiftCluster" : {
"Type" : "AWS::Redshift::Cluster",
"DependsOn" : "AttachGateway",
"Properties" : {
"ClusterType" : { "Ref" : "ClusterType" },
"NumberOfNodes" : { "Fn::If" : [ "IsMultiNodeCluster", { "Ref" :
"NumberOfNodes" }, { "Ref" : "AWS::NoValue" }]},
"NodeType" : { "Ref" : "NodeType" },
"DBName" : { "Ref" : "DatabaseName" },
"MasterUsername" : { "Ref" : "MasterUsername" },
"MasterUserPassword" : { "Ref" : "MasterUserPassword" },
"ClusterParameterGroupName" : { "Ref" : "RedshiftClusterParameterGroup" },
"VpcSecurityGroupIds" : [ { "Ref" : "SecurityGroup" } ],
"ClusterSubnetGroupName" : { "Ref" : "RedshiftClusterSubnetGroup" },
"PubliclyAccessible" : "true",
"Port" : { "Ref" : "PortNumber" }
}
},
"RedshiftClusterParameterGroup" : {
"Type" : "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : "Cluster parameter group",
"ParameterGroupFamily" : "redshift-1.0",
"Parameters" : [{
"ParameterName" : "enable_user_activity_logging",
"ParameterValue" : "true"
}]
}
},
"RedshiftClusterSubnetGroup" : {
"Type" : "AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup",
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"Properties" : {
"Description" : "Cluster subnet group",
"SubnetIds" : [ { "Ref" : "PublicSubnet" } ]
}
},
"VPC" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPC",
"Properties" : {
"CidrBlock" : "10.0.0.0/16"
}
},
"PublicSubnet" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"CidrBlock" : "10.0.0.0/24",
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" }
}
},
"SecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Security group",
"SecurityGroupIngress" : [ {
"CidrIp" : { "Ref": "InboundTraffic" },
"FromPort" : { "Ref" : "PortNumber" },
"ToPort" : { "Ref" : "PortNumber" },
"IpProtocol" : "tcp"
} ],
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" }
}
},
"myInternetGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"AttachGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"InternetGatewayId" : { "Ref" : "myInternetGateway" }
}
},
"PublicRouteTable" : {
"Type" : "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties" : {
"VpcId" : {
"Ref" : "VPC"
}
}
},
"PublicRoute" : {
"Type" : "AWS::EC2::Route",
"DependsOn" : "AttachGateway",
"Properties" : {
"RouteTableId" : {
"Ref" : "PublicRouteTable"
},
"DestinationCidrBlock" : "0.0.0.0/0",
"GatewayId" : {
"Ref" : "myInternetGateway"
}
}
},
"PublicSubnetRouteTableAssociation" : {
"Type" : "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"SubnetId" : {
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}

}

"Ref" : "PublicSubnet"
},
"RouteTableId" : {
"Ref" : "PublicRouteTable"
}

},
"Outputs" : {
"ClusterEndpoint" : {
"Description" : "Cluster endpoint",
"Value" : { "Fn::Join" : [ ":", [ { "Fn::GetAtt" : [ "RedshiftCluster",
"Endpoint.Address" ] }, { "Fn::GetAtt" : [ "RedshiftCluster", "Endpoint.Port" ] } ] ] }
},
"ClusterName" : {
"Description" : "Name of cluster",
"Value" : { "Ref" : "RedshiftCluster" }
},
"ParameterGroupName" : {
"Description" : "Name of parameter group",
"Value" : { "Ref" : "RedshiftClusterParameterGroup" }
},
"RedshiftClusterSubnetGroupName" : {
"Description" : "Name of cluster subnet group",
"Value" : { "Ref" : "RedshiftClusterSubnetGroup" }
},
"RedshiftClusterSecurityGroupName" : {
"Description" : "Name of cluster security group",
"Value" : { "Ref" : "SecurityGroup" }
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
DatabaseName:
Description: The name of the first database to be created when the cluster is
created
Type: String
Default: dev
AllowedPattern: "([a-z]|[0-9])+"
ClusterType:
Description: The type of cluster
Type: String
Default: single-node
AllowedValues:
- single-node
- multi-node
NumberOfNodes:
Description: The number of compute nodes in the cluster. For multi-node clusters,
the NumberOfNodes parameter must be greater than 1
Type: Number
Default: '1'
NodeType:
Description: The type of node to be provisioned
Type: String
Default: ds2.xlarge
AllowedValues:
- ds2.xlarge
- ds2.8xlarge
- dc1.large
- dc1.8xlarge
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MasterUsername:
Description: The user name that is associated with the master user account for
the cluster that is being created
Type: String
Default: defaultuser
AllowedPattern: "([a-z])([a-z]|[0-9])*"
MasterUserPassword:
Description: The password that is associated with the master user account for
the cluster that is being created.
Type: String
NoEcho: 'true'
InboundTraffic:
Description: Allow inbound traffic to the cluster from this CIDR range.
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})"
ConstraintDescription: must be a valid CIDR range of the form x.x.x.x/x.
PortNumber:
Description: The port number on which the cluster accepts incoming connections.
Type: Number
Default: '5439'
Conditions:
IsMultiNodeCluster:
Fn::Equals:
- Ref: ClusterType
- multi-node
Resources:
RedshiftCluster:
Type: AWS::Redshift::Cluster
DependsOn: AttachGateway
Properties:
ClusterType:
Ref: ClusterType
NumberOfNodes:
Fn::If:
- IsMultiNodeCluster
- Ref: NumberOfNodes
- Ref: AWS::NoValue
NodeType:
Ref: NodeType
DBName:
Ref: DatabaseName
MasterUsername:
Ref: MasterUsername
MasterUserPassword:
Ref: MasterUserPassword
ClusterParameterGroupName:
Ref: RedshiftClusterParameterGroup
VpcSecurityGroupIds:
- Ref: SecurityGroup
ClusterSubnetGroupName:
Ref: RedshiftClusterSubnetGroup
PubliclyAccessible: 'true'
Port:
Ref: PortNumber
RedshiftClusterParameterGroup:
Type: AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
Properties:
Description: Cluster parameter group
ParameterGroupFamily: redshift-1.0
Parameters:
- ParameterName: enable_user_activity_logging
ParameterValue: 'true'
RedshiftClusterSubnetGroup:
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Type: AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Properties:
Description: Cluster subnet group
SubnetIds:
- Ref: PublicSubnet
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
PublicSubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/24
VpcId:
Ref: VPC
SecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Security group
SecurityGroupIngress:
- CidrIp:
Ref: InboundTraffic
FromPort:
Ref: PortNumber
ToPort:
Ref: PortNumber
IpProtocol: tcp
VpcId:
Ref: VPC
myInternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
AttachGateway:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
InternetGatewayId:
Ref: myInternetGateway
PublicRouteTable:
Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
PublicRoute:
Type: AWS::EC2::Route
DependsOn: AttachGateway
Properties:
RouteTableId:
Ref: PublicRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId:
Ref: myInternetGateway
PublicSubnetRouteTableAssociation:
Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
SubnetId:
Ref: PublicSubnet
RouteTableId:
Ref: PublicRouteTable
Outputs:
ClusterEndpoint:
Description: Cluster endpoint
Value: !Sub "${RedshiftCluster.Endpoint.Address}:${RedshiftCluster.Endpoint.Port}"
ClusterName:
Description: Name of cluster
Value:
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Ref: RedshiftCluster
ParameterGroupName:
Description: Name of parameter group
Value:
Ref: RedshiftClusterParameterGroup
RedshiftClusterSubnetGroupName:
Description: Name of cluster subnet group
Value:
Ref: RedshiftClusterSubnetGroup
RedshiftClusterSecurityGroupName:
Description: Name of cluster security group
Value:
Ref: SecurityGroup

以下の資料も参照してください。
AWS::Redshift::Cluster

Amazon RDS テンプレートスニペット
トピック
• Amazon RDS DB Instance リソース (p. 595)
• Amazon RDS Oracle Database DB Instance リソース (p. 596)
• CIDR 範囲の Amazon RDS DBSecurityGroup リソース (p. 597)
• Amazon EC2 セキュリティグループを使用した Amazon RDS DBSecurityGroup (p. 597)
• 複数の VPC セキュリティグループ (p. 598)
• VPC セキュリティグループの Amazon RDS データベースインスタンス (p. 600)

Amazon RDS DB Instance リソース
この例は、Amazon RDS DB Instance リソースを示します。この DB インスタンスにはオプショ
ンの EngineVersion プロパティが指定されていないため、デフォルトのエンジンバージョンが
使用されます。デフォルトのエンジンバージョンおよびその他のデフォルト設定の詳細につい
ては、「CreateDBInstance」を参照してください。MyDbSecurityByEC2SecurityGroup および
MyDbSecurityByCIDRIPGroup という名前の AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースに対
し、DBSecurityGroups プロパティでネットワーク進入許可を与えています。詳細については、「
AWS::RDS::DBInstance」を参照してください。また、この DB Instance リソースは、DeletionPolicy
属性が Snapshot に設定されています。DeletionPolicy が Snapshot に設定されている場合、AWS
CloudFormation は、スタックを削除する過程で、この DB インスタンスのスナップショットをあらかじめ
作成したうえで、DB インスタンスを削除します。

JSON
"MyDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"DBSecurityGroups" : [
{"Ref" : "MyDbSecurityByEC2SecurityGroup"}, {"Ref" :
"MyDbSecurityByCIDRIPGroup"} ],
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "MySQL",
"MasterUsername" : "MyName",
"MasterUserPassword" : "MyPassword"
},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"
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}

YAML
MyDB:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
DBSecurityGroups:
- Ref: MyDbSecurityByEC2SecurityGroup
- Ref: MyDbSecurityByCIDRIPGroup
AllocatedStorage: '5'
DBInstanceClass: db.t2.small
Engine: MySQL
MasterUsername: MyName
MasterUserPassword: MyPassword
DeletionPolicy: Snapshot

Amazon RDS Oracle Database DB Instance リソース
この例では、Oracle Database DB Instance リソースを作成します。エンジンには oracle-ee を、ラ
イセンスモデルには bring-your-own-license を指定します。Oracle Database DB Instance の設定の
詳細については、「CreateDBInstance」を参照してください。MyDbSecurityByEC2SecurityGroup
および MyDbSecurityByCIDRIPGroup という名前の AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースに
対し、DBSecurityGroups プロパティでネットワーク進入許可を与えています。詳細については、「
AWS::RDS::DBInstance」を参照してください。また、この DB Instance リソースは、DeletionPolicy
属性が Snapshot に設定されています。DeletionPolicy が Snapshot に設定されている場合、AWS
CloudFormation は、スタックを削除する過程で、この DB インスタンスのスナップショットをあらかじめ
作成したうえで、DB インスタンスを削除します。

JSON
"MyDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"DBSecurityGroups" : [
{"Ref" : "MyDbSecurityByEC2SecurityGroup"}, {"Ref" :
"MyDbSecurityByCIDRIPGroup"} ],
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "oracle-ee",
"LicenseModel" : "bring-your-own-license",
"MasterUsername" : "master",
"MasterUserPassword" : "SecretPassword01"
},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"
}

YAML
MyDB:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
DBSecurityGroups:
- Ref: MyDbSecurityByEC2SecurityGroup
- Ref: MyDbSecurityByCIDRIPGroup
AllocatedStorage: '5'
DBInstanceClass: db.t2.small
Engine: oracle-ee
LicenseModel: bring-your-own-license
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MasterUsername: master
MasterUserPassword: SecretPassword01
DeletionPolicy: Snapshot

CIDR 範囲の Amazon RDS DBSecurityGroup リソース
この例では、Amazon RDS DBSecurityGroup リソースに対し、ddd.ddd.ddd.ddd/dd 形式で指定された
CIDR 範囲の進入許可を与えています。詳細については、「AWS::RDS::DBSecurityGroup」と「Ingress」
を参照してください。

JSON
"MyDbSecurityByCIDRIPGroup" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Ingress for CIDRIP",
"DBSecurityGroupIngress" : {
"CIDRIP" : "192.168.0.0/32"
}
}
}

YAML
MyDbSecurityByCIDRIPGroup:
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Ingress for CIDRIP
DBSecurityGroupIngress:
CIDRIP: "192.168.0.0/32"

Amazon EC2 セキュリティグループを使用した Amazon RDS
DBSecurityGroup
この例では、MyEc2SecurityGroup で参照された Amazon EC2 セキュリティグループの進入許可を
AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースに与えています。
そのためには、EC2 セキュリティグループを定義したうえで、Ref 組み込み関数を使用
し、DBSecurityGroup 内から EC2 セキュリティグループを参照します。

JSON
"DBInstance" : {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBName"
: { "Ref" :
"Engine"
: "MySQL",
"MasterUsername"
: { "Ref" :
"DBInstanceClass"
: { "Ref" :
"DBSecurityGroups" : [ { "Ref"
"AllocatedStorage" : { "Ref" :
"MasterUserPassword": { "Ref" :
}
},

"DBName" },
"DBUsername" },
"DBClass" },
: "DBSecurityGroup" } ],
"DBAllocatedStorage" },
"DBPassword" }

"DBSecurityGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
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"Properties": {
"DBSecurityGroupIngress": { "EC2SecurityGroupName": { "Ref":
"WebServerSecurityGroup" } },
"GroupDescription"
: "Frontend Access"
}
},
"WebServerSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80 and SSH access",
"SecurityGroupIngress" : [
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" : 80, "CidrIp" : "0.0.0.0/0"},
{"IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" : 22, "CidrIp" : "0.0.0.0/0"}
]
}
}

YAML
この例は、以下の完全なサンプルから抽出したものです。Drupal_Single_Instance_With_RDS.template
DBInstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
DBName:
Ref: DBName
Engine: MySQL
MasterUsername:
Ref: DBUsername
DBInstanceClass:
Ref: DBClass
DBSecurityGroups:
- Ref: DBSecurityGroup
AllocatedStorage:
Ref: DBAllocatedStorage
MasterUserPassword:
Ref: DBPassword
DBSecurityGroup:
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
DBSecurityGroupIngress:
EC2SecurityGroupName:
Ref: WebServerSecurityGroup
GroupDescription: Frontend Access
WebServerSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Enable HTTP access via port 80 and SSH access
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0

複数の VPC セキュリティグループ
この例では、AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースに対し、AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress で複数
の Amazon EC2 VPC セキュリティグループの進入許可を与えています。
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JSON
{

}

"Resources" : {
"DBinstance" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"DBName" : {"Ref": "MyDBName" },
"DBSecurityGroups" : [ { "Ref" : "DbSecurityByEC2SecurityGroup" } ],
"DBSubnetGroupName" : { "Ref" : "MyDBSubnetGroup" },
"Engine" : "MySQL",
"MasterUserPassword": { "Ref" : "MyDBPassword" },
"MasterUsername"
: { "Ref" : "MyDBUsername" }
},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"
},
"DbSecurityByEC2SecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Ingress for Amazon EC2 security group",
"EC2VpcId" : { "Ref" : "MyVPC" },
"DBSecurityGroupIngress" : [ {
"EC2SecurityGroupId" : "sg-b0ff1111",
"EC2SecurityGroupOwnerId" : "111122223333"
}, {
"EC2SecurityGroupId" : "sg-ffd722222",
"EC2SecurityGroupOwnerId" : "111122223333"
} ]
}
}
}

YAML
Resources:
DBinstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: '5'
DBInstanceClass: db.t2.small
DBName:
Ref: MyDBName
DBSecurityGroups:
- Ref: DbSecurityByEC2SecurityGroup
DBSubnetGroupName:
Ref: MyDBSubnetGroup
Engine: MySQL
MasterUserPassword:
Ref: MyDBPassword
MasterUsername:
Ref: MyDBUsername
DeletionPolicy: Snapshot
DbSecurityByEC2SecurityGroup:
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Ingress for Amazon EC2 security group
EC2VpcId:
Ref: MyVPC
DBSecurityGroupIngress:
- EC2SecurityGroupId: sg-b0ff1111
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EC2SecurityGroupOwnerId: '111122223333'
- EC2SecurityGroupId: sg-ffd722222
EC2SecurityGroupOwnerId: '111122223333'

VPC セキュリティグループの Amazon RDS データベースインス
タンス
この例は、Amazon EC2 VPC セキュリティグループに関連付けられた Amazon RDS データベースインス
タンスを示しています。

JSON
{

}

"DBEC2SecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription": "Open database for access",
"SecurityGroupIngress" : [{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 3306,
"ToPort" : 3306,
"SourceSecurityGroupName" : { "Ref" : "WebServerSecurityGroup" }
}]
}
},
"DBInstance" : {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBName"
: { "Ref" : "DBName" },
"Engine"
: "MySQL",
"MultiAZ"
: { "Ref": "MultiAZDatabase" },
"MasterUsername"
: { "Ref" : "DBUser" },
"DBInstanceClass"
: { "Ref" : "DBClass" },
"AllocatedStorage" : { "Ref" : "DBAllocatedStorage" },
"MasterUserPassword": { "Ref" : "DBPassword" },
"VPCSecurityGroups" : [ { "Fn::GetAtt": [ "DBEC2SecurityGroup", "GroupId" ] } ]
}
}

YAML
DBEC2SecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Open database for access
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 3306
ToPort: 3306
SourceSecurityGroupName:
Ref: WebServerSecurityGroup
DBInstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
DBName:
Ref: DBName
Engine: MySQL
MultiAZ:
Ref: MultiAZDatabase
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MasterUsername:
Ref: DBUser
DBInstanceClass:
Ref: DBClass
AllocatedStorage:
Ref: DBAllocatedStorage
MasterUserPassword:
Ref: DBPassword
VPCSecurityGroups:
- !GetAtt DBEC2SecurityGroup.GroupId

Route 53 テンプレートスニペット
トピック
• ホストゾーンの名前または ID を使用した Amazon Route 53 リソースレコードセット (p. 601)
• RecordSetGroup を使用した加重リソースレコードセットの設定 (p. 602)
• RecordSetGroup を使用したエイリアスリソースレコードセットの設定 (p. 603)
• CloudFront ディストリビューションのエイリアスリソースレコードセット (p. 605)

ホストゾーンの名前または ID を使用した Amazon Route 53 リ
ソースレコードセット
Amazon Route 53 リソースレコードセットを作成する際は、その追加先となるホストゾーンを指定する必
要があります。AWS CloudFormation には、ホストゾーンを指定する次の 2 通りの方法が用意されていま
す。
• HostedZoneId プロパティを使用して、ホストゾーンを明示的に指定できます。
• HostedZoneName プロパティを使用して、AWS CloudFormation にホストゾーンを検索させることが
できます。HostedZoneName プロパティを使用して同じ名前の複数のホストゾーンが見つかった場
合、AWS CloudFormation はスタックを作成しません。

HostedZoneId を使用したリソースレコードセットの追加
この例では、HostedZoneId プロパティでホストゾーンを指定するドメイン名 mysite.example.com
の SPF レコードを含んだ Amazon Route 53 リソースレコードセットを追加します。

JSON
"myDNSRecord" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSet",
"Properties" :
{
"HostedZoneId" : "Z3DG6IL3SJCGPX",
"Name" : "mysite.example.com.",
"Type" : "SPF",
"TTL" : "900",
"ResourceRecords" : [ "\"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all\"" ]
}
}

YAML
myDNSRecord:
Type: AWS::Route53::RecordSet
Properties:
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HostedZoneId: Z3DG6IL3SJCGPX
Name: mysite.example.com.
Type: SPF
TTL: '900'
ResourceRecords:
- '"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"'

HostedZoneName を使用したリソースレコードセットの追加
この例では、HostedZoneName プロパティを使用してホストゾーンを指定するドメイン名
「mysite.example.com」の Amazon Route 53 リソースレコードセットを追加します。

JSON
"myDNSRecord2" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSet",
"Properties" : {
"HostedZoneName" : "example.com.",
"Name" : "mysite.example.com.",
"Type" : "A",
"TTL" : "900",
"ResourceRecords" : [
"192.168.0.1",
"192.168.0.2"
]
}
}

YAML
myDNSRecord2:
Type: AWS::Route53::RecordSet
Properties:
HostedZoneName: example.com.
Name: mysite.example.com.
Type: A
TTL: '900'
ResourceRecords:
- 192.168.0.1
- 192.168.0.2

RecordSetGroup を使用した加重リソースレコードセットの設定
この例では、AWS::Route53::RecordSetGroup を使用して、"example.com" ホストゾーンの 2 つの
CNAME レコードを設定します。RecordSets プロパティは、"mysite.example.com" という DNS 名
の CNAME レコードセットを保持します。各レコードセットには、識別子 (SetIdentifier) と重み
(Weight) が含まれます。リソースにルーティングされるインターネットトラフィックの割合は、次の計算
に基づきます。
• Frontend One: 140/(140+60) = 140/200 = 70%
• Frontend Two: 60/(140+60) = 60/200 = 30%
加重リソースレコードセットの詳細については、『Amazon Route 53 開発者ガイド』の「加重ルーティン
グ」を参照してください。

JSON
"myDNSOne" : {
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"Type" : "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties" : {
"HostedZoneName" : "example.com.",
"Comment" : "Weighted RR for my frontends.",
"RecordSets" : [
{
"Name" : "mysite.example.com.",
"Type" : "CNAME",
"TTL" : "900",
"SetIdentifier" : "Frontend One",
"Weight" : "140",
"ResourceRecords" : ["example-ec2.amazonaws.com"]
},
{
"Name" : "mysite.example.com.",
"Type" : "CNAME",
"TTL" : "900",
"SetIdentifier" : "Frontend Two",
"Weight" : "60",
"ResourceRecords" : ["example-ec2-larger.amazonaws.com"]
}
]
}

YAML
myDNSOne:
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
HostedZoneName: example.com.
Comment: Weighted RR for my frontends.
RecordSets:
- Name: mysite.example.com.
Type: CNAME
TTL: '900'
SetIdentifier: Frontend One
Weight: '4'
ResourceRecords:
- example-ec2.amazonaws.com
- Name: mysite.example.com.
Type: CNAME
TTL: '900'
SetIdentifier: Frontend Two
Weight: '6'
ResourceRecords:
- example-ec2-larger.amazonaws.com

RecordSetGroup を使用したエイリアスリソースレコードセット
の設定
次の例では、AWS::Route53::RecordSetGroup を使用して、ELB バージョン 1 (Classic) ロードバラン
サーとバージョン 2 (Application または Network) lロードバランサーにトラフィックをルーティングする
example.com という名前のエイリアスリソースレコードセットを設定します。AliasTarget プロパティ
は、GetAtt (p. 6676) 組み込み関数を使用して、myELB LoadBalancer のホストゾーン ID と DNS 名を指
定します。GetAtt はトラフィックをバージョン 1 かバージョン 2 のどちらのロードバランサーにルー
ティングするかに応じて、myELB リソースのさまざまなプロパティを取得します。
• バージョン 1 ロードバランサー: CanonicalHostedZoneNameID および DNSName
• バージョン 2 ロードバランサー: CanonicalHostedZoneID および DNSName
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エイリアスリソースレコードセットの詳細については、『Route 53 開発者ガイド』の「エイリアスレコー
ドと非エイリアスレコードの選択」を参照してください。

バージョン 1 ロードバランサーの JSON
"myELB" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ "us-east-1a" ],
"Listeners" : [ {
"LoadBalancerPort" : "80",
"InstancePort" : "80",
"Protocol" : "HTTP"
} ]
}
},
"myDNS" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties" : {
"HostedZoneName" : "example.com.",
"Comment" : "Zone apex alias targeted to myELB LoadBalancer.",
"RecordSets" : [
{
"Name" : "example.com.",
"Type" : "A",
"AliasTarget" : {
"HostedZoneId" : { "Fn::GetAtt" : ["myELB",
"CanonicalHostedZoneNameID"] },
"DNSName" : { "Fn::GetAtt" : ["myELB","DNSName"] }
}
}
]
}
}

バージョン 1 ロードバランサーの YAML
myELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-1a"
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
myDNS:
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
HostedZoneName: example.com.
Comment: Zone apex alias targeted to myELB LoadBalancer.
RecordSets:
- Name: example.com.
Type: A
AliasTarget:
HostedZoneId: !GetAtt 'myELB.CanonicalHostedZoneNameID'
DNSName: !GetAtt 'myELB.DNSName'

バージョン 2 ロードバランサーの JSON
"myELB" : {
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"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"Subnets" : [
{"Ref": "SubnetAZ1"},
{"Ref" : "SubnetAZ2"}
]
}

}

},
"myDNS" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties" : {
"HostedZoneName" : "example.com.",
"Comment" : "Zone apex alias targeted to myELB LoadBalancer.",
"RecordSets" : [
{
"Name" : "example.com.",
"Type" : "A",
"AliasTarget" : {
"HostedZoneId" : { "Fn::GetAtt" : ["myELB", "CanonicalHostedZoneID"] },
"DNSName" : { "Fn::GetAtt" : ["myELB","DNSName"] }
}
}
]
}

バージョン 2 ロードバランサーの YAML
myELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Properties:
Subnets:
- Ref: SubnetAZ1
- Ref: SubnetAZ2
myDNS:
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
HostedZoneName: example.com.
Comment: Zone apex alias targeted to myELB LoadBalancer.
RecordSets:
- Name: example.com.
Type: A
AliasTarget:
HostedZoneId: !GetAtt 'myELB.CanonicalHostedZoneID'
DNSName: !GetAtt 'myELB.DNSName'

CloudFront ディストリビューションのエイリアスリソースレ
コードセット
以下の例では、指定された CloudFront ディストリビューションにクエリをルーティングするエイリアスレ
コードセットを作成します。

Note
エイリアスリソースレコードセットを作成するときは、以下の例に示すように Z2FDTNDATAQYW2
プロパティに HostedZoneId を指定する必要があります。CloudFront 用のエイリアスリソース
レコードセットは、プライベートホストゾーンでは作成できません。

JSON
{
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"myDNS": {
"Type": "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties": {
"HostedZoneId": {
"Ref": "myHostedZoneID"
},
"RecordSets": [
{
"Name": {
"Ref": "myRecordSetDomainName"
},
"Type": "A",
"AliasTarget": {
"HostedZoneId": "Z2FDTNDATAQYW2",
"DNSName": {
"Fn::GetAtt": [
"myCloudFrontDistribution",
"DomainName"
]
}
}
}
]
}
}

YAML
myDNS:
Type: 'AWS::Route53::RecordSetGroup'
Properties:
HostedZoneId: !Ref myHostedZoneID
RecordSets:
- Name: !Ref myRecordSetDomainName
Type: A
AliasTarget:
HostedZoneId: Z2FDTNDATAQYW2
DNSName: !GetAtt
- myCloudFrontDistribution
- DomainName

Amazon S3 テンプレートスニペット
トピック
• デフォルトでの Amazon S3 バケットの作成 (p. 606)
• ウェブサイトホスティングの DeletionPolicy を持つ Amazon S3 バケットの作成 (p. 607)
• カスタムドメインを使用した静的ウェブサイトの作成 (p. 609)

デフォルトでの Amazon S3 バケットの作成
次の例では、AWS::S3::Bucket を使用してデフォルト設定でバケットを作成します。

JSON
"myS3Bucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket"
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YAML
MyS3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket

ウェブサイトホスティングの DeletionPolicy を持つ Amazon S3
バケットの作成
この例では、ウェブサイトとしてバケットを作成します。AccessControl プロパティは、既定 ACL の
PublicRead に設定します (ウェブサイトホスティング用に設定するバケットにはパブリックの読み取りア
クセス許可が必要です)。このバケットリソースは、DeletionPolicy 属性 (p. 6631)が Retain に設定され
ているため、AWS CloudFormation がスタックを削除する際、このバケットは削除されません。Output セ
クションでは、Fn::GetAtt を使用して、S3Bucket リソースの WebsiteURL 属性と DomainName 属性
を取得しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html"
}
},
"DeletionPolicy": "Retain"
},
"BucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Id": "MyPolicy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PublicReadForGetBucketObjects",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "S3Bucket"
},
"/*"
]
]
}
}
]
},
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}

}

}

"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
}

},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}
]
]
},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
AccessControl: PublicRead
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
DeletionPolicy: Retain
BucketPolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
PolicyDocument:
Id: MyPolicy
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: PublicReadForGetBucketObjects
Effect: Allow
Principal: '*'
Action: 's3:GetObject'
Resource: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref S3Bucket
- /*
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Bucket: !Ref S3Bucket
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

カスタムドメインを使用した静的ウェブサイトの作成
登録済みのドメインで Route 53 を使用できます。次のサンプルでは、ドメイン用に Route 53 に既にホス
トゾーンを作成していると仮定しています。例では、ウェブサイトホスティング用の 2 個のバケットを作
成します。ルートバケットはコンテンツをホストし、もう 1 つのバケットが www.domainname.com リク
エストをルートバケットにリダイレクトします。レコードセットはドメイン名を Amazon S3 エンドポイ
ントにマッピングします。上記の例で示しているように、バケットポリシーを追加する必要があります。
カスタムドメインの使用の詳細については、『Amazon Simple Storage Service 開発者ガイド』の「カス
タムドメインを使用して静的ウェブサイトをセットアップする」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z3AQBSTGFYJSTF", "websiteendpoint" : "s3website-us-east-1.amazonaws.com" },
"us-west-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z2F56UZL2M1ACD", "websiteendpoint" : "s3website-us-west-1.amazonaws.com" },
"us-west-2" : { "S3hostedzoneID" : "Z3BJ6K6RIION7M", "websiteendpoint" : "s3website-us-west-2.amazonaws.com" },
"eu-west-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z1BKCTXD74EZPE", "websiteendpoint" : "s3website-eu-west-1.amazonaws.com" },
"ap-southeast-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z3O0J2DXBE1FTB", "websiteendpoint" :
"s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com" },
"ap-southeast-2" : { "S3hostedzoneID" : "Z1WCIGYICN2BYD", "websiteendpoint" :
"s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com" },
"ap-northeast-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z2M4EHUR26P7ZW", "websiteendpoint" :
"s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com" },
"sa-east-1" : { "S3hostedzoneID" : "Z31GFT0UA1I2HV", "websiteendpoint" : "s3website-sa-east-1.amazonaws.com" }
}
},
"Parameters": {
"RootDomainName": {
"Description": "Domain name for your website (example.com)",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"RootBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName" : {"Ref":"RootDomainName"},
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"AccessControl": "PublicRead",
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument":"index.html",
"ErrorDocument":"404.html"
}

}
},
"WWWBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": {
"Fn::Join": ["", ["www.", {"Ref":"RootDomainName"}]]
},
"AccessControl": "BucketOwnerFullControl",
"WebsiteConfiguration": {
"RedirectAllRequestsTo": {
"HostName": {"Ref": "RootBucket"}
}
}
}
},
"myDNS": {
"Type": "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties": {
"HostedZoneName": {
"Fn::Join": ["", [{"Ref": "RootDomainName"}, "."]]
},
"Comment": "Zone apex alias.",
"RecordSets": [
{
"Name": {"Ref": "RootDomainName"},
"Type": "A",
"AliasTarget": {
"HostedZoneId": {"Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" :
"AWS::Region" }, "S3hostedzoneID"]},
"DNSName": {"Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" :
"AWS::Region" }, "websiteendpoint"]}
}
},
{
"Name": {
"Fn::Join": ["", ["www.", {"Ref":"RootDomainName"}]]
},
"Type": "CNAME",
"TTL" : "900",
"ResourceRecords" : [
{"Fn::GetAtt":["WWWBucket", "DomainName"]}
]
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {"Fn::GetAtt": ["RootBucket", "WebsiteURL"]},
"Description": "URL for website hosted on S3"
}
}

}

YAML
Parameters:
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RootDomainName:
Description: Domain name for your website (example.com)
Type: String
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
S3hostedzoneID: Z3AQBSTGFYJSTF
websiteendpoint: s3-website-us-east-1.amazonaws.com
us-west-1:
S3hostedzoneID: Z2F56UZL2M1ACD
websiteendpoint: s3-website-us-west-1.amazonaws.com
us-west-2:
S3hostedzoneID: Z3BJ6K6RIION7M
websiteendpoint: s3-website-us-west-2.amazonaws.com
eu-west-1:
S3hostedzoneID: Z1BKCTXD74EZPE
websiteendpoint: s3-website-eu-west-1.amazonaws.com
ap-southeast-1:
S3hostedzoneID: Z3O0J2DXBE1FTB
websiteendpoint: s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com
ap-southeast-2:
S3hostedzoneID: Z1WCIGYICN2BYD
websiteendpoint: s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com
ap-northeast-1:
S3hostedzoneID: Z2M4EHUR26P7ZW
websiteendpoint: s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com
sa-east-1:
S3hostedzoneID: Z31GFT0UA1I2HV
websiteendpoint: s3-website-sa-east-1.amazonaws.com
Resources:
RootBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
BucketName: !Ref RootDomainName
AccessControl: PublicRead
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: 404.html
WWWBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
BucketName: !Sub
- www.${Domain}
- Domain: !Ref RootDomainName
AccessControl: BucketOwnerFullControl
WebsiteConfiguration:
RedirectAllRequestsTo:
HostName: !Ref RootBucket
myDNS:
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
HostedZoneName: !Sub
- ${Domain}.
- Domain: !Ref RootDomainName
Comment: Zone apex alias.
RecordSets:
Name: !Ref RootDomainName
Type: A
AliasTarget:
HostedZoneId: !FindInMap [ RegionMap, !Ref 'AWS::Region', S3hostedzoneID]
DNSName: !FindInMap [ RegionMap, !Ref 'AWS::Region', websiteendpoint]
Name: !Sub
- www.${Domain}
- Domain: !Ref RootDomainName
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Type: CNAME
TTL: 900
ResourceRecords:
- !GetAtt WWWBucket.DomainName

Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt RootBucket.WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3

Amazon SNS テンプレートスニペット
この例は、Amazon SNS トピックリソースを示します。有効なメールアドレスが必要です。

JSON
"MySNSTopic" : {
"Type" : "AWS::SNS::Topic",
"Properties" : {
"Subscription" : [ {
"Endpoint" : "add valid email address",
"Protocol" : "email"
} ]
}
}

YAML
MySNSTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
- Endpoint: "add valid email address"
Protocol: email

Amazon SQS テンプレートスニペット
この例は、Amazon SQS キューを示します。

JSON
"MyQueue" : {
"Type" : "AWS::SQS::Queue",
"Properties" : {
"VisibilityTimeout" : "value"
}
}

YAML
MyQueue:
Type: AWS::SQS::Queue
Properties:
VisibilityTimeout: value
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カスタムリソース
Note
CloudFormation レジストリには、カスタムリソースに比べて以下のようないくつかの利点があり
ます。
• サードパーティー製アプリケーションリソースのモデリング、プロビジョニング、および管理
をサポート
• Create、Read、Update、Delete、および List (CRUDL) 操作をサポート
• プライベートおよびサードパーティーのリソースタイプでドリフト検出をサポート
カスタムリソースとは異なり、レジストリベースのリソースは、CRUDL 操作を実行するために
Amazon SNS トピックや Lambda 関数を関連付ける必要がありません。CloudFormation レジス
トリの詳細については、AWS CloudFormation レジストリの使用を参照してください。
カスタムリソースを使用すると、テンプレートにカスタムのプロビジョニングロジックを記述し、ユー
ザーがスタックを作成、更新(カスタムリソースを変更した場合)、削除するたびに AWS CloudFormation
がそれを実行します。たとえば、AWS CloudFormation のリソースタイプ (p. 756)として使用できないリ
ソースを含める必要があるとします。それらのリソースは、カスタム リソースを使用して含めることがで
きます。この方法により、すべての関連リソースを 1 つのスタックで管理できます。
テンプレートのカスタムリソースを定義するには、AWS::CloudFormation::CustomResource または
Custom::MyCustomResourceTypeName リソースタイプを使用します。カスタムリソースにはサービス
トークンを示す 1 つのプロパティが必要です。このプロパティは、AWS CloudFormation がリクエストを
送信する宛先 (Amazon SNS トピックなど) を指定します。

Note
VPC エンドポイント機能を使用する場合は、VPC のカスタムリソースには AWS CloudFormation
固有の S3 バケットへのアクセス権が必要です。カスタムリソースは、署名付き Amazon
S3 URL に応答を送信する必要があります。Amazon S3 に応答を送信できない場合、AWS
CloudFormation は応答を受信せず、スタックオペレーションは失敗となります。詳細について
は、「AWS CloudFormation の VPC エンドポイントの設定 (p. 14)」を参照してください。

カスタムリソースのしくみ
カスタムリソースで実行されるアクションには、3 者が関係します。
template developer
カスタムリソースタイプを含むテンプレートを作成します。template developer はサービストークン
とすべての入力データをテンプレートに指定します。
custom resource provider
カスタムリソースを所有し、AWS CloudFormation からの要求に対する処理と応答の方法を決定しま
す。custom resource provider は template developer が使用するサービストークンを提供する必要があ
ります。
AWS CloudFormation
スタックオペレーション中に、テンプレートで指定された要求をサービストークンに送信し、スタッ
クオペレーションを進める前に応答を待機します。
template developer と custom resource provider は同じ個人や企業である場合がありますが、プロセスは同
じです。次の手順はその一般的なプロセスを示したものです。
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1. template developer は対象のテンプレートのカスタムリソースを定義します。テンプレートにはサービ
ストークンとすべての入力データのパラメータが含まれます。カスタムリソースによっては、入力デー
タが必要な場合があります。ただし、サービストークンはいつでも必要です。
サービストークンは AWS CloudFormation がリクエストを送信する宛先 (Amazon SNS ト
ピックの ARNまたは AWS Lambda 関数の ARN など) を指定します。詳細については、
「AWS::CloudFormation::CustomResource」を参照してください。サービストークンや入力データの構
造は custom resource provider によって定義されます。
2. テンプレートを使用してカスタムリソースを作成、更新、削除するたびに、AWS CloudFormation は指
定のサービストークンに要求を送信します。このサービストークンは、スタックを作成するリージョン
と同じリージョンにある必要があります。
このリクエストには、AWS CloudFormation にリクエストタイプやカスタムリソースが応答を送信する
宛先の Amazon Simple Storage Service の署名付き URL などの情報が含まれています。リクエストに
含まれている情報の詳細については、「カスタムリソースリクエストオブジェクト (p. 632)」を参照
してください。
次のサンプルデータは、ある要求の AWS CloudFormation に含まれている情報を示します。
{

}

"RequestType" : "Create",
"ResponseURL" : "http://pre-signed-S3-url-for-response",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this create request",
"ResourceType" : "Custom::TestResource",
"LogicalResourceId" : "MyTestResource",
"ResourceProperties" : {
"Name" : "Value",
"List" : [ "1", "2", "3" ]
}

Note
この例では、ResourceProperties は AWS CloudFormation が Lambda 関数へ送信するカス
タムペイロードの作成を許可します。
3. custom resource provider は AWS CloudFormation のリクエストを処理し、SUCCESS または FAILED
の応答を署名付き URL に返します。custom resource provider は、応答を JSON 形式のファイルで提
供し、それを署名付き S3 URL にアップロードします。詳細については、『Amazon Simple Storage
Service 開発者ガイド』の「署名付き URL を使用したオブジェクトのアップロード」を参照してくださ
い。
その応答について、custom resource provider には template developer がアクセスできる名前と値のペ
アも含まれている場合があります。たとえば、応答には要求が成功した場合は出力データ、要求が失敗
した場合はエラーメッセージが含まれることがあります。応答の詳細については、「カスタムリソース
の応答オブジェクト (p. 633)」を参照してください。

Important
名前と値のペアに重要な情報が含まれる場合、NoEcho フィールドを使用してカスタムリソー
スの出力をマスクします。それ以外の場合、値はプロパティ値 (DescribeStackEvents な
ど) を示す API を通じて表示されます。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法の詳細については、「テンプレートに認証情報
を埋め込まない」ベストプラクティスを参照してください。
custom resource provider には要求をリッスンして応答する責任があります。たとえば、Amazon SNS
通知の場合、custom resource provider は指定のトピックの ARN に送信された通知をリッスンして応
答する必要があります。AWS CloudFormation は署名付き URL の場所で応答を待機してリッスンしま
す。
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次のサンプルデータは、カスタムリソースの応答に含まれる可能性がある情報を示します。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"PhysicalResourceId" : "TestResource1",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this create request",
"LogicalResourceId" : "MyTestResource",
"Data" : {
"OutputName1" : "Value1",
"OutputName2" : "Value2",
}

4. SUCCESS 応答を取得した後、AWS CloudFormation はスタック操作を続けます。FAILED 応答が返され
るか、応答が返されない場合、操作は失敗します。カスタムリソースからの出力データは署名付き URL
の場所に保存されます。template developer は Fn::GetAtt (p. 6676) 関数を使用してそのデータを取
得できます。

Amazon Simple Notification Service-backed カスタム
リソース
Amazon SNS トピックをカスタムリソースに関連付けた場合、Amazon SNS 通知を使用してカスタム
プロビジョニングロジックをトリガーします。カスタムリソースと Amazon SNS を使用すると、新し
いリソースのスタックへの追加、スタックへの動的データの挿入などのシナリオが可能になります。た
とえば、スタックを作成するときに、AWS CloudFormation によって、Amazon Elastic Compute Cloud
インスタンスで実行しているアプリケーションが監視するトピックに create リクエストを送信できま
す。Amazon SNS 通知は、追加のプロビジョニングタスク (ホワイトリストに含まれた Elastic IP のプー
ルの取得など) を実行するようにアプリケーションをトリガーします。完了すると、アプリケーション
は、AWS CloudFormation にスタックオペレーションの続行を通知するレスポンス (および該当する場合は
出力データ) を送信します。

チュートリアル: Amazon Simple Notification Service を使用して
カスタムリソースを作成する
このウォークスルーでは、カスタムリソースのプロセスを順に説明します。イベントの発生順序や、カス
タムリソーススタックの作成、更新、削除の結果として送受信されるメッセージについて説明していま
す。

ステップ 1: スタックの作成
1. template developer が、カスタムリソースを含んだ AWS CloudFormation スタックを作成します。以下
のテンプレート例では、カスタムリソース MySeleniumTest に対し、Custom::SeleniumTester
という名前のカスタムリソースタイプを使用しています。
カスタムリソースのタイプとともに、custom resource provider によって定義された情報として、サー
ビストークン、オプションのプロバイダー固有のプロパティ、オプションの Fn::GetAtt (p. 6676)
属性が宣言されています。これらのプロパティと属性を使用して、template developer から custom
resource provider へ、または custom resource provider から template developer へ情報を受け渡しする
ことができます。カスタムリソースタイプの名前は、英数字で 60 文字までの長さにする必要がありま
す。
以下に示したのは、カスタムプロパティと出力属性の両方を持つテンプレートの例です。
{
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"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"MySeleniumTest" : {
"Type": "Custom::SeleniumTester",
"Version" : "1.0",
"Properties" : {
"ServiceToken": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:CRTest",
"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4" ]
}
}
},
"Outputs" : {
"topItem" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "resultsPage"] }
},
"numRespondents" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "lastUpdate"] }
}
}
}

Note
Fn::GetAtt を使ってアクセスしたデータの名前と値は、プロバイダーから AWS
CloudFormation へのレスポンス中に custom resource provider から返されます。custom
resource provider がサードパーティーである場合、template developer は、それらの戻り値の
名前を custom resource provider から入手する必要があります。
2. AWS CloudFormation が Amazon SNS 通知をリソースプロバイダーに送信します。送信には、スタッ
クに関する情報、スタックテンプレートに基づくカスタムリソースのプロパティ、レスポンスに使用す
る S3 の URL を含んだ "RequestType" : "Create" が使用されます。
通知を送信する際に使用する SNS トピックは、テンプレートの ServiceToken プロパティに埋め込
まれます。値をハードコーディングすることを避けるために、template developer はテンプレートパラ
メーターを使用します。スタックの起動時に値を入力することができます。
次の例は、カスタムリソースの Create リクエストを示します。Custom::SeleniumTester を
LogicalResourceId として作成されたカスタムリソースタイプの名前 (MySeleniumTester) が含ま
れています。
{

"RequestType" : "Create",
"ResponseURL" : "http://pre-signed-S3-url-for-response",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this create request",
"ResourceType" : "Custom::SeleniumTester",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"ResourceProperties" : {
"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4" ]
}
}

3. custom resource provider は、template developer から送信されたデータを処理し、Create リクエス
トが成功したかどうかを判断します。リソースプロバイダーは、AWS CloudFormation から送信された
S3 URL を使用して、SUCCESS または FAILED のレスポンスを送信します。
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AWS CloudFormation に返されるレスポンスフィールドは、レスポンスのタイプによって異なります。
処理対象の RequestType に該当するリファレンストピックの「レスポンス」のセクションを参照して
ください。
custom resource provider は、作成リクエストまたは更新リクエストへの応答として、レスポンスの
データ (p. 635) フィールドでデータ要素を返すことができます。これらは名前/値ペアであり、名
前は、スタックテンプレートのカスタムリソースで使用されている Fn::GetAtt 属性に対応しま
す。値は、template developer が、リソースから属性名を使って Fn::GetAtt を呼び出したときに返さ
れるデータです。
次に、カスタムリソースのレスポンスの例を示します。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"PhysicalResourceId" : "Tester1",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this create request",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"Data" : {
"resultsPage" : "http://www.myexampledomain/test-results/guid",
"lastUpdate" : "2012-11-14T03:30Z",
}

StackId、RequestId、および LogicalResourceId フィールドをリクエストからそのままコピーす
る必要があります。
4. AWS CloudFormation は、スタックのステータスを CREATE_COMPLETE または CREATE_FAILED とし
て宣言します。スタックが正常に作成された場合、template developer は、作成したカスタムリソース
の出力値に Fn::GetAtt (p. 6676) でアクセスすることで使用できます。
たとえば、先ほど例示したカスタムリソーステンプレートでは、Fn::GetAtt を使用してリソースの出
力をスタック出力にコピーしています。
"Outputs" : {
"topItem" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "resultsPage"] }
},
"numRespondents" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "lastUpdate"] }
}
}

Create リクエストに関係するリクエストオブジェクトとレスポンスオブジェクトの詳細について
は、??? (p. 631) の「削除 (p. 635)」を参照してください。

ステップ 2: スタックの更新
既存のスタックを更新するには、以下の例に示したように、スタック内リソースのプロパティについて、
その更新を指定するテンプレートを送信する必要があります。AWS CloudFormation は、テンプレート
で指定されている変更があるリソースのみを更新します。スタックの更新の詳細については、「AWS
CloudFormation スタックの更新 (p. 136)」を参照してください。
カスタムリソースの更新には、基になる物理リソースの置き換えが伴うことがあります。AWS
CloudFormation テンプレートでカスタムリソースを更新すると、AWS CloudFormation が、そのカス
タムリソースに更新リクエストを送信します。カスタムリソースを置き換えることが必要になった場合
には、新しいカスタムリソースから新しい物理 ID を含むレスポンスを送信する必要があります。AWS
CloudFormation は、そのレスポンスを受け取ると、古いカスタムリソースと新しいカスタムリソース
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の PhysicalResourceId を比較します。この 2 つが異なる場合には、AWS CloudFormation は置き
換えが必要な更新と認識し、古いリソースに削除リクエストを送信します (「ステップ 3: スタックの削
除 (p. 619)」を参照)。

Note
カスタムリソースに変更を行なわない場合、AWS CloudFormation はスタック更新中にリクエス
トを送信しません。
1. template developerが、カスタムリソースを含んだスタックの更新を開始します。更新時、template
developerは、新しいプロパティをスタックテンプレートで指定できます。
カスタムリソースタイプを使用したスタックテンプレートに対する Update の例を以下に示します。
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"MySeleniumTest" : {
"Type": "Custom::SeleniumTester",
"Version" : "1.0",
"Properties" : {
"ServiceToken": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:CRTest",
"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com",
"http://mynewsite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4", "3" ]
}
}
},
"Outputs" : {
"topItem" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "resultsPage"] }
},
"numRespondents" : {
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySeleniumTest", "lastUpdate"] }
}
}
}

2. AWS CloudFormation が、Amazon SNS 通知をリソースプロバイダーに送信します。送信に
は、"RequestType" : "Update" 呼び出しと同様の情報を含んだ Create が使用されます。ただ
し、OldResourceProperties フィールドには古いリソースプロパティが、ResourceProperties には
新しい (存在する場合) リソースプロパティが格納されます。
次は、Update リクエストの例です。
{

"RequestType" : "Update",
"ResponseURL" : "http://pre-signed-S3-url-for-response",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "uniqueid for this update request",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"ResourceType" : "Custom::SeleniumTester",
"PhysicalResourceId" : "Tester1",
"ResourceProperties" : {
"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com",
"http://mynewsite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4", "3" ]
},
"OldResourceProperties" : {
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"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4" ]
}
}

3. AWS CloudFormation から送信されたデータを custom resource provider が処理します。カスタムリ
ソースが更新を実行し、SUCCESS または FAILED のレスポンスを S3 URL に送信します。その後 AWS
CloudFormation は、新旧のカスタムリソースの PhysicalResourceIDs を比較します。この 2 つが
異なる場合には、AWS CloudFormation は置き換えが必要な更新と認識し、古いリソースに削除リクエ
ストを送信します。以下に示したのは、Update リクエストに対するcustom resource providerのレスポ
ンスの例です。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "uniqueid for this update request",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"PhysicalResourceId" : "Tester2"

StackId、RequestId、および LogicalResourceId フィールドをリクエストからそのままコピーす
る必要があります。
4. AWS CloudFormation は、スタックのステータスを UPDATE_COMPLETE または UPDATE_FAILED とし
て宣言します。更新に失敗すると、スタックはロールバックされます。スタックが正常に更新された場
合、template developer は、作成したカスタムリソースの新しい出力値に Fn::GetAtt でアクセスする
ことができます。
Update リクエストに関係するリクエストオブジェクトとレスポンスオブジェクトの詳細については、カ
スタムリソースリファレンス (p. 631)の「更新 (p. 640)」を参照してください。

ステップ 3: スタックの削除
1. template developer が、カスタムリソースを含んだスタックを削除します。AWS CloudFormation は、
スタックテンプレートに指定された現在のプロパティと SNS トピックを取得し、custom resource
provider へのリクエストに備えます。
2. AWS CloudFormation が Amazon SNS 通知をリソースプロバイダーに送信します。送信には、スタッ
クに関する現在の情報、スタックテンプレートに基づくカスタムリソースのプロパティ、レスポンスに
使用する S3 の URL を含んだ "RequestType" : "Delete" が使用されます。
スタックを削除したり、カスタムリソースの削除や置き換えを伴う更新を行ったりした場合は必
ず、AWS CloudFormation によって、新旧のカスタムリソース間で PhysicalResourceId が比較さ
れます。この 2 つが異なる場合には、AWS CloudFormation は置き換えが必要な更新と認識し、古いリ
ソース (OldPhysicalResource) の削除リクエストを送信します (以下の Delete リクエストの例を参
照)。
{

"RequestType" : "Delete",
"ResponseURL" : "http://pre-signed-S3-url-for-response",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this delete request",
"ResourceType" : "Custom::SeleniumTester",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"PhysicalResourceId" : "Tester1",
"ResourceProperties" : {
"seleniumTester" : "SeleniumTest()",
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"endpoints" : [ "http://mysite.com", "http://myecommercesite.com/", "http://
search.mysite.com",
"http://mynewsite.com" ],
"frequencyOfTestsPerHour" : [ "3", "2", "4", "3" ]
}
}

ユーザー定義の名前が指定されている場
合、DescribeStackResource、DescribeStackResources、ListStackResources で表示でき
ます。
3. custom resource provider は、AWS CloudFormation から送信されたデータを処理し、Delete リクエス
トが成功したかどうかを判断します。リソースプロバイダーは、AWS CloudFormation から送信された
S3 URL を使用して、SUCCESS または FAILED のレスポンスを送信します。カスタムリソースを持つス
タックを正常に削除するには、削除リクエストに対して custom resource provider が適切に応答する必
要があります。
以下に示したのは、Delete リクエストに対する custom resource provider のレスポンスの例です。
{

}

"Status" : "SUCCESS",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/stack-name/guid",
"RequestId" : "unique id for this delete request",
"LogicalResourceId" : "MySeleniumTester",
"PhysicalResourceId" : "Tester1"

StackId、RequestId、および LogicalResourceId フィールドをリクエストからそのままコピーす
る必要があります。
4. AWS CloudFormation は、スタックのステータスを DELETE_COMPLETE または DELETE_FAILED とし
て宣言します。
Delete リクエストに関係するリクエストオブジェクトとレスポンスオブジェクトの詳細については、カ
スタムリソースリファレンス (p. 631) の「削除 (p. 638)」を参照してください。

以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation カスタムリソースリファレンス (p. 631)
• AWS::CloudFormation::CustomResource
• Fn::GetAtt (p. 6676)

AWS Lambda-backed カスタムリソース
Lambda 関数とカスタムリソースを関連付けた場合、この関数はカスタムリソースが作成、更新、または
削除されるたびに呼び出されます。AWS CloudFormation は Lambda API をコールして関数を起動し、す
べてのリクエストデータ (リクエストタイプやリソースプロパティなど) を関数に渡します。Lambda 関数
と AWS CloudFormation との組み合わせによる機能性およびカスタマイズ性を活用して、スタック作成中
の AMI ID の動的な検索やユーティリティ関数 (文字列反転関数など) の使用などの広範なシナリオを実現
できます。
トピック
• チュートリアル: Amazon マシンイメージ ID を参照する (p. 621)
• cfn-response モジュール (p. 627)
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チュートリアル: Amazon マシンイメージ ID を参照する
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを宣言する AWS CloudFormation テンプレー
トでは、インスタンスの起動に使用される、オペレーティングシステムまたはその他のソフトウェアと構
成情報が含まれた Amazon マシンイメージ (AMI) の ID も指定する必要があります。適切な AMI ID は、ス
タックを起動するインスタンスタイプおよびリージョンによって異なる場合があります。ID は定期的に変
更される可能性があります (AMI が更新されてソフトウェアアップデートが追加されたときなど)。
通常は、特定のインスタンスタイプとリージョンに AMI ID をマップできます。ID を更新するには、各テ
ンプレートで手動で更新します。カスタムリソースと AWS Lambda (Lambda) を使用すると、使用する
リージョンとインスタンスタイプの最新 AMI の ID を取得する関数を作成でき、マッピングを維持する必
要がなくなります。
このチュートリアルでは、カスタムリソースを作成して Lambda 関数を関連付け、AMI ID を参照する方法
を示します。また、カスタムリソースと Lambda の使用方法を理解していることが前提です。詳細につい
ては、「カスタムリソース (p. 613)」または AWS Lambda Developer Guide を参照してください。
チュートリアルの概要
このチュートリアルでは、カスタム リソース、Lambda 関数、および EC2 インスタンスを伴うスタック
を作成します。チュートリアルでは、スタックの作成に使用するサンプルコードとサンプルテンプレート
を提供します。
サンプルテンプレートは、カスタムリソースタイプを使用し、Lambda 関数を呼び出して入力値を渡しま
す。テンプレートを使用すると、AWS CloudFormation によってこの関数が呼び出され、リクエストタイ
プ、入力データ、署名付き Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URL などの情報が渡されます。
この関数は、その情報を使用して AMI ID を参照し、署名付き URL に応答を送信します。
AWS CloudFormation は、署名付き URL の場所で応答を取得した後、スタックの作成処理に進みま
す。AWS CloudFormation はインスタンスを作成すると、Lambda 関数の応答を使用してインスタンスの
AMI ID を指定します。
次のリストは、プロセスをまとめたものです。対応するサービス (Lambda、Amazon EC2、AWS
CloudFormation など) をすべて使用するには、AWS Identity and Access Management (IAM) 権限が必要で
す。

Note
AWS CloudFormation は無料サービスです。ただし、スタックに追加する AWS リソース
(Lambda 関数や EC2 インスタンスなど) にはそれぞれ、現在の料金が課金されます。AWS の料
金に関する詳細は、http://aws.amazon.com/ で各製品の詳細ページを参照してください。
1. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに、サンプルの Lambda パッケージを保存しま
す。 (p. 622)
サンプル パッケージには、Lambda 関数を作成するために必要なものがすべてが含まれています。パッ
ケージは、スタックを作成するリージョンと同じリージョンにあるバケットに保存する必要がありま
す。
2. サンプルテンプレートを使用してスタックを作成します。 (p. 622)
スタックは、Lambda 関数とカスタムリソースを関連付ける方法と、関数からの結果を使用して AMI ID
を指定する方法を示しています。また、スタックによって IAM ロール (実行ロール) が作成されます。
このロールは、Lambda が Amazon EC2 を呼び出すために使用されます。
3. スタックを削除します。 (p. 627)
不要なリソースに対して課金されないよう、作成したすべてのスタックリソースをクリーンアップする
ために、スタックを削除します。
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ステップ 1: サンプルパッケージをダウンロードして Amazon S3 に保存する
Lambda 関数を使用してスタックを作成する際は、関数のソースコードが格納されている Amazon S3 バ
ケットの場所を指定する必要があります。バケットは、スタックを作成するリージョンと同じリージョン
に存在する必要があります。
このチュートリアルでは、Lambda 関数を作成するために必要なサンプルパッケージ (.zip ファイル) が
提供されます。Lambda パッケージには、関数のソースコードおよび必要なライブラリが含まれていま
す。このチュートリアルでは、関数に追加のライブラリは必要ありません。
関数は、AWS CloudFormation カスタムリソースリクエストからインスタンスのアーキテクチャおよび
リージョンを取得して、最新の AMI ID を Amazon S3 の署名済み URL に返します。

パッケージをダウンロードして Amazon S3 に保存するには
1.

サンプルパッケージを Amazon S3 からダウンロードします。ファイルを保存する際には、サンプル
と同じファイル名の amilookup.zip もしくは amilookup-win.zip を使用してください。
Linux AMI の ID の検索
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/amilookup.zip
Windows AMI の ID の検索
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/amilookup-win.zip

2.

https://console.aws.amazon.com/s3/home にある Amazon S3 コンソールを開きます。

3.

AWS CloudFormation スタックを作成するリージョンと同じリージョンにあるバケットを選択する
か、新しく作成します。バケット名をメモしておきます。
このバケットにサンプルパッケージを保存します。バケットの作成の詳細については、『Amazon
Simple Storage Service コンソールユーザーガイド』の「バケットの作成」を参照してください。

4.

選択または作成したバケットに、サンプルパッケージをアップロードします。
オブジェクトのアップロードの詳細については、『Amazon Simple Storage Service コンソールユー
ザーガイド』の「オブジェクトのアップロード」を参照してください。

パッケージを Amazon S3 に保存したら、AWS CloudFormation テンプレートの Lambda リソース宣言
で、場所を指定できます。次のステップでは、関数を宣言し、カスタムリソースを使用して呼び出す方
法を示します。関数の結果を使用して、EC2 インスタンスの AMI ID を指定する方法についても説明しま
す。

ステップ 2: スタックを作成する
Amazon EC2 のサンプルスタックを作成するには、Lambda 関数が含まれるサンプルテンプレート、IAM
実行ロール、関数を呼び出すカスタムリソース、関数からの結果を使用する EC2 インスタンスを使用しま
す。
スタックの作成時、カスタムリソースは Lambda 関数を呼び出し、この関数によって応答が署名済み
Amazon S3 の URL に送信されるまで待ちます。応答では、EC2 インスタンスタイプと、インスタンス
を作成するリージョンに対応する最新の AMI ID が返されます。関数の応答からのデータは、カスタムリ
ソースの属性として保存されます。この属性は、EC2 インスタンスの AMI ID を指定するために使用され
ます。
次のスニペットは、Lambda 関数をカスタムリソースと関連付ける方法や、その関数の応答を使用する方
法について理解するのに役立つサンプルテンプレートの関連する部分について説明しています。
サンプルテンプレート全体を確認するには、以下を参照してください。
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Linux のテンプレート
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/LambdaAMILookupSample.template
Windows のテンプレート
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/LambdaAMILookupSample-win.template
スタックテンプレートのスニペット
Lambda 関数を作成するには、AWS::Lambda::Function リソースを宣言します。これには、関数の
ソースコード、ハンドラー名、ランタイム環境、実行ロールの ARN が必要です。

Example JSON 構文
"AMIInfoFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Code": {
"S3Bucket": { "Ref": "S3Bucket" },
"S3Key": { "Ref": "S3Key" }
},
"Handler": { "Fn::Join" : [ "", [{ "Ref": "ModuleName" },".handler"] ] },
"Runtime": "nodejs8.10",
"Timeout": "30",
"Role": { "Fn::GetAtt" : ["LambdaExecutionRole", "Arn"] }
}
}

Example YAML 構文
AMIInfoFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
S3Bucket: !Ref S3Bucket
S3Key: !Ref S3Key
Handler: !Sub "${ModuleName}.handler"
Runtime: nodejs8.10
Timeout: 30
Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn

Code プロパティでは、サンプルパッケージをアップロードした Amazon S3 の場所 (バケット名とファイ
ル名) を指定します。サンプルテンプレートでは、スタックの作成時に名前を指定できるように、バケッ
ト名とファイル名の設定には入力パラメーター ("Ref": "S3Bucket" および "Ref": "S3Key") が使用
されます。同様に、.zip パッケージに含まれているソースファイル (JavaScript ファイル) の名前に対応
するハンドラー名にも、入力パラメーター ("Ref": "ModuleName") が使用されます。ソースファイル
は JavaScript であるため、ランタイムは nodejs8.10 として指定されます。
このチュートリアルでは、関数の実行時間がデフォルト値の 3 秒を超えるため、タイムアウトは 30 秒に
設定されています。十分な長さのタイムアウトを指定しなかった場合、関数が完了する前に Lambda でタ
イムアウトが発生し、スタックの作成に失敗することがあります。
テンプレートの他の箇所で宣言される実行ロールは、Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して Role プロパ
ティで指定されます。実行ロールは Lambda 関数に、AWS にログを送信して EC2 DescribeImages API
を呼び出すためのアクセス権限を付与します。次のスニペットは、適切なアクセス権限を付与するロール
とポリシーを示しています。

Example JSON 構文
"LambdaExecutionRole": {
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}

"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": ["lambda.amazonaws.com"]},
"Action": ["sts:AssumeRole"]
}]
},
"Path": "/",
"Policies": [{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["logs:CreateLogGroup","logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents"],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["ec2:DescribeImages"],
"Resource": "*"
}]
}
}]
}

Example YAML 構文
LambdaExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- lambda.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- logs:CreateLogGroup
- logs:CreateLogStream
- logs:PutLogEvents
Resource: arn:aws:logs:*:*:*
- Effect: Allow
Action:
- ec2:DescribeImages
Resource: "*"

Linux および Windows のテンプレートのどちらも、カスタムリソースは関連付けられた Lambda
関数を起動します。関数をカスタムリソースと関連付けるには、Fn::GetAtt 組み込み関数を
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使用して、ServiceToken プロパティ用に関数の Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。AWS CloudFormation は、カスタムリソースの宣言に含まれている追加のプロパティ (Region や
Architectureなど) を入力として Lambda 関数に送信します。Lambda 関数は、これらの入力プロパ
ティの正しい名前と値を判断します。

Example JSON 構文
"AMIInfo": {
"Type": "Custom::AMIInfo",
"Properties": {
"ServiceToken": { "Fn::GetAtt" : ["AMIInfoFunction", "Arn"] },
"Region": { "Ref": "AWS::Region" },
"Architecture": { "Fn::FindInMap" : [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref" :
"InstanceType" }, "Arch" ] }
}
}

Example YAML 構文
AMIInfo:
Type: Custom::AMIInfo
Properties:
ServiceToken: !GetAtt AMIInfoFunction.Arn
Region: !Ref "AWS::Region"
Architecture:
Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- !Ref InstanceType
- Arch

Windows の場合、カスタムリソースはインスタンスのアーキテクチャではなく Windows バージョンの
バージョンを Lambda 関数に提供します。

Example JSON 構文
"AMIInfo": {
"Type": "Custom::AMIInfo",
"Properties": {
"ServiceToken": { "Fn::GetAtt" : ["AMIInfoFunction", "Arn"] },
"Region": { "Ref": "AWS::Region" },
"OSName": { "Ref": "WindowsVersion" }
}
}

Example YAML 構文
AMIInfo:
Type: Custom::AMIInfo
Properties:
ServiceToken: !GetAtt AMIInfoFunction.Arn
Region: !Ref "AWS::Region"
OSName: !Ref "WindowsVersion"

AWS CloudFormation によって Lambda 関数が呼び出されると、この関数はリージョンとインスタンスの
アーキテクチャまたは OS 名を使用してイメージのリストをフィルタし、EC2 DescribeImages API を
呼び出します。さらに、日付によってイメージのリストをソートし、最新 AMI の ID を返します。
関数では、最新 AMI の ID を返す際に、この ID を応答オブジェクト (p. 633)の Data プロパティで署名
付き URL に送信します。データは、次の例に示すように、名前と値のペアとして構造化されます。
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"Data": {
"Id": "ami-43795473"
}

次のスニペットは、Lambda 関数からのデータの取得方法を示しています。Fn::GetAtt 組み込み関数を
使用して、取得するカスタムリソースの名前と使用する値の属性名を指定します。このチュートリアルで
は、カスタムリソース名は AMIInfo、属性名は Id です。

Example JSON 構文
"SampleInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"InstanceType"
: { "Ref" : "InstanceType" },
"ImageId": { "Fn::GetAtt": [ "AMIInfo", "Id" ] }
}
}

Example YAML 構文
SampleInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
InstanceType: !Ref InstanceType
ImageId: !GetAtt AMIInfo.Id

テンプレートの機能を理解できたところで、サンプルテンプレートを使用してスタックを作成しましょ
う。

スタックを作成するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。

2.

[Create Stack] を選択します。

3.

[テンプレート] セクションで、[Amazon S3 テンプレート URL の指定)] を選択し、次の URL をコピー
してテキストボックスに貼り付けます。
Linux のテンプレート
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/
LambdaAMILookupSample.template
Windows のテンプレート
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/lambda/
LambdaAMILookupSample-win.template

4.

[次へ] を選択します。

5.

[スタックの名前] フィールドに SampleEC2Instance と入力します。

6.

[パラメータ] セクションで、作成した Amazon S3 バケットの名前を指定し、[次へ] を選択します。
他のパラメーターのデフォルト値は、サンプルの .zip パッケージで使用されている名前と同じで
す。

7.

このチュートリアルでは、タグの追加も詳細設定の指定も不要です。[次へ] を選択します。

8.

スタック名とテンプレート URL が正しいことを確認し、[作成] を選択します。
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AWS CloudFormation によってスタックが作成されるまでに数分かかることもあります。進捗状況を監視
するには、スタックイベントを確認します。詳細については、「AWS Management Console での AWS
CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。
スタックの作成に成功した場合は、スタック内のすべてのリソース (Lambda 関数、カスタムリソー
ス、EC2 インスタンスなど) も作成されています。Lambda 関数とカスタムリソースを正常に使用して
EC2 インスタンスの AMI ID を指定できています。このテンプレートで AMI ID のマッピングを作成および
維持する必要はありません。
どの AMI ID を使用して AWS CloudFormation で EC2 インスタンスが作成されたか確認するには、スタッ
ク出力を確認します。
Lambda 関数からエラーが返される場合は、Amazon CloudWatch Logs コンソールで関数のログを確認し
ます。ログストリームの名前は、カスタムリソースの物理 ID です。これは、スタックのリソースを表示し
て確認できます。詳細については、『Amazon CloudWatch ユーザーガイド』の「ログデータの表示」を
参照してください。

ステップ 3: リソースをクリーンアップする
不要なサービスに対して課金されないように、スタックを削除します。

スタックを削除するには
1.

AWS CloudFormation コンソールから、[SampleEC2Instance] スタックを選択します。

2.

[アクション] を選択し、[スタックの削除] を選択します。

3.

確認メッセージで、[はい、削除する] を選択します。

作成したすべてのリソースが削除されます。
これで、AWS CloudFormation によって Lambda 関数を作成して使用する方法を理解できました。この
チュートリアルのサンプルテンプレートおよびコードを使用して、他のスタックおよび関数を作成するこ
とができます。

関連情報
• AWS CloudFormation カスタムリソースリファレンス (p. 631)

cfn-response モジュール
ZipFile プロパティを使用して 関数の ソースコードを指定し、その関数が AWS CloudFormation カスタ
ムリソースと通信する場合、cfn-response モジュールをロードしてこれらのリソースに応答を送信で
きます。このモジュールには send メソッドが含まれています。このメソッドは、Amazon S3 の署名付き
URL (ResponseURL) を経由して、カスタムリソースに応答オブジェクト (p. 633)を送信します。
send メソッドを実行した後、Lambda 関数は終了するため、メソッドの後の記述は無視されます。

Note
cfn-response モジュールは、ZipFile プロパティを使用してソースコードを作成した場合に
のみ使用できます。Amazon S3 バケットに保存されたソースコードには使用できません。バケッ
トのコードでは、独自の関数を作成してレスポンスを送信する必要があります。

cfn-response モジュールの読み込み
Node.js 関数の場合は、require() 関数を使用して cfn-response モジュールをロードします。たとえ
ば、次のコードでは、cfn-response という名前で response オブジェクトを作成しています。
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var response = require('cfn-response');

Python の場合は、次の例に示すように、import ステートメントを使用して cfnresponse モジュールを
ロードします。

Note
この完全インポートステートメントを使用します。インポートステートメントの他の形式で
は、AWS CloudFormation では応答モジュールが含まれません。
import cfnresponse

send メソッドのパラメータ
send メソッドで次のパラメータを使用できます。
event
カスタムリソースのリクエスト (p. 635)に含まれるフィールド。
context
関数および任意のコールバックが実行完了したとき、または Lambda 実行環境内からの情報にアク
セスするときに指定できる Lambda 関数固有のオブジェクト。詳細については、『AWS Lambda
Developer Guide』の「プログラミングモデル (Node.js)」を参照してください。
responseStatus
関数が正常に完了したかどうか。このステータスを指定するには、cfnresponse モジュール定数を
使用します。成功に実行した場合は SUCCESS、失敗した場合は FAILED を指定します。
responseData
カスタムリソースの応答オブジェクト (p. 633)の Data フィールド。データの内容は、名前と値のペ
アのリストです。
physicalResourceId
オプション。関数を呼び出したカスタムリソースの一意の識別子。モジュールのデフォルトで
は、Lambda 関数に関連付けられている Amazon CloudWatch Logs ログストリームの名前が使用され
ます。
noEcho
オプション。Fn::GetAtt 関数を使用してカスタムリソースの出力を取得したときに、それをマスク
するかどうかを示します。true に設定すると、返される値はすべてアスタリスク (*****) でマスクさ
れます。ただし、以下に指定した場所に保存されている情報は除きます。デフォルトでは、この値は
false です。

Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める
情報の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照し
てください。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してくださ
い。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しない
ことを強くお勧めします。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め
込まない」ベストプラクティスを参照してください。
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例
Node.js
次の Node.js の例では、インラインの Lambda 関数で入力値を受け取り、その値に 5 を乗算しています。
インライン関数は、パッケージを作成して Amazon S3 バケットにアップロードするのではなく、ソース
コードをテンプレート内で直接指定できるため、小さな関数の場合は特に便利です。この関数では、cfnresponse の send メソッドを使用して、呼び出たカスタムリソースに結果を返しています。

JSON
"ZipFile": { "Fn::Join": ["", [
"var response = require('cfn-response');",
"exports.handler = function(event, context) {",
" var input = parseInt(event.ResourceProperties.Input);",
" var responseData = {Value: input * 5};",
" response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData);",
"};"
]]}

YAML
ZipFile: >
var response = require('cfn-response');
exports.handler = function(event, context) {
var input = parseInt(event.ResourceProperties.Input);
var responseData = {Value: input * 5};
response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData);
};

Python
次の Python の例では、インラインの Lambda 関数で整数値を受け取り、その値に 5 を乗算しています。

JSON
"ZipFile" : { "Fn::Join" : ["\n", [
"import json",
"import cfnresponse",
"def handler(event, context):",
"
responseValue = int(event['ResourceProperties']['Input']) * 5",
"
responseData = {}",
"
responseData['Data'] = responseValue",
"
cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, responseData,
\"CustomResourcePhysicalID\")"
]]}

YAML
ZipFile: |
import json
import cfnresponse
def handler(event, context):
responseValue = int(event['ResourceProperties']['Input']) * 5
responseData = {}
responseData['Data'] = responseValue
cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, responseData,
"CustomResourcePhysicalID")
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モジュールのソースコード
Node.js 関数のレスポンスモジュールのソースコードは次のとおりです。これを確認してモジュールの動
作を理解し、独自の応答関数の実装に役立ててください。
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: MIT-0
exports.SUCCESS = "SUCCESS";
exports.FAILED = "FAILED";
exports.send = function(event, context, responseStatus, responseData, physicalResourceId,
noEcho) {
var responseBody = JSON.stringify({
Status: responseStatus,
Reason: "See the details in CloudWatch Log Stream: " + context.logStreamName,
PhysicalResourceId: physicalResourceId || context.logStreamName,
StackId: event.StackId,
RequestId: event.RequestId,
LogicalResourceId: event.LogicalResourceId,
NoEcho: noEcho || false,
Data: responseData
});
console.log("Response body:\n", responseBody);
var https = require("https");
var url = require("url");
var parsedUrl = url.parse(event.ResponseURL);
var options = {
hostname: parsedUrl.hostname,
port: 443,
path: parsedUrl.path,
method: "PUT",
headers: {
"content-type": "",
"content-length": responseBody.length
}
};
var request = https.request(options, function(response) {
console.log("Status code: " + response.statusCode);
console.log("Status message: " + response.statusMessage);
context.done();
});
request.on("error", function(error) {
console.log("send(..) failed executing https.request(..): " + error);
context.done();
});

}

request.write(responseBody);
request.end();

Python 2 および 3 関数のレスポンスモジュールのソースコードは次のとおりです。
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
from __future__ import print_function
import urllib3
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import json
SUCCESS = "SUCCESS"
FAILED = "FAILED"
http = urllib3.PoolManager()
def send(event, context, responseStatus, responseData, physicalResourceId=None,
noEcho=False, reason=None):
responseUrl = event['ResponseURL']
print(responseUrl)
responseBody = {
'Status' : responseStatus,
'Reason' : reason or "See the details in CloudWatch Log Stream:
{}".format(context.log_stream_name),
'PhysicalResourceId' : physicalResourceId or context.log_stream_name,
'StackId' : event['StackId'],
'RequestId' : event['RequestId'],
'LogicalResourceId' : event['LogicalResourceId'],
'NoEcho' : noEcho,
'Data' : responseData
}
json_responseBody = json.dumps(responseBody)
print("Response body:")
print(json_responseBody)
headers = {
'content-type' : '',
'content-length' : str(len(json_responseBody))
}
try:

response = http.request('PUT', responseUrl, headers=headers,
body=json_responseBody)
print("Status code:", response.status)
except Exception as e:
print("send(..) failed executing http.request(..):", e)

カスタムリソースリファレンス
このセクションでは、次の事柄について詳しく説明します。
• カスタムリソースを指定する際に AWS CloudFormation との間で送受信されるメッセージの、JSON 形
式のリクエストとレスポンスのフィールド。
• スタックの作成、更新、削除に応じてcustom resource providerとの間で送受信されるリクエストおよび
レスポンスに必要なフィールド。

このセクションの内容
• カスタムリソースリクエストオブジェクト (p. 632)
• カスタムリソースの応答オブジェクト (p. 633)
• カスタムリソースのリクエストタイプ (p. 635)
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カスタムリソースリクエストオブジェクト
テンプレート開発者のリクエストのプロパティ
template developer は、AWS CloudFormation リソース AWS::CloudFormation::CustomResource を使用し
て、テンプレートでカスタムリソースを指定します。
AWS::CloudFormation::CustomResource では、すべてのプロパティは custom resource provider に
よって定義されます。必要なプロパティは、ServiceToken のみです。
ServiceToken
サービスにアクセスするために custom resource provider から入手するサービストークン (Amazon
SNS トピックまたは AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム)。このサービストークンは、ス
タックを作成するリージョンと同じリージョンにある必要があります。
Required: Yes
Type: String
リソースのプロパティの他のフィールドはすべてオプションであり、そのままリクエストの
ResourceProperties フィールドの custom resource provider 宛に送信されます。そのフィールドの名
前および有効なコンテンツはどちらも、プロバイダーが定義します。

Custom resource provider のリクエストフィールド
このフィールドは、プロバイダーがこの目的のために設定した SNS トピックで AWS CloudFormation か
ら custom resource provider に JSON 形式のリクエストで送信されます。
RequestType
リクエストのタイプは、カスタムリソースが含まれるスタックに対して template developer が開始
した AWS CloudFormation のスタックオペレーション (create-stack、update-stack、または deletestack) によって設定されます。
Create、Update、Delete のいずれかにする必要があります。詳細については、「カスタムリソー
スのリクエストタイプ (p. 635)」を参照してください。
Required: Yes
Type: String
ResponseURL
応答 URL は、custom resource providerから AWS CloudFormation への応答を受信した署名済み S3
バケットを識別します。
Required: Yes
Type: String
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。
StackId と RequestId を組み合わせて、特定のカスタムリソースでリクエストを一意に識別するた
めに使用できる値を作成します。
Required: Yes
Type: String
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RequestId
リクエストの一意の ID。
StackId と RequestId を組み合わせて、特定のカスタムリソースでリクエストを一意に識別するた
めに使用できる値を作成します。
Required: Yes
Type: String
ResourceType
AWS CloudFormation テンプレート内のカスタムリソースに対し、テンプレートの開発者が選択した
リソースタイプ。カスタムリソースタイプの名前は、60 文字までの長さで指定できます。また、英数
字や記号 _@- を含めることができます。
Required: Yes
Type: String
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 これは、custom resource provider と template developer のコミュニケーションを円
滑にするために提供されます。
Required: Yes
Type: String
PhysicalResourceId
custom resource providerによって定義された、プロバイダーで一意となる物理 ID (必須)。
Required: Update リクエストおよび Delete リクエストでは、常に送信されます。Create の場合に
は送信されません。
Type: String
ResourceProperties
このフィールドには、template developer が送信した Properties オブジェクトのコンテンツが含ま
れます。このコンテンツはcustom resource providerによって定義されます。
Required: No
Type: JSON object
OldResourceProperties
Update リクエストでのみ使用されます。更新リクエスト以前に宣言されたリソースプロパティが含
まれます。
Required: Yes
Type: JSON object

カスタムリソースの応答オブジェクト
Custom resource provider 応答フィールド
以下に示すのは、カスタムリソースプロバイダーが JSON ファイルを署名付き URL に送信するときに含
めるプロパティです。署名付き URL を使用したオブジェクトのアップロードについての詳細は、Amazon
Simple Storage Service 開発者ガイド の関連するトピックを参照してください。
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Note
レスポンス本文の合計サイズは 4096 バイトを超えることはできません。
ステータス
AWS CloudFormation が生成したリクエストに応じて、custom resource provider が送信したステータ
ス値。
SUCCESS または FAILED である必要があります。
Required: Yes
Type: String
Reason
失敗応答の理由を説明します。
Required: Status が FAILED の場合は必須です。それ以外の場合はオプションです。
Type: String
PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。
Required: Yes
Type: String
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
Required: Yes
Type: String
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
Required: Yes
Type: String
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
Required: Yes
Type: String
NoEcho
省略可能。Fn::GetAtt 関数を使用してカスタムリソースの出力を取得したときに、それをマスク
するかどうかを示します。true に設定すると、テンプレートの Metadata セクションに保存され
ているものを除き、すべての戻り値はアスタリスク (*****) でマスクされます。AWS CloudFormation
は、Metadata セクションに含める情報の変換、変更、または修正を行いません。デフォルト値は
false です。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め
込まない」ベストプラクティスを参照してください。
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Required: No
Type: Boolean
データ
省略可能。応答で送信される、custom resource providerによって定義された名前と値のペア。ここで
指定する値には、Fn::GetAtt を使用して、テンプレート内の名前でアクセスできます。

Important
名前と値のペアに重要な情報が含まれる場合、NoEcho フィールドを使用して
カスタムリソースの出力をマスクします。それ以外の場合、値はプロパティ値
(DescribeStackEvents など) を示す API を通じて表示されます。
Required: No
Type: JSON object

カスタムリソースのリクエストタイプ
リクエストタイプは、カスタムリソースを含んだスタックを template developer が作成、更新、削
除するときに AWS CloudFormation から送信されるベンダーリクエストオブジェクト (p. 632)の
RequestType フィールドで送信されます。
リクエストタイプには、それぞれ特有のフィールド一式が含まれており、それらのフィールドがリクエス
トと一緒に送信されます。たとえば、カスタムリソースプロバイダーによるレスポンスには、S3 の URL
が含まれています。プロバイダーは 1 時間以内に S3 バケットに SUCCESS または FAILED の結果を応
答する必要があります。1 時間後に要求はタイムアウトになります。それらの結果にもそれぞれ、AWS
CloudFormation で必要となる特定のフィールド一式が存在します。
このセクションでは、リクエストとレスポンスのフィールドに関する情報と例を各リクエストタイプにつ
いて取り上げます。

このセクションの内容
• 作成 (p. 635)
• 削除 (p. 638)
• 更新 (p. 640)

作成
カスタムリソースを含むスタックを template developer が作成するときに、RequestType が Create に
設定されているカスタムリソースプロバイダーリクエストが送信されます。

リクエスト
作成リクエストには、以下のフィールドが含まれています。
RequestType
Create。
RequestId
リクエストの一意の ID。
ResponseURL
応答 URL は、custom resource providerから AWS CloudFormation への応答を受信した署名済み S3
バケットを識別します。
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ResourceType
AWS CloudFormation テンプレート内のカスタムリソースに対し、テンプレートの開発者が選択した
リソースタイプ。カスタムリソースタイプの名前は、60 文字までの長さで指定できます。また、英数
字や記号 _@- を含めることができます。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。
ResourceProperties
このフィールドには、template developer が送信した Properties オブジェクトのコンテンツが含ま
れます。このコンテンツはcustom resource providerによって定義されます。

例
{

}

"RequestType" : "Create",
"RequestId" : "unique id for this create request",
"ResponseURL" : "pre-signed-url-for-create-response",
"ResourceType" : "Custom::MyCustomResourceType",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid",
"ResourceProperties" : {
"key1" : "string",
"key2" : [ "list" ],
"key3" : { "key4" : "map" }
}

レスポンス
成功
作成リクエストが成功したときは、次のフィールドを含んだレスポンスを S3 バケットに送信する必要が
あります。
ステータス
SUCCESS を指定してください。
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。
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NoEcho
省略可能。Fn::GetAtt 関数を使用してカスタムリソースの出力を取得したときに、それをマスク
するかどうかを示します。true に設定すると、テンプレートの Metadata セクションに保存され
ているものを除き、すべての戻り値はアスタリスク (*****) でマスクされます。AWS CloudFormation
は、Metadata セクションに含める情報の変換、変更、または修正を行いません。デフォルト値は
false です。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め
込まない」ベストプラクティスを参照してください。
データ
省略可能。応答で送信される、custom resource providerによって定義された名前と値のペア。ここで
指定する値には、Fn::GetAtt を使用して、テンプレート内の名前でアクセスできます。

Important
名前と値のペアに重要な情報が含まれる場合、NoEcho フィールドを使用して
カスタムリソースの出力をマスクします。それ以外の場合、値はプロパティ値
(DescribeStackEvents など) を示す API を通じて表示されます。

例
{

"Status" : "SUCCESS",
"RequestId" : "unique id for this create request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "required vendor-defined physical id that is unique for that
vendor",
"Data" : {
"keyThatCanBeUsedInGetAtt1" : "data for key 1",
"keyThatCanBeUsedInGetAtt2" : "data for key 2"
}

}

Failed
作成リクエストが失敗したときは、次のフィールドを含んだレスポンスを S3 バケットに送信する必要が
あります。
ステータス
FAILED を指定してください。
理由
失敗応答の理由を説明します。
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
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PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。

例
{

"Status" : "FAILED",
"Reason" : "Required failure reason string",
"RequestId" : "unique id for this create request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "required vendor-defined physical id that is unique for that
vendor"

}

削除
カスタムリソースを含むスタックを template developer が削除するときに、Delete が RequestType に
設定されているカスタムリソースプロバイダーリクエストが送信されます。カスタムリソースを持つス
タックを正常に削除するには、削除リクエストに対して custom resource provider が適切に応答する必要
があります。

リクエスト
削除リクエストには、以下のフィールドが含まれています。
RequestType
Delete。
RequestId
リクエストの一意の ID。
ResponseURL
応答 URL は、custom resource providerから AWS CloudFormation への応答を受信した署名済み S3
バケットを識別します。
ResourceType
AWS CloudFormation テンプレート内のカスタムリソースに対し、テンプレートの開発者が選択した
リソースタイプ。カスタムリソースタイプの名前は、60 文字までの長さで指定できます。また、英数
字や記号 _@- を含めることができます。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。
PhysicalResourceId
custom resource providerによって定義された、プロバイダーで一意となる物理 ID (必須)。
ResourceProperties
このフィールドには、template developer が送信した Properties オブジェクトのコンテンツが含ま
れます。このコンテンツはcustom resource providerによって定義されます。
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例
{

"RequestType" : "Delete",
"RequestId" : "unique id for this delete request",
"ResponseURL" : "pre-signed-url-for-delete-response",
"ResourceType" : "Custom::MyCustomResourceType",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id",
"ResourceProperties" : {
"key1" : "string",
"key2" : [ "list" ],
"key3" : { "key4" : "map" }
}

}

レスポンス
成功
削除リクエストが成功したときは、次のフィールドを含んだレスポンスを S3 バケットに送信する必要が
あります。
ステータス
SUCCESS を指定してください。
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。

例
{

"Status" : "SUCCESS",
"RequestId" : "unique id for this delete request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id"

}

Failed
削除リクエストが失敗したときは、次のフィールドを含んだレスポンスを S3 バケットに送信する必要が
あります。
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ステータス
FAILED を指定してください。
理由
失敗の理由。
RequestId
削除リクエスト (p. 638)からコピーされた RequestId 値。
LogicalResourceId
削除リクエスト (p. 638)からコピーされた LogicalResourceId 値。
StackId
削除リクエスト (p. 638)からコピーされた StackId 値。
PhysicalResourceId
custom resource providerによって定義された、プロバイダーで一意となる物理 ID (必須)。

例
{

"Status" : "FAILED",
"Reason" : "Required failure reason string",
"RequestId" : "unique id for this delete request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id"

}

更新
テンプレート内のカスタムリソースのプロパティに変更があった場合、RequestType が Update 設定
されたカスタムリソースプロバイダのリクエストが送信されます。したがって、カスタムリソースコード
は、Update の呼び出し中にそのプロパティが変更されたことをわかっているため、変更を検出する必要が
ありません。

リクエスト
更新リクエストには、以下のフィールドが含まれています。
RequestType
Update。
RequestId
リクエストの一意の ID。
ResponseURL
応答 URL は、custom resource providerから AWS CloudFormation への応答を受信した署名済み S3
バケットを識別します。
ResourceType
AWS CloudFormation テンプレート内のカスタムリソースに対し、テンプレートの開発者が選択した
リソースタイプ。カスタムリソースタイプの名前は、60 文字までの長さで指定できます。また、英数
字や記号 _@- を含めることができます。更新時にタイプを変更することはできません。
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LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。
PhysicalResourceId
custom resource providerによって定義された、プロバイダーで一意となる物理 ID (必須)。
ResourceProperties
更新された AWS CloudFormation テンプレート内の template developer によって宣言された、新しい
リソースプロパティ値です。
OldResourceProperties
AWS CloudFormation テンプレート内の template developer によって以前に宣言されたリソースプロ
パティ値です。

例
{

}

"RequestType" : "Update",
"RequestId" : "unique id for this update request",
"ResponseURL" : "pre-signed-url-for-update-response",
"ResourceType" : "Custom::MyCustomResourceType",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id",
"ResourceProperties" : {
"key1" : "new-string",
"key2" : [ "new-list" ],
"key3" : { "key4" : "new-map" }
},
"OldResourceProperties" : {
"key1" : "string",
"key2" : [ "list" ],
"key3" : { "key4" : "map" }
}

レスポンス
成功
custom resource provider がリソースを正常に更新できる場合、AWS CloudFormation は応答でステータス
が SUCCESS に設定されると想定します。
ステータス
SUCCESS を指定してください。
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
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StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。
NoEcho
省略可能。Fn::GetAtt 関数を使用してカスタムリソースの出力を取得したときに、それをマスク
するかどうかを示します。true に設定すると、テンプレートの Metadata セクションに保存され
ているものを除き、すべての戻り値はアスタリスク (*****) でマスクされます。AWS CloudFormation
は、Metadata セクションに含める情報の変換、変更、または修正を行いません。デフォルト値は
false です。
NoEcho を使用して機密情報をマスクする方法の詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め
込まない」ベストプラクティスを参照してください。
データ
省略可能。応答で送信される、custom resource providerによって定義された名前と値のペア。ここで
指定する値には、Fn::GetAtt を使用して、テンプレート内の名前でアクセスできます。

Important
名前と値のペアに重要な情報が含まれる場合、NoEcho フィールドを使用して
カスタムリソースの出力をマスクします。それ以外の場合、値はプロパティ値
(DescribeStackEvents など) を示す API を通じて表示されます。

例
{

"Status" : "SUCCESS",
"RequestId" : "unique id for this update request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id",
"Data" : {
"keyThatCanBeUsedInGetAtt1" : "data for key 1",
"keyThatCanBeUsedInGetAtt2" : "data for key 2"
}

}

Failed
プロパティの新しいセットでリソースを更新できない場合、AWS CloudFormation は応答で失敗の理由と
ともにステータスが FAILED に設定されると想定します。
ステータス
FAILED を指定してください。
理由
失敗応答の理由を説明します。
RequestId
リクエストの一意の ID。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
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LogicalResourceId
AWS CloudFormation テンプレートで、template developer によって選択されたカスタムリソースの
名前 (論理 ID)。 このレスポンス値は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
StackId
カスタムリソースを含むスタックを識別する Amazon Resource Name (ARN)。 このレスポンス値
は、リクエストからそのままコピーする必要があります。
PhysicalResourceId
この値は、カスタムリソースベンダーに一意な識別子である必要があり、最大 1 KB のサイズにする
ことができます。値は空以外の文字列で、同じリソースのすべての応答で同一である必要がありま
す。

例
{

"Status" : "FAILED",
"Reason" : "Required failure reason string",
"RequestId" : "unique id for this update request (copied from request)",
"LogicalResourceId" : "name of resource in template (copied from request)",
"StackId" : "arn:aws:cloudformation:us-east-2:namespace:stack/stack-name/guid (copied
from request)",
"PhysicalResourceId" : "custom resource provider-defined physical id"

}

AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレー
トのカスタム処理の実行
マクロを使用すると、検索して置換操作のような単純なアクションからテンプレート全体の広範な変換ま
で、テンプレートに対してカスタム処理を実行できるようになります。
幅広い可能性を把握するには AWS CloudFormation によってホストされるマクロである AWS::Include
および AWS::Serverless トランスフォームを検討してください。
• AWS::Include transform (p. 6701) を使用すると、共通テンプレートスニペットをテンプレート
に挿入できます。
• AWS::Serverless ## (p. 6705) は、AWS Serverless Application Model (AWS SAM) 構文で記述さ
れたテンプレート全体を受け取り、準拠する AWS CloudFormation テンプレートに変換および拡張し
ます。(サーバーレスアプリケーションおよび AWS SAM の詳細については、AWS Lambda Developer
Guide の Deploying Lambda-based applications を参照してください。)

AWS CloudFormation マクロの仕組み
マクロを使用してテンプレートを処理するには、2 つの主要なステップがあります。マクロ自体を作成す
ること、そして次にマクロを使用してテンプレートに対して処理を実行することです。
マクロ定義を作成するには、以下を作成する必要があります。
• テンプレート処理を実行するための AWS Lambda 関数。この Lambda 関数は、スニペットまたはテン
プレート全体、およびユーザーが定義した追加のパラメーターを受け入れます。処理されたテンプレー
トスニペットまたはテンプレート全体をレスポンスとして返します。
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• AWS::CloudFormation::Macro タイプのリソース。これにより、ユーザーは AWS CloudFormation
テンプレート内から Lambda 関数を呼び出すことができます。このリソースは、このマクロを呼び出
して Lambda 関数の ARN、およびデバッグを支援するための追加のオプションプロパティを指定しま
す。このリソースをアカウント内で作成するには、AWS::CloudFormation::Macro リソースを含む
テンプレートを作成し、次にこのテンプレートからスタックまたはスタックセットのいずれかを作成し
ます。AWS CloudFormation StackSets では現在、マクロを参照するテンプレートから、サービス管理
アクセス許可を使用してスタックセットを作成または更新することができません。
マクロを使用するには、テンプレート内の次のマクロを参照してください。
• テンプレートのセクション、つまりスニペットを処理するには、変換したいテンプレートのコ
ンテンツを基準にして配置されている Fn::Transform (p. 6693) 関数内のマクロを参照しま
す。Fn::Transform を使うときは、必要とされる特定のパラメータを渡すこともできます。
• テンプレート全体を処理するには、トランスフォーム (p. 346) セクションでマクロを参照してくださ
い。
次に、通常は変更セットを作成して実行します。(マクロを処理すると、知らないうちに複数のリソース
が追加される可能性があります。マクロに伴うすべての変更を確実に認識できるように、変更セットを
使用することを強くお勧めします。) AWS CloudFormation は、マクロリソースで指定された Lambda 関
数に、指定されたテンプレートのコンテンツとその他の指定されたパラメータを渡します。Lambda 関数
は、スニペットまたはテンプレート全体で処理されたテンプレートコンテンツを返します。
テンプレート内のすべてのマクロが呼び出された後、AWS CloudFormation は処理されたテンプレートコ
ンテンツを含む変更セットを生成します。変更セットを確認したら、これを実行して変更を適用します。

Important
スタックセットテンプレートに 1 つ以上のマクロが参照されており、変更セットの結果を確認
せずに、処理されたテンプレートから直接スタックセットを作成する必要があります。スタック
セットを直接作成または更新するには、CreateStackSet または UpdateStackSet 操作を使用し
て、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定する必要があります。マクロを参照するテンプレー
トから直接スタックを作成または更新する前に、どのような処理がマクロで実行されるかを確認
してください。
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Note
変更セットの提案済みの変更を最初に確認することなく、処理されたテンプレートからス
タックを直接作成または更新することに慣れている場合は、CreateStack リクエストまたは
UpdateStack リクエストで CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定して作成または更新できま
す。マクロを参照するテンプレートから直接スタックを作成するのは、どのような処理がマクロ
で実行されるかを把握している場合に限ります。
さらに、現時点では、変更セットでネストされたスタックはサポートされていません。マクロを
参照し、ネストされたスタックが含まれているスタックテンプレートからスタックを作成する場
合は、この機能を使用してテンプレートからスタックを直接作成する必要があります。
詳細については、AWS CloudFormation API Reference の「CreateStack」または
「UpdateStack」を参照してください。

AWS CloudFormation マクロ定義の作成
マクロ定義を作成すると、そのマクロ定義によって、指定されたアカウントで基盤となる Lambda 関数が
使用可能になるため、AWS CloudFormation はそれを呼び出してテンプレートを処理できます。

AWS CloudFormation マクロ機能インターフェイス
マクロの場合、AWS CloudFormation は以下のイベントマッピングを使用して基盤となる Lambda 関数を
呼び出します。AWS CloudFormation はリクエストを JSON 形式で送信し、関数のレスポンスも JSON と
してフォーマットされます。
{

}

"region" : "us-east-1",
"accountId" : "$ACCOUNT_ID",
"fragment" : { ... },
"transformId" : "$TRANSFORM_ID",
"params" : { ... },
"requestId" : "$REQUEST_ID",
"templateParameterValues" : { ... }

• region
マクロが存在するリージョン。
• accountId
マクロが Lambda 関数を呼び出しているアカウントのアカウント ID。
• fragment
カスタム処理に使用可能なテンプレートコンテンツ (JSON 形式)。
• Transform テンプレートセクションに含まれるマクロの場合は、Transform セクションを除くテン
プレート全体になります。
• Fn::Transform 組み込み関数呼び出しに含まれるマクロでは、Fn::Transform 関数を除く、テン
プレート内の組み込み関数の場所に基づくすべての兄弟ノード (およびその子ノード) が含まれます。
詳細については、「AWS CloudFormation マクロスコープ (p. 649)」を参照してください。
• transformId
この関数を呼び出すマクロの名前
• params
Fn::Transform 関数呼び出しの場合に、関数に指定されているパラメータです。AWS
CloudFormation は、これらのパラメータを関数に渡す前には評価をしません。
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Transform テンプレートセクションに含まれるマクロの場合、このセクションは空です。
• requestId
この関数を呼び出すリクエストの ID です。
• [templateParameterValues]
テンプレートの パラメータ (p. 290) セクションに指定されているすべてのパラメータです。AWS
CloudFormation はこれらのパラメータを関数に渡す前に評価します。
AWS CloudFormation は、基盤となる関数が次の JSON 形式でレスポンスを返すことを意図しています。
{

}

"requestId" : "$REQUEST_ID",
"status" : "$STATUS",
"fragment" : { ... }

• requestId
この関数を呼び出すリクエストの ID です。関数を呼び出すときに AWS CloudFormation によって提供
されたリクエスト ID と一致する必要があります。
• status
リクエストのステータスです (大文字小文字を区別しません)。success に設定する必要がありま
す。AWS CloudFormation は他のすべてのレスポンスを失敗として扱います。
• fragment
兄弟を含む処理済みテンプレートに含める AWS CloudFormation の処理済みテンプレートコンテンツで
す。AWS CloudFormation は、Lambda 関数に渡されたテンプレートコンテンツを、Lambda レスポン
スで受け取ったテンプレートフラグメントで置き換えます。
処理されたテンプレートのコンテンツは有効な JSON であり、処理されたテンプレートに含まれると有
効なテンプレートになる必要があります。
関数が実際に AWS CloudFormation から渡されるテンプレートコンテンツを変更しないものの、処理済
みのテンプレートにそのコンテンツを含める必要がある場合、関数は応答としてそのテンプレートコン
テンツを AWS CloudFormation に返す必要があります。
• errorMessage
変換が失敗した理由を説明するエラーメッセージ。CloudFormationは、スタックの [Stack details ] ペー
ジの [Events] ペインにこのエラーメッセージを表示します。
例えば、「変更セットの作成エラー: AWS account ##########::####が###########で失敗しまし
た」です。
マクロを作成する際の追加の考慮事項については、「AWS CloudFormation マクロ定義を作成する際の考
慮事項 (p. 648)」を参照してください。

AWS CloudFormation マクロアカウントの範囲とアクセス許可
マクロは、リソースとして作成されたアカウントでのみ使用できます。マクロ名は指定のアカウント内で
一意である必要があります。ただし、基盤となる Lambda 関数でクロスアカウントアクセスを有効にし、
その後複数のアカウントでその機能を参照するマクロ定義を作成することで、同じ機能を複数のアカウン
トで使用できるようにすることができます。以下の例では、3 つのアカウントにそれぞれ同じ Lambda 関
数を指すマクロ定義が含まれています。
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詳細については、AWS Lambda Developer Guide の AWS Lambda リソースへの許可の管理の概要を参照
してください。
マクロ定義を作成するには、ユーザーは指定されたアカウント内にスタックまたはスタックセットを作成
するための許可を持っていなければなりません。
AWS CloudFormation がテンプレートに含まれているマクロを正常に実行するには、ユーザーは基盤とな
る Lambda 関数に対する Invoke アクセス権限を持っている必要があります。アクセス権限がエスカレー
ションしないよう、マクロの実行中に AWS CloudFormation はユーザーとして振る舞います。詳細につい
ては、「Lambda アクセス権限モデル」 (AWS Lambda Developer Guide) および「アクションと条件コン
テキストキー AWS Lambda」 (IAM ユーザーガイド) を参照してください。
AWS::Serverless 変換 (p. 6705) および AWS::Include transform (p. 6701) トランスフォームは、AWS
CloudFormation によってホストされるマクロです。それらを使用するために特別なアクセス権限は必要で
はなく、AWS CloudFormation の任意のアカウント内から使用できます。

AWS CloudFormation マクロのデバッグ
デバッグをサポートするために、マクロの AWS::CloudFormation::Macro リソースタイプを作成する際
に、LogGroupName プロパティと LogRoleArn プロパティを指定できます。これらのプロパティを使
用すると、マクロの基盤となる AWS Lambda 関数を呼び出すときに AWS CloudFormation がエラーログ
情報を送信する CloudWatch ロググループ、およびそれらのログにログエントリを送信するときに AWS
CloudFormation が引き受けるロールを指定できます。

Billing (料金)
マクロが実行されると、その関数の実行に関連する料金が Lambda 関数の所有者に請求されます。
AWS::Serverless 変換 (p. 6705) および AWS::Include transform (p. 6701) トランスフォームは、AWS
CloudFormation によってホストされるマクロです。これらの使用料は発生しません。
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AWS CloudFormation マクロ定義を作成する際の考慮事項
マクロ定義を作成するときは、次の点に留意してください。
• マクロは AWS Lambda を使用できる AWS リージョンだけでサポートされます。Lambda を
使用できるリージョンのリストについては、http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/
rande.html#lambda_region を参照してください。
• 処理されたテンプレートスニペットはすべて有効な JSON である必要があります。
• 処理されたテンプレートのスニペットは、スタックの作成、スタックの更新、スタックセットの作成、
またはスタックセットの更新オペレーションの検証チェックに合格する必要があります。
• AWS CloudFormation は最初にマクロを解決し、次いでテンプレートを処理します。生成されるテンプ
レートは有効な JSON である必要があり、テンプレートサイズ制限を超えることはできません。
• CloudFormation がテンプレート内のエレメントを処理する順序のため、マクロは CloudFormation に返
される処理済みテンプレートコンテンツにモジュールを含めることはできません。モジュールの詳細に
ついては、CloudFormation CLI ユーザーガイドの「モジュールの開発」をご参照ください。
• 更新ロールバック機能を使用する場合、AWS CloudFormation は元のテンプレートのコピーを使用しま
す。含まれるスニペットが変更されていても、元のテンプレートにロールバックされます。
• マクロを繰り返し処理しないため、マクロをマクロに含めることはできません。
• Fn::ImportValue 組み込み関数は、現在マクロではサポートされていません。
• テンプレートに含まれている組み込み関数は、マクロの後で評価されます。したがって、マクロが返す
処理済みテンプレートコンテンツに組み込み関数の呼び出しを含めることができ、それらは通常どおり
に評価されます。
• StackSets では現在、AWS CloudFormation マクロを参照するテンプレートから、サービス管理アクセ
ス許可を使用してスタックセットを作成または更新することができません。
• スタックセットテンプレートに 1 つ以上のマクロが参照されており、変更セットの結果を確認せ
ずに、処理されたテンプレートから直接スタックセットを作成または更新する必要があります。ス
タックセットを直接作成または更新するには、CreateStackSet または UpdateStackSet 操作を使用し
て、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定します。マクロを処理すると、知らないうちに複数のリ
ソースが追加される可能性があります。マクロを参照するテンプレートから直接スタックを作成または
更新する前に、どのような処理がマクロで実行されるかを確認してください。
• 現在、変更セットはネストされたスタックをサポートしていません。マクロを参照し、ネストされた
スタックが含まれているスタックテンプレートを使用してスタックを作成または更新する場合は、ス
タックを直接作成または更新する必要があります。これを行うには、CreateStack アクションまたは
UpdateStack アクションを使用して CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定します。

AWS CloudFormation マクロ定義を作成するには
1.

AWS CloudFormation テンプレートを処理する AWS Lambda 関数を構築します。
作成した Lambda 関数はテンプレートの内容の処理を実行します。関数は、テンプレート全体まで
の、テンプレートの任意の部分を処理することができます。関数が準拠する必要があるイベントマッ
ピングについては、「AWS CloudFormation マクロ機能インターフェイス (p. 645)」を参照してくだ
さい。マクロを作成する際の追加の考慮事項については、「AWS CloudFormation マクロ定義を作成
する際の考慮事項 (p. 648)」を参照してください。

2.

AWS::CloudFormation::Macro リソースタイプを含むテンプレートを作成 (p. 261)します。
• Name プロパティと FunctionName プロパティを指定する必要があります。FunctionName プロ
パティは、AWS CloudFormation がマクロを実行するときに呼び出す Lambda 関数の ARN を指定
します。
• デバッグを支援するために、LogGroupName および LogRoleArn プロパティも指定できます。

3.

目的のアカウントのマクロを含むテンプレートからスタックを作成 (p. 108)するか、管理者アカウン
トのマクロを参照するテンプレートからセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを
作成 (p. 702)することで、目的のターゲットアカウントにスタックインスタンスを作成します。
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AWS CloudFormation がマクロ定義を含むスタックの作成に成功すると、そのアカウント内でマクロ
を使用できるようになります。

テンプレートで AWS CloudFormation マクロを使用す
る
AWS CloudFormation がマクロ定義を含むスタックの作成に成功すると、そのアカウント内でマクロを使
用できるようになります。処理するテンプレートの内容に関連する適切な場所で、テンプレート内でマク
ロを参照して使用します。

AWS CloudFormation マクロ評価順
AWS::Include transform (p. 6701) や AWS::Serverless 変換 (p. 6705) など、AWS CloudFormation によっ
てホストされているトランスフォームを含む、特定のテンプレート内の複数のマクロを参照できます。
マクロは、テンプレート内の位置に基づいて、最も深く外側にネストされているものから最も一般的なも
のまで順番に評価されます。テンプレート内の同じ場所にあるマクロは、リストされている順序に基づい
て順番に評価されます。
AWS::Include や AWS::Transform などの変換は、アクションの順序と範囲の点で他のマクロと同じよ
うに扱われます。
たとえば、以下のテンプレートサンプルでは、テンプレートで最も深くネストされているマクロなの
で、AWS CloudFormation が PolicyAdder マクロを最初に評価します。Transform セクションで
AWS::Serverless より前にリストされているため、AWS CloudFormation は AWS::Serverless を評
価する前に MyMacro を評価します。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: [MyMacro, AWS::Serverless]
Resources:
WaitCondition:
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
MyBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
BucketName: MyBucket
Tags: [{"key":"value"}]
'Fn::Transform':
- Name: PolicyAdder
CorsConfiguration:[]
MyEc2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageID: "ami-123"

AWS CloudFormation マクロスコープ
テンプレートの Transform セクションで参照されているマクロは、そのテンプレートの内容全体を処理
できます。
Fn::Transform 関数で参照されているマクロは、テンプレート内のその Fn::Transform 関数の兄弟要
素 (子を含む) の内容を処理できます。
たとえば、以下のテンプレートサンプルでは、AWS::Include は、それ自身を含む Fn::Transform 関
数の場所に基づいて、MyBucket プロパティを処理できます。MyMacro は、Transform セクションに含
まれているため、テンプレート全体の内容を処理できます。
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// Start of processable content for MyMacro
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: [MyMacro]
Resources:
WaitCondition:
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
MyBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket' //Start of processable content for AWS::Include
Properties:
BucketName: MyBucket
Tags: [{"key":"value"}]
'Fn::Transform':
- Name: 'AWS::Include'
Parameters:
Location: s3://MyAmazonS3BucketName/MyFileName.yaml
CorsConfiguration:[]
//End of processable content for AWS::Include
MyEc2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
ImageID: "ami-123"
// End of processable content for MyMacro

変更セットおよび AWS CloudFormation マクロ
マクロを参照するテンプレートを使用してスタックを作成または更新するには、通常、変更セットを作
成して実行します。変更セットは、処理されたテンプレートに基づいて CloudFormation が実行するアク
ションを記述します。マクロを処理すると、知らないうちに複数のリソースが追加される可能性がありま
す。マクロに伴うすべての変更を確実に認識できるように、変更セットを使用することを強くお勧めしま
す。変更セットを確認したら、これを実行して実際に変更を適用します。
マクロによってテンプレートに IAM リソースが追加されることがあります。これらのリソースについ
て、AWS CloudFormation ではその機能を確認 (p. 72)する必要があります。AWS CloudFormation では、
どのリソースが追加されるかをテンプレートの処理前に認識することはできないため、参照されたマク
ロに IAM リソースが含まれているかどうかによって、変更セットを作成するときにユーザーが IAM の
機能を把握しておく必要がある場合があります。こうすることで、変更セットを実行するときに、AWS
CloudFormation が IAM リソースを作成するために必要な機能を持つことができます。

Important
スタックセットテンプレートに 1 つ以上のマクロが参照されており、変更セットの結果を確認
せずに、処理されたテンプレートから直接スタックセットを作成する必要があります。スタック
セットを直接作成または更新するには、CreateStackSet または UpdateStackSet 操作を使用し
て、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定する必要があります。マクロを参照するテンプレー
トから直接スタックを作成または更新する前に、どのような処理がマクロで実行されるかを確認
してください。

Note
変更セットの提案済みの変更を最初に確認することなく、処理されたテンプレートからス
タックを直接作成または更新することに慣れている場合は、CreateStack リクエストまたは
UpdateStack リクエストで CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定して作成または更新できま
す。マクロが含まれているスタックテンプレートから直接スタックを作成するのは、どのような
処理がマクロで実行されるかを把握している場合に限ります。スタックセットマクロで変更セッ
トを使用することはできません。スタックセットを直接更新してください。
詳細については、AWS CloudFormation API Reference の「CreateStack」または
「UpdateStack」を参照してください。
AWS CLI を使用する場合は、package および deploy コマンドを使用して、マクロを参照するテンプ
レートからスタックを起動する際のステップ数を減らすことができます。詳細については、AWS Lambda
Developer Guide の「Lambda ベースのアプリケーションのデプロイ」を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
650

AWS CloudFormation ユーザーガイド
テンプレートで AWS CloudFormation マクロを使用する

テンプレートのステージと CloudFormation のマクロ
テンプレートのステージは、そのテンプレートがユーザーによって送信されたオリジナルのテンプレート
か、AWS CloudFormation によってマクロを処理されたものかを示します。
• Original: ユーザーがスタックまたはスタックセットを作成または更新するために最初に送信したテン
プレートです。
• Processed: 参照されたマクロを処理した後にスタックまたはスタックセットを作成または更新するた
めに使用されたテンプレート AWS CloudFormation です。元のテンプレートが YAML としてフォーマッ
トされていても、処理されたテンプレートは JSON としてフォーマットされます。
スタックの問題のトラブルシューティングには、処理済みテンプレートを使用します。テンプレートがマ
クロを参照していない場合は、オリジナルと処理済みのテンプレートは同一です。
AWS CloudFormation コンソール (p. 116)または AWS CLI (p. 133) を使用して、スタックのテンプレート
のステージを確認できます。

Note
処理されたスタックテンプレートの最大サイズは、CreateStack、UpdateStack、また
は ValidateTemplate リクエスト内に直接渡す場合は 51,200 バイトです。Amazon S3 テ
ンプレート URL を使用して S3 オブジェクトとして渡す場合は 460,800 バイトです。ただ
し、CloudFormation はテンプレート内のマクロを連続的に処理するため、処理中にテンプレート
の一時的な状態が更新されます。このため、処理中のテンプレートのサイズは、完全に処理され
たテンプレートの許容サイズを一時的に超える場合があります。CloudFormation では、このよう
な処理中のテンプレートにバッファーで対処できます。ただし、テンプレートやマクロを設計す
る際は、処理済みのスタックテンプレートの最大許容サイズに留意してください。
テンプレートの処理中に CloudFormation から Transformation data limit exceeded エ
ラーが返された場合は、CloudFormation で処理中に許容される最大テンプレートサイズを超えて
います。
この問題を解決するには、以下の対処を検討してください。
• テンプレートを複数のテンプレートに再構成し、処理中のテンプレートが最大サイズを超えな
いようにします。以下に例を示します。
• ネストされたスタックテンプレートを使用して、テンプレートの各パートをカプセル化しま
す。詳細については、「ネストされたスタックの操作 (p. 244)」を参照してください。
• 複数のスタックを作成し、クロススタック参照を使用してスタック間で情報を交換します。
詳細については、「チュートリアル: 別の AWS CloudFormation スタックのリソース出力を
参照する (p. 401)」を参照してください。
• 指定されたマクロによって返されるテンプレートフラグメントのサイズを小さくしま
す。CloudFormation は、マクロによって返されたフラグメントの内容を改ざんしません。

テンプレートで AWS CloudFormation マクロを使用するには
Note
AWS CloudFormation がテンプレートで参照されているマクロを正常に実行するには、ユーザー
は基盤となる Lambda 関数に対する Invoke アクセス権限を持っている必要があります。詳細に
ついては、AWS Lambda Developer Guide の AWS Lambda リソースへの許可の管理の概要を参
照してください。
1.

テンプレートにマクロへの参照を含めます。
• テンプレートのスニペットを処理するには、処理したいテンプレートのコンテンツを基準にして配
置されている Fn::Transform (p. 6693) 関数内のマクロを参照します。
• テンプレート全体を処理するには、トランスフォーム (p. 346) セクションでマクロを参照してく
ださい。
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2.

テンプレートを使用して変更セット (p. 141)を作成します。

Important
スタックセットテンプレートに 1 つ以上のマクロが参照されており、変更セットの結果を確
認せずに、処理されたテンプレートから直接スタックセットを作成する必要があります。ス
タックセットを直接作成または更新するには、CreateStackSet または UpdateStackSet 操作
を使用して、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定する必要があります。マクロを参照す
るテンプレートから直接スタックを作成または更新する前に、どのような処理がマクロで実
行されるかを確認してください。
3.

変更セットの確認および変更セットの実行 (p. 153)をします。

Important
スタックセットテンプレートに 1 つ以上のマクロが参照されており、変更セットの結果を確
認せずに、処理されたテンプレートから直接スタックセットを作成する必要があります。ス
タックセットを直接作成または更新するには、CreateStackSet または UpdateStackSet 操作
を使用して、CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機能を指定する必要があります。マクロを参照す
るテンプレートから直接スタックを作成または更新する前に、どのような処理がマクロで実
行されるかを確認してください。

マクロの例
このガイドの「マクロの例: マクロの作成と使用 (p. 652)」のチュートリアルに加えて、GitHub の
「Amazon Web Services - Labs」の「Macros examples」セクションに、ソースコードとテンプレートを
含むサンプルマクロの例があります。これらの例は、説明を目的として「現状のまま」提供されていま
す。

以下の資料も参照してください。
AWS::CloudFormation::Macro
トランスフォーム (p. 346)
Fn::Transform (p. 6693)
AWS::Serverless 変換 (p. 6705)
AWS::Include transform (p. 6701)

マクロの例: マクロの作成と使用
次の例では、マクロを使用するプロセスとして、テンプレートでのマクロの定義、マクロ用の Lambda 関
数の作成、テンプレートでのマクロの使用について説明します。
この例では、処理されたテンプレートの指定されたターゲットコンテンツの代わりに指定された文字列を
挿入する簡単なマクロを作成します。次に、それを使用して、処理されたテンプレート内の指定された場
所に空白の WaitHandleCondition を挿入します。

マクロの例: マクロ定義テンプレート
マクロを使用する前に、次の 2 つのことを行う必要があります。目的のテンプレート処理を実行する
Lambda 関数を作成してからマクロ定義を作成し、その Lambda 関数を CloudFormation で使用できるよ
うにすることです。

Note
このトピックの後半では、Lambda 関数の実際のコードを調べます。
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次のサンプルテンプレートには、サンプルマクロの定義が含まれています。特定の CloudFormation アカ
ウントでマクロを利用できるようにするために、テンプレートからスタックを作成します。マクロ定義
は、マクロ名、簡単な説明を指定し、このマクロがテンプレートで使用されたときに CloudFormation が
呼び出す Lambda 関数の ARN を参照します。(エラーログ用の [LogGroupName] または [LogRoleARN] プ
ロパティは含めていません。) 詳細については、「AWS::CloudFormation::Macro」を参照してください。
この例では、このテンプレートから作成されたスタックの名前が [JavaMacroFunc] であるとしま
す。マクロの Name プロパティはスタック名に設定されているので、結果として得られるマクロも
[JavaMacroFunc] という名前になります。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
Macro:
Type: AWS::CloudFormation::Macro
Properties:
Name: !Sub '${AWS::StackName}'
Description: Adds a blank WaitConditionHandle named 'WaitHandle'
FunctionName: "arn:aws:lambda:us-east-1:012345678910:function:JavaMacroFunc"

マクロの例: マクロ使用状況テンプレート
この場合にマクロを使用するには、Fn::Transform (p. 6693) 組み込み関数を使用してそれをテンプ
レートに含めます。
以下のテンプレートを使用してスタックを作成すると、CloudFormation はサンプルマクロを呼び出しま
す。基盤となる Lambda 関数は、指定された文字列を別の指定された文字列で置き換えます。この場合、
結果として空の AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle が処理済みテンプレートに挿入されます。
次の点に注意してください。
• 呼び出すマクロは、前のマクロ定義の例の [JavaMacroFunc] として指定されています。
• このマクロには、target と replacement の 2 つのパラメータが渡されます。これらは、ターゲット
文字列とその目的の置換値を表します。
• Type はマクロを参照する Fn::Transform 関数の兄弟であるため、マクロは Type ノードの内容を操
作できます。
• 生成された AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle の名前は 2aです。
• テンプレートには、テンプレートパラメータ ExampleParameter も含まれています。このパラメータ
には、マクロからもアクセスできます (ただし、この場合は使用しません)。

Parameters:
ExampleParameter:
Type: String
Default: 'SampleMacro'
Resources:
2a:
Fn::Transform:
Name: "JavaMacroFunc"
Parameters:
replacement: 'AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle'
target: '$$REPLACEMENT$$'
Type: '$$REPLACEMENT$$'

マクロの例: 要求イベントマッピング
CloudFormation がスタックの作成中にサンプルのテンプレートを処理するときに、[JavaMacroFunc] マク
ロ定義で参照されている Lambda 関数に次のイベントマッピングを渡します。
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fragment には、マクロが処理できるテンプレートフラグメントを表す JSON が含まれています。このフ
ラグメントは Fn::Transform 関数呼び出しの兄弟で構成されていますが、関数呼び出しそのものではあ
りません。また、params にはマクロパラメータを表す JSON が含まれています。この場合は、置き換え
とターゲットです同様に、templateParameterValues には、テンプレート全体として指定されたパラ
メータを表す JSON が含まれています。
• リージョン
us-east-1
• accountId
012345678910
• fragment
{
}

"Type": "$$REPLACEMENT$$"

• transformId
012345678910::JavaMacroFunc
• params
{
}

"replacement": "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle",
"target": "$$REPLACEMENT$$"

• requestId
5dba79b5-f117-4de0-9ce4-d40363bfb6ab
• templateParameterValues
{
}

"ExampleParameter": "SampleMacro"

マクロの例: Lambda 関数コード
以下は、[JavaMacroFunc] マクロの基礎となる Lambda 関数の実際のコードです。指定されたターゲット
文字列を探しながら、応答に含まれるテンプレートフラグメント (文字列、リスト、マップ形式など) を繰
り返し処理します。指定されたターゲット文字列が見つかった場合、Lambda 関数はターゲット文字列を
指定された置換文字列で置き換えます。そうでない場合は、関数はテンプレートフラグメントを変更しな
いままにします。それから、関数は CloudFormation に期待されるプロパティのマップを返します。詳細
は後述します。
package com.macroexample.lambda.demo;
import
import
import
import

java.util.List;
java.util.ArrayList;
java.util.HashMap;
java.util.Map;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
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public class LambdaFunctionHandler implements RequestHandler<Map<String, Object>,
Map<String, Object>> {
private static final String REPLACEMENT = "replacement";
private static final String TARGET = "target";
private static final String PARAMS = "params";
private static final String FRAGMENT = "fragment";
private static final String REQUESTID = "requestId";
private static final String STATUS = "status";
private static final String SUCCESS = "SUCCESS";
private static final String FAILURE = "FAILURE";
@Override
public Map<String, Object> handleRequest(Map<String, Object> event, Context context) {
// TODO: implement your handler
final Map<String, Object> responseMap = new HashMap<String, Object>();
responseMap.put(REQUESTID, event.get(REQUESTID));
responseMap.put(STATUS, FAILURE);
try {
if (!event.containsKey(PARAMS)) {
throw new RuntimeException("Params are required");
}
final Map<String, Object> params = (Map<String, Object>) event.get(PARAMS);
if (!params.containsKey(REPLACEMENT) || !params.containsKey(TARGET)) {
throw new RuntimeException("replacement or target under Params are required");
}
final String replacement = (String) params.get(REPLACEMENT);
final String target = (String) params.get(TARGET);
final Object fragment = event.getOrDefault(FRAGMENT, new HashMap<String, Object>());
final Object retFragment;
if (fragment instanceof String) {
retFragment = iterateAndReplace(replacement, target, (String) fragment);
} else if (fragment instanceof List) {
retFragment = iterateAndReplace(replacement, target, (List<Object>) fragment);
} else if (fragment instanceof Map) {
retFragment = iterateAndReplace(replacement, target, (Map<String, Object>)
fragment);
} else {
retFragment = fragment;
}
responseMap.put(STATUS, SUCCESS);
responseMap.put(FRAGMENT, retFragment);
return responseMap;
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
context.getLogger().log(e.getMessage());
return responseMap;
}
}
private Map<String, Object> iterateAndReplace(final String replacement, final String
target, final Map<String, Object> fragment) {
final Map<String, Object> retFragment = new HashMap<String, Object>();
final List<String> replacementKeys = new ArrayList<>();
fragment.forEach((k, v) -> {
if (v instanceof String) {
retFragment.put(k, iterateAndReplace(replacement, target, (String)v));
} else if (v instanceof List) {
retFragment.put(k, iterateAndReplace(replacement, target, (List<Object>)v));
} else if (v instanceof Map ) {
retFragment.put(k, iterateAndReplace(replacement, target, (Map<String, Object>) v));
} else {
retFragment.put(k, v);
}
});
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return retFragment;

}

private List<Object> iterateAndReplace(final String replacement, final String target,
final List<Object> fragment) {
final List<Object> retFragment = new ArrayList<>();
fragment.forEach(o -> {
if (o instanceof String) {
retFragment.add(iterateAndReplace(replacement, target, (String) o));
} else if (o instanceof List) {
retFragment.add(iterateAndReplace(replacement, target, (List<Object>) o));
} else if (o instanceof Map) {
retFragment.add(iterateAndReplace(replacement, target, (Map<String, Object>) o));
} else {
retFragment.add(o);
}
});
return retFragment;
}
private String iterateAndReplace(final String replacement, final String target, final
String fragment) {
System.out.println(replacement + " == " + target + " == " + fragment );
if (fragment != null AND_AND fragment.equals(target))
return replacement;
return fragment;
}

}

マクロの例: Lambda 関数のレスポンス
以下は、Lambda 関数が処理のために AWS CloudFormation に返すマッピングです。requestId は
CloudFormation から送信されたものと一致し、status 値 SUCCESS は Lambda 関数がリクエストに含ま
れるテンプレートフラグメントを正常に処理したことを示します。このレスポンスでは、fragment は元
のテンプレートスニペットの代わりに処理されたテンプレートに挿入するコンテンツを表す JSON を含ん
でいます。
• requestId
5dba79b5-f117-4de0-9ce4-d40363bfb6ab
• status
SUCCESS
• fragment
{
}

"Type": "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle"

マクロの例: 結果として処理されたテンプレート
CloudFormation は、Lambda 関数から正常な応答を受け取ると、返されたテンプレートフラグメントを処
理済みテンプレートに挿入します。
以下は、この例で処理されたテンプレートです。[JavaMacroFunc] マクロを参照した Fn::Transform
組み込み関数呼び出しは含まれなくなりました。Lambda 関数によって返されたテンプレート
フラグメントは適切な場所に含まれ、その結果、"Type": "$$REPLACEMENT$$" は "Type":
"AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle" に置き換えられています。
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{

}

"Parameters": {
"ExampleParameter": {
"Default": "SampleMacro",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"2a": {
"Type": "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle"
}
}

その他のマクロの例
このガイドのこのチュートリアルに加えて、GitHub の「Amazon Web Services - Labs」の「Macros
examples」セクションに、ソースコードとテンプレートを含むサンプルマクロの例があります。これらの
例は、説明を目的として「現状のまま」提供されています。

モジュールを使用したリソース設定のカプセル化と
再利用
モジュールは、スタックテンプレート全体に含めるリソース設定をパッケージ化する、透過的で管理しや
すく、繰り返し可能な方法です。モジュールは、共通のサービス設定とベストプラクティスを、スタック
テンプレートに含めるためのモジュール式のカスタマイズ可能なビルディングブロックとしてカプセル化
できます。モジュールを使用すると、リソース実装の複雑さを深く理解することなく、ベストプラクティ
ス、専門分野の知識、承認されたガイドライン (セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス、業界規
制などの領域について) をテンプレートに含めることができます。
たとえば、ネットワークのドメイン専門家は、組み込みのセキュリティグループと、セキュリティガイド
ラインに準拠した入力/出力ルールを含むモジュールを作成できます。その後、そのモジュールをテンプ
レートに含めることで、VPC、サブネット、セキュリティグループ、ゲートウェイがどのように機能する
かを考えるのに時間を費やすことなく、セキュアなネットワーキングインフラストラクチャをスタックに
プロビジョニングできます。また、モジュールはバージョン管理されているため、セキュリティガイドラ
インが時間の経過とともに変更された場合、モジュールの作成者はそれらの変更を組み込んだ新しいバー
ジョンのモジュールを作成できます。
テンプレートでモジュールを使用することの特徴は次のとおりです。
• 予測可能性: モジュールは CloudFormation レジストリに登録されているスキーマに準拠する必要があり
ます。そのため、テンプレートにモジュールを含めると解決できるリソースがわかります。
• 再利用性: 複数のテンプレートとアカウントで同じモジュールを使用できます。
• トレーサビリティ: CloudFormation では、スタック内のどのリソースがモジュールからプロビジョニン
グされたかを把握できるため、リソース変更のソースを簡単に把握できます。
• 管理機能: モジュールを登録すると、バージョニング、アカウント、リージョンの可用性な
ど、CloudFormation レジストリを使用してモジュールを管理できます。
モジュールには次のものを含めることができます。
• モジュールからプロビジョニングされる 1 つ以上のリソース、および出力や条件などの関連データ。
• 任意のモジュールパラメータ。モジュールが使用されるたびにカスタム値を指定できます。
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モジュールタイプの開発については、CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイドの
「モジュールタイプの開発 」をご参照ください。

テンプレートでのモジュールの使用
モジュールを使用するには、モジュールを使用するアカウントとリージョンに登録されていることを確認
してください。CloudFormation レジストリのモジュールをプライベート拡張として登録します。次に、
個々のリソースと同じように扱います。
• それをテンプレートの Resources セクションに含めます。
• モジュールに必要なプロパティを指定します。
スタックオペレーションを開始すると、CloudFormation は、含まれているモジュールを適切なリソースに
解決する処理済みテンプレートを生成します。変更セットを使用して 、スタック操作を実際に実行する前
に、追加または更新するリソースをプレビューします。
次の例を考えてみましょう。リソースとモジュールの両方を含むテンプレートがあります。テンプレート
には、1 つの個別のリソース、ResourceA とモジュール ModuleParent が含まれます。このモジュールに
は、ResourceB と ResourceC の 2 つのリソース、およびネストされたモジュール ModuleChild が含まれ
ています。ModuleChild には、1 つのリソース ResourceD が含まれています。このテンプレートからス
タックを作成すると、CloudFormation はテンプレートを処理し、モジュールを適切なリソースに解決しま
す。結果のスタックには、ResourceA、ResourceB、ResourceC、および ResourceD の 4 つのリソースが
あります。

CloudFormation は、スタック内のどのリソースがモジュールから作成されたかを追跡します。この情報
は、特定のスタックの [Events] (イベント)、[Resources] (リソース)、および [Drifts] (ドリフト) タブに表示
できます。また、変更セットのプレビューにも表示されます。
モジュールはテンプレート内のリソースと区別できます。これは、リソースで使用される一般的な 3 つの
パート規則とは対照的に、次の 4 つの部分からなる命名規則に従っているためです。
organization::service::usecase::MODULE

パラメータを使用してモジュール値を指定する
モジュールには、モジュールパラメータを含めることができます。テンプレートパラメーターと同様に、
モジュールパラメーターを使用すると、モジュールを含むテンプレート (またはモジュール) からモジュー
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ルにカスタム値を入力できます。モジュールはこれらの値を使用して、そのモジュールに含まれるリソー
スのプロパティを設定できます。
また、モジュールプロパティを設定するテンプレートパラメータを定義して、スタック操作時にモジュー
ルに渡される値をユーザーが入力できるようにすることもできます。テンプレートパラメータの定義の詳
細については、「パラメータ」を参照してください。
同様に、モジュールパラメータを含むネストされたモジュールがモジュールに含まれている場合、次のこ
とができます。
• ネストされたモジュールのパラメータの値を親モジュールで直接指定します。
• 親モジュール内の対応するモジュールパラメータを定義して、ネストされたモジュールのパラメータ
を、親モジュールが含まれているテンプレート (またはモジュール) で設定できるようにします。

テンプレートパラメータを使用したモジュールパラメータ値の指
定
次の例は、モジュールに値を渡すテンプレートパラメータを定義する方法を示しています。
ここで、BucketName を含むテンプレートは、スタック操作中にユーザーが S3 バケット名を指定できる
ようにするテンプレートパラメータ My::S3::SampleBucket::MODULE を定義します。
// Template containing My::S3::SampleBucket::MODULE
{
"Parameters": {
"BucketName": {
"Description": "Name for your sample bucket",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyBucket": {
"Type": "My::S3::SampleBucket::MODULE",
"Properties": {
"BucketName": {
"Ref": "BucketName"
}
}
}
}
}

親モジュールから子モジュール内のリソースのプロパティを指定
する
次の例は、別のモジュール内にネストされているモジュールでパラメータ値を指定する方法を示していま
す。
この最初のモジュール My::S3::SampleBucketPrivate::MODULE は、子モジュールになります。これ
は、BucketName と AccessControl の 2 つのパラメータを定義します。これらのパラメータに指定さ
れた値は、モジュールに含まれる AWS::S3::Bucket リソースの BucketName およびAccessControl
プロパティを指定するために使用されます。以下は My::S3::SampleBucketPrivate::MODULE のテン
プレートフラグメントです。
// My::S3::SampleBucketPrivate::MODULE
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{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "A sample S3 Bucket with Versioning and DeletionPolicy.",
"Parameters": {
"BucketName": {
"Description": "Name for the bucket",
"Type": "String"
},
"AccessControl": {
"Description": "AccessControl for the bucket",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": {
"Ref": "BucketName"
},
"AccessControl": {
"Ref": "AccessControl"
},
"DeletionPolicy": "Retain",
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
}
}
}
}

次に、前のモジュールは親モジュール My::S3::SampleBucket::MODULE 内にネストされます。親モ
ジュール My::S3::SampleBucket::MODULE は、次の方法で子モジュールのパラメータを設定します。
• My::S3::SampleBucketPrivate::MODULE の AccessControl パラメーターを Private に設定しま
す。
• BucketName では 、モジュールパラメータを定義します。これによ
り、My::S3::SampleBucket::MODULE を含むテンプレート (またはモジュール) でバケット名を指定
できます 。

// My::S3::SampleBucket::MODULE
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "A sample S3 Bucket. With Private AccessControl.",
"Parameters": {
"BucketName": {
"Description": "Name for your sample bucket",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyBucket": {
"Type": "My::S3::SampleBucketPrivate::MODULE",
"Properties": {
"BucketName": {
"Ref": "BucketName"
},
"AccessControl" : "Private"
}
}
}
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モジュールパラメータの制約の指定
モジュールパラメータは、タイプまたは制約の強制をサポートしていません。モジュールパラメータに対
してタイプチェックまたは制約チェックを実行するには、必要な制約を持つテンプレートパラメータを作
成し、モジュールパラメータでそのテンプレートパラメータを参照します。

モジュール内のリソースの参照
モジュール内のリソースは、論理名で参照できます。モジュールに含まれるリソースの完全修飾論理名
は、次の組み合わせによって構築できます。
• 包含テンプレート (または包含モジュール)) 内のモジュールに指定された論理名。
• モジュールで指定された、リソースの論理名。
リソースの完全修飾論理名は、区切り文字としてピリオドを使用する場合であっても、使用しない場合で
あっても、指定することができます。たとえば、以下の論理名は両方とも有効で、機能的には同等です。
• ModuleLogicalName.ResourceLogicalName
• ModuleLogicalNameResourceLogicalName
このようにして、GetAtt Ref および組み込み関数を使用して、モジュールリソースのプロパティ値にア
クセスできます。
次の例では、テンプレートはモジュール内のプロパティを参照して、テンプレート自体のリソースに対応
するプロパティを設定します。
My::S3::SampleBucket::MODULEモジュールに、S3Bucket の論理名を持つ AWS::S3::Bucket リ
ソースが含まれているとします。Ref 組み込み関数を使用してこのリソースのバケット名を参照するに
は、テンプレート MyBucket 内のモジュールで指定された論理名とモジュール S3Bucket 内のリソース
の論理名を組み合わせて、リソース MyBucket.S3Bucket または MyBucketS3Bucket の完全修飾論理
名を取得します。
モジュールに含まれるリソースの論理名は、モジュールのスキーマで指定されます。このスキーマには、
次の方法でアクセスできます。
• CloudFormation レジストリ内のモジュールを見つけます。[Schema] タブにモジュールスキーマが表示
されます。
• DescribeType APIを使用して、スキーマを含むモジュールの詳細を返します。

// Template that uses My::S3::SampleBucket::MODULE
{
"Parameters": {
"BucketName": {
"Description": "Name for your sample bucket",
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyBucket": {
"Type": "My::S3::SampleBucket::MODULE",
"Properties": {
"BucketName": {
"Ref": "BucketName"
}
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}
},
"exampleQueue": {
"Type": "AWS::SQS::Queue",
"Properties": {
"QueueName": {
"Ref": "MyBucket.S3Bucket"
}
}
}

},
"Outputs": {
"BucketArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MyBucket",
"S3Bucket.Arn"
]
}
}
}
}

Parameters:
BucketName:
Description: Name for your sample bucket
Type: String
Resources:
MyBucket:
Type: My::S3::SampleBucket::MODULE
Properties:
BucketName: !Ref BucketName
exampleQueue:
Type: AWS::SQS::Queue
Properties:
QueueName: !Ref MyBucket.S3Bucket
Outputs:
BucketArn:
Value: !GetAtt MyBucket.S3Bucket.Arn

モジュールを使用するときの考慮事項
• モジュールは追加料金なしで使用できます。スタック内でそれらのモジュールが解決したリソースに対
してのみお支払いいただきます。
• CloudFormation クォータ (スタックで許可されるリソースの最大数、テンプレート本文の最大サイズな
ど) は、テンプレートに含まれるリソースがモジュールから取得されているかどうかにかかわらず、処
理されたテンプレートに適用されます。詳細については、AWS CloudFormation クォータを参照してく
ださい。
• スタックレベルで指定するタグは、モジュールから派生した個々のリソースに割り当てられます。
• モジュールレベルで指定されたヘルパースクリプトは、CloudFormation がテンプレートを処理するとき
に、モジュールに含まれる個々のリソースには伝達されません。
• モジュールで指定された出力は、テンプレートレベルで出力に伝播されます。
各出力には、モジュールで定義されたモジュールの論理名と出力名を連結した論理 ID が割り当てられま
す。出力の詳細については、出力を参照してください。
• モジュールで指定されたパラメータは、テンプレートレベルのパラメータには伝達されません。
ただし、モジュールレベルのパラメータを参照するテンプレートレベルのパラメータを作成できます。
詳細については、「 パラメータを使用してモジュール値を指定する 」をご参照ください。
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モジュールの登録とバージョン管理
CloudFormation レジストリを使用して、アカウントとリージョンのモジュールを登録および管理します。
詳細については、AWS CloudFormation レジストリを使用するを参照してください。
特定のアカウントとリージョンに、同じモジュールの複数のバージョンを登録できます。次の考慮事項に
注意が必要です。
• モジュールを使用するアカウントとリージョンに、モジュールを登録する必要があります。
• スタックオペレーション中、CloudFormation は、スタックオペレーションが実行されているアカウント
およびリージョンで、デフォルトバージョンとして現在登録されているモジュールの任意のバージョン
を使用します。これには、他のモジュールにネストされているモジュールも含まれます。
したがって、異なるアカウントまたはリージョンで、同じモジュールの異なるバージョンをデフォルト
バージョンとして登録している場合、同じテンプレートを使用すると、異なる結果になる可能性がある
ことに注意してください。
詳細については、「 使用する拡張機能のバージョンを指定する 」を参照してください。
• スタックオペレーション中、CloudFormation は、スタックオペレーションが実行されているアカウント
およびリージョンで、デフォルトバージョンとして現在登録されているリソースの任意のバージョンを
使用します。これには、モジュールを含めることによって生成されたリソースが含まれます。
• モジュールのデフォルトバージョンを変更しても、スタックの更新オペレーションは開始されません。
ただし、次にそのモジュールを含むテンプレート (スタックの更新など) でスタックオペレーションを実
行すると、CloudFormation は新しいデフォルトバージョンをオペレーションで使用します。
これに関する例外の 1 つは、以下で説明するように、[use previous template] オプションを指定してス
タックの更新を実行することです。
• スタックの更新オペレーションで、[use previous template] (以前のテンプレートを使用) オプションを指
定すると、CloudFormation はスタック更新のために以前に処理されたテンプレートを使用し、モジュー
ルに加えた変更については再処理しません。
• 一貫した結果を保証するために、スタックセットで使用するためにスタックテンプレートにモジュール
を含める場合は、スタックインスタンスをデプロイする予定のすべてのアカウントとリージョンで、同
じバージョンのモジュールがデフォルトバージョンとして設定されていることを確認する必要がありま
す。これは、他のモジュールにネストされているモジュールの場合を含みます。スタックセットの詳細
については、「スタックセットの操作」を参照してください。
モジュールの新しいバージョンの登録、またはモジュールのデフォルトバージョンの変更の詳細について
は、AWS CloudFormation レジストリの使用を参照してください。

アカウントで使用するためのパブリックモジュールの
アクティブ化
アカウントとリージョンでパブリックモジュールを正常にアクティブ化するには、モジュールに含まれる
サードパーティーのパブリック拡張機能 (リソースまたはモジュール) ごとに次の要件が満たされている必
要があります。
• この拡張機能は、アカウントとリージョンで既にアクティブ化されている必要があります。
モジュール内の拡張機能がタイプ名のエイリアスを使用している場合、拡張機能は同じタイプ名のエ
イリアスを使用してアカウントとリージョンに登録する必要があります。詳細については、Specifying
aliases to refer to extensions を参照してください。
• 現在アクティブ化されている拡張機能のバージョンは、モジュールで指定された拡張機能のサポートさ
れているメジャーバージョンのいずれかである必要があります。詳細については、CloudFormation CLI
ユーザーガイドの Model requirements for publishing a public module を参照してください。
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正しいサードパーティーパブリック拡張機能および拡張機能バージョンがアクティブ化されていない場
合、CloudFormation はモジュールを正常にアクティブ化する前にアクティブ化する必要がある拡張機能や
バージョンをリストする際に発生するエラーでオペレーションに失敗します。

AWS CloudFormation を使用して CodeDeploy を通
じて ECS ブルー/グリーンデプロイを実行する
CloudFormation を使用して、AWS CodeDeploy を通じて ECS ブルー/グリーンデプロイを実行できます。
ブルー/グリーンデプロイは、CodeDeploy が提供する安全なデプロイ戦略で、アプリケーションバージョ
ンの変更による中断を最小限に抑えます。これは、新しいアプリケーション環境 (グリーン) を作成し、ラ
イブトラフィックを処理している現在のアプリケーション (ブルー) とともに作成します。これにより、ラ
イブトラフィックがブルーからグリーンにルーティングされ、その後、ブルーのリソースをオフにする前
に、グリーン環境の監視とテストに一定の時間がかかります。
CloudFormation を使用して ECS ブルー/グリーンデプロイを実行する場合は、まず、使用するトラフィッ
クルーティングとスタビライズ設定を指定するなど、ブルーとグリーンの両方のアプリケーション環境の
リソースを定義するスタックテンプレートを作成します。次に、そのテンプレートからスタックを作成し
ます。これにより、ブルー (現在の) アプリケーションが生成されます。CloudFormation はスタックの作成
中にブルーのリソースのみを作成します。グリーンデプロイのリソースは、必要になるまで作成されませ
ん。
その後、将来のスタックの更新で、ブルーのアプリケーションでタスク定義またはタスクセットリソース
を更新した場合、CloudFormation は次のことを行います。
• 必要なグリーンアプリケーション環境リソースをすべて生成する
• 指定されたトラフィックルーティングパラメータに基づいてトラフィックをシフトする
• 青色のリソースを削除する
グリーンデプロイが成功してファイナライズされる前の任意の時点でエラーが発生した場
合、CloudFormation は、グリーンデプロイ全体が開始される前の状態にスタックをロールバックします。
CloudFormation がスタックでブルー/グリーンデプロイを実行できるようにするには、スタックテンプ
レートに次の情報を含めます。
• テンプレート内の AWS::CodeDeployBlueGreen トランスフォームを呼び出す Transform セクショ
ンと、AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを呼び出す Hook セクション。
• スタックの更新中に置き換えられた場合に、ブルー/グリーンデプロイをトリガーする ECS リ
ソースの少なくとも 1 つ。現在、これらのリソースは AWS::ECS::TaskDefinition および
AWS::ECS::TaskSet です。
その後、CloudFormation でリソースを置き換える必要がある上記のリソースのプロパティを更新するス
タック更新を開始すると、CloudFormation は上記のようにブルー/グリーンデプロイを実行します。リ
ソースの更新動作の詳細については、「スタックリソースの更新動作」を参照してください。
場合によっては、スタックを作成する前に、ブルー/グリーンデプロイを有効にするためにスタックテンプ
レートを設定することをお勧めします。ただし、CloudFormation でブルー/グリーンデプロイを既存のス
タックに実行させる機能を追加することもできます。これを行うには、スタックの既存のテンプレートに
必要な情報を追加します。
さらに、スタックの更新を開始する前に、CloudFormation でグリーンデプロイの変更セットを生成するこ
とをお勧めします。これにより、スタックに加えられる実際の変更を確認できます。
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CloudFormation リソースを使用したブルー/グリーン
デプロイのモデリング
CloudFormation を通じて CodeDeploy を使用して ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するには、テン
プレートに Amazon ECS サービスとロードバランサーなど、デプロイをモデル化するリソースを含める
必要があります。これらのリソースが表す内容の詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの
「Amazon ECS デプロイを開始する前に」をご参照ください。
要件

リソース

必須/オプション

置き換えられた場合、
ブルー/グリーンデプロ
イをトリガーします。

Amazon ECS クラス
ター

AWS::ECS::Cluster

省略可能。デフォルト
のクラスターを使用で
きます。

いいえ

Amazon ECS サービス

AWS::ECS::Service

必須。

いいえ

アプリケーションま
たは Network Load
Balancer

AWS::ECS::Service
LoadBalancer

必須。

いいえ

本稼働リスナー

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
必須。

いいえ

テストリスナー

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
省略可能。

いいえ

2 つのターゲットグルー
プ

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
必須。

いいえ

Amazon ECS タスク定
義

AWS::ECS::TaskDefinition 必須。

はい

Amazon ECS アプリ
ケーション用のコンテ
ナ

AWS::ECS::TaskDefinition 必須。
ContainerDefinition
Name

いいえ

置き換えタスクセット
用のポート

AWS::ECS::TaskDefinition 必須。
PortMapping
ContainerPort

いいえ

グリーンデプロイをトリガーするリソースの更新
次の ECS リソースの置き換えが必要なプロパティを更新するスタック更新を実行する
と、CloudFormation はグリーンデプロイを開始します。
• AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS::ECS::TaskSet
リソースの置き換えを必要としないこれらのリソースのプロパティを更新しても、グリーンデプロイはト
リガーされません。
上記のリソースに対する更新と、同じスタック更新内の他のリソースに対する更新を含めることはできま
せん。上記のリスト内のリソースと、同じスタック内の他のリソースを更新する必要がある場合は、次の
いずれかの操作を行います。
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• 2 つの別々のスタック更新操作を実行します。1 つは上記のリソースに対する更新のみを含み、もう 1
つは他のリソースに対する変更を含む別のスタック更新操作です。
• テンプレートから Transform および Hook セクションを削除し、スタックの更新を実行します。この
場合、CloudFormation はグリーンデプロイを実行しません。

CloudFormation を使用して ECS ブルー/グリーンデプ
ロイメントを管理する際の考慮事項
CloudFormation を使用してブルー/グリーンデプロイを定義する場合は、次の点を考慮する必要がありま
す。
• 「ECS ブルー/グリーンデプロイをトリガーするリソースの更新」で説明されているように、特定のリ
ソースに対する更新のみがグリーンデプロイを開始します。
• 「ECS ブルー/グリーンデプロイをトリガーするリソースの更新」で説明されているように、グリーンデ
プロイを開始するリソースへの更新と他のリソースへの更新を同じスタック更新に含めることはできま
せん。
• デプロイターゲットとして指定できる ECS サービスは、1 つだけです。
• CloudFormation によって難読化された値を持つパラメータは、グリーンデプロイ時に CodeDeploy サー
ビスによって更新できず、エラーやスタックの更新に失敗します。具体的には次のとおりです。
• NoEcho 属性で定義されたパラメータ。
• 動的な参照を使用して外部サービスから値を取得するパラメータ。詳細については、「動的な参照を
使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。
• まだ進行中のグリーンデプロイをキャンセルするには、CodeDeploy または ECS ではな
く、CloudFormation でスタックの更新をキャンセルします。詳細については、「スタック更新のキャン
セル」を参照してください。(更新が完了した後にキャンセルすることはできません。ただし、以前の設
定を使用してスタックを再度更新することはできます。
• ブルー/グリーン ECS デプロイを定義するテンプレートでは、出力値の宣言や他のスタックからの値の
インポートは現在サポートされていません。
• ブルー/グリーン ECS デプロイを定義するテンプレートでは、既存のリソースのインポートは現在サ
ポートされていません。
• ネストされたスタックリソースを含むテンプレートでは、AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを
使用できません。
• ネストされたスタックでは AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを使用できません。
CloudFormation を使用して CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイを実行する方法の詳細につ
いては、CodeDeploy のみを使用した標準の Amazon ECS デプロイとは異なります。AWS CodeDeploy
ユーザーガイドの Differences between Amazon ECS Blue/Green deployments through CloudFormation
and standard Amazon ECS deployments を参照してください。

ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するためのテン
プレートの準備
スタックでブルー/グリーンデプロイメントを有効にするには、スタックの更新を実行する前に、以下のセ
クションをスタックテンプレートに含めます。
• AWS::CodeDeployBlueGreen 変換への参照をテンプレートに追加します。
"Transform": [
"AWS::CodeDeployBlueGreen"
],
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• AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを呼び出し、デプロイのプロパティを指定する Hook セク
ションを追加します。以下のテンプレートリファレンスを参考にしてください。
• Resources セクションで、デプロイのブルーとグリーンのリソースを定義します。
これらのセクションは、最初にテンプレートを作成するときに (つまり、スタック自体を作成する前に) 追
加することも、スタック更新を実行する前に既存のテンプレートに追加することもできます。新しいス
タックにブルー/グリーンデプロイを指定した場合、CloudFormation では、スタック作成時にブルーのリ
ソースのみが作成されます— グリーンデプロイ用のリソースは、スタックの更新中に必要になるまで作成
されません。

ブルー/グリーンデプロイの変更セットの確認
グリーンデプロイを開始するスタックの更新を実行する前に、変更セットを作成することを強くお勧めし
ます。これにより、スタックの更新を実行する前にスタックに加えられる実際の変更を確認できます。
リソースの変更は、スタックの更新中に実行される順序で表示されない場合があることに注意してくださ
い。詳細については、「変更セットを使用したスタックの更新」を参照してください。

ブルー/グリーンデプロイのスタックイベントの表示
ECS デプロイの各ステップで生成されたスタックイベントは、スタックページのEventsタブ、および
AWS CLIを使用して表示できます。詳細については、「スタック更新の進行状況の監視」を参照してくだ
さい。

テンプレートリファレンス
"Hooks": {
"Logical ID": {
"Properties": {
"TrafficRoutingConfig": {
"Type": "Traffic routing type"
"TimeBasedCanary": {
"StepPercentage": Integer,
"BakeTimeMins": Integer
}
"TimeBasedLinear": {
"StepPercentage": Integer,
"BakeTimeMins": Integer
}
},
"AdditionalOptions": {
"TerminationWaitTimeInMinutes": Integer
},
"LifecycleEventHooks": {
"BeforeInstall": "FunctionName",
"AfterInstall": "FunctionName",
"AfterAllowTestTraffic": "FunctionName",
"BeforeAllowTraffic": "FunctionName",
"AfterAllowTraffic": "FunctionName"
},
"ServiceRole": "CodeDeployServiceRoleName",
"Applications": [{
"Target": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"LogicalID": "Resource Logical ID"
},
"ECSAttributes": {
"TaskDefinitions": ["AWS::ECS::TaskDefinition Resource Logical ID
(Blue)", "AWS::ECS::TaskDefinition Resource Logical ID (Green)"],
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"TaskSets": ["AWS::ECS::TaskSet Resource Logical ID (Blue)",
"AWS::ECS::TaskSet Resource Logical ID (Green)"],
"TrafficRouting": {
"ProdTrafficRoute": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"LogicalID": "Resource Logical ID (Production)"
},
"TestTrafficRoute": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"LogicalID": "Resource Logical ID (Test)"
},
"TargetGroups": [
"AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Resource Logical ID
(Blue)",
"AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Resource Logical ID
(Green)"
]
}
}
}
]
},
"Type": "AWS::CodeDeploy::BlueGreen"
}

プロパティ
Logical ID
論理 ID は英数字（A-Za-z0-9）とし、テンプレート内で一意である必要があります。
Required: Yes
Properties
フックのプロパティ。
Required: Yes
TrafficRoutingConfig
トラフィックルーティングの設定値。
Required: No
デフォルトの設定は、時間ベースのカナリアトラフィックシフトで、15% のステップ率と 5
分間のベイク時間があります。
Type
デプロイ設定で使用されるトラフィックシフトのタイプ。
有効値: AllAtOnce | TimeBasedCanary | TimeBasedLinear
Required: Yes
TimeBasedCanary
デプロイの 1 つのバージョンから別のバージョンにトラフィックを 2 つずつシフト
する設定を指定します。
Required: Conditional: トラフィックルーティングタイプとして TimeBasedCanary
を指定する場合は、TimeBasedCanary パラメータを含める必要があります。
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StepPercentage
TimeBasedCanary デプロイの最初の増分でシフトするトラフィックの割合。
ステップの割合は 14% 以上である必要があります。
Required: No
BakeTimeMins
TimeBasedCanary デプロイの 1 番目と 2 番目のトラフィックシフトの間の分
数。
Required: No
TimeBasedLinear
1 つのデプロイバージョンから別のデプロイバージョンにトラフィックを同じ増分
で、各増分間隔を分単位でシフトする設定を指定します。
Required: Conditional: トラフィックルーティングタイプとして TimeBasedLinear
を指定する場合は、TimeBasedLinear パラメータを含める必要があります。
StepPercentage
TimeBasedLinear デプロイの各増分開始時にシフトされるトラフィックの割
合。ステップの割合は 14% 以上である必要があります。
Required: No
BakeTimeMins
TimeBasedLinear デプロイの各増分トラフィックシフト間隔 (分)。
Required: No
AdditionalOptions
ブルー/グリーンデプロイの追加オプション。
Required: No
TerminationWaitTimeInMinutes
ブルーリソースを終了するまでの待機時間を分単位で指定します。
Required: No
LifecycleEventHooks
ライフサイクルイベントフックを使用して、CodeDeploy がデプロイを検証するために呼
び出すことができる Lambda 関数を指定します。デプロイライフサイクルイベントに対し
て、同じ関数または別の関数を使用することもできます。検証テストが完了すると、Lambda
AfterAllowTraffic 関数は CodeDeploy を呼び戻し、Succeeded または Failed の結果を配信
します。
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「AppSpec の「フック」セクション」
をご参照ください。
Required: No
BeforeInstall
置き換えタスクセットが作成される前にタスクを実行するために使用する関数。
Required: No
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AfterInstall
置き換えタスクセットが作成され、ターゲットグループの 1 つがそれに関連付けられた
後、タスクを実行するために使用する関数。
Required: No
AfterAllowTestTraffic
テストリスナーが置き換えタスクセットにトラフィックを提供した後、タスクを実行す
るために使用する関数。
Required: No
BeforeAllowTraffic
2 番目のターゲットグループが置き換えタスクセットに関連付けられた後、トラフィッ
クが置き換えタスクセットに移行される前に、タスクを実行するために使用する関数。
Required: No
AfterAllowTraffic
2 番目のターゲットグループが置き換えタスクセットにトラフィックを提供した後、タ
スクを実行するために使用する関数。
Required: No
ServiceRole
ブルー/グリーンデプロイの実行に使用する CloudFormation の実行ロール。必要なアクセス
許可のリストについては、「ブルー/グリーンデプロイに必要な IAM アクセス許可」を参照し
てください。
Required: Yes
Applications
Amazon ECS アプリケーションのプロパティを指定します。
Required: Yes
Target
Required: Yes
Type
リソースのタイプ。
Required: Yes
LogicalID
リソースの論理 ID。
Required: Yes
ECSAttributes
Amazon ECS アプリケーションデプロイのさまざまな要件を表すリソース。
Required: Yes
TaskDefinitions
Amazon ECS アプリケーションを含む Docker コンテナを実行するための
AWS::ECS::TaskDefinition リソースの論理 ID。
Required: Yes
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TaskSets
アプリケーションのタスクセットとして使用する AWS::ECS::TaskSet リソースの
論理 ID。
Required: Yes
TrafficRouting
トラフィックルーティングに使用するリソースを指定します。
Required: Yes
ProdTrafficRoute
ターゲットグループにトラフィックを指示するためのロードバランサーにより
使用されるリスナー。
Required: Yes
Type
リソースのタイプAWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Required: Yes
LogicalID
リソースの論理 ID。
Required: Yes
TestTrafficRoute
ターゲットグループにトラフィックを指示するためのロードバランサーにより
使用されるリスナー。
Required: Yes
Type
リソースのタイプAWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Required: Yes
LogicalID
リソースの論理 ID。
Required: No
TargetGroups
登録されたターゲットにトラフィックをルーティングするためのターゲットグ
ループとして使用するリソースの論理 ID。
Required: Yes
Type
フックのタイプ。AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Required: Yes

ブルー/グリーンデプロイに必要な IAM アクセス許可
CloudFormation がブルー/グリーンデプロイを正常に実行するには、次の CodeDeploy アクセス権限が必
要です。
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• codedeploy:Get*
• codedeploy:CreateCloudFormationDeployment
詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの CodeDeploy のアクション、
リソース、および条件キーを参照してください。

テンプレートの例
次の例では、CodeDeploy を使用して ECS ブルー/グリーンデプロイを設定します。トラフィックルー
ティングの進行状況は、ステップごとに 15% で、各ステップ間で 5 分の安定化期間を設定します。テン
プレートを使用してスタックを作成すると、デプロイの初期設定がプロビジョニングされます。
その後、リソースの置き換えを必要とする "BlueTaskSet" リソースのプロパティーに変更を加えた場
合、CloudFormation はスタックの更新の一部としてグリーンのデプロイを開始します。

JSON
{

"Parameters": {
"Vpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC::Id"
},
"Subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet::Id"
},
"Subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet::Id"
}
},
"Transform": [
"AWS::CodeDeployBlueGreen"
],
"Hooks": {
"CodeDeployBlueGreenHook": {
"Properties": {
"TrafficRoutingConfig": {
"Type": "TimeBasedCanary",
"TimeBasedCanary": {
"StepPercentage": 15,
"BakeTimeMins": 5
}
},
"Applications": [
{
"Target": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"LogicalID": "ECSDemoService"
},
"ECSAttributes": {
"TaskDefinitions": [
"BlueTaskDefinition",
"GreenTaskDefinition"
],
"TaskSets": [
"BlueTaskSet",
"GreenTaskSet"
],
"TrafficRouting": {
"ProdTrafficRoute": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"LogicalID": "ALBListenerProdTraffic"
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]

}

}

}

},
"TargetGroups": [
"ALBTargetGroupBlue",
"ALBTargetGroupGreen"
]

},
"Type": "AWS::CodeDeploy::BlueGreen"

}
},
"Resources": {
"ExampleSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Security group for ec2 access",
"VpcId": {
"Ref": "Vpc"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 8080,
"ToPort": 8080,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
},
"ALBTargetGroupBlue": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties": {
"HealthCheckIntervalSeconds": 5,
"HealthCheckPath": "/",
"HealthCheckPort": "80",
"HealthCheckProtocol": "HTTP",
"HealthCheckTimeoutSeconds": 2,
"HealthyThresholdCount": 2,
"Matcher": {
"HttpCode": "200"
},
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP",
"Tags": [
{
"Key": "Group",
"Value": "Example"
}
],
"TargetType": "ip",
"UnhealthyThresholdCount": 4,
"VpcId": {
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}

"Ref": "Vpc"

}
},
"ALBTargetGroupGreen": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties": {
"HealthCheckIntervalSeconds": 5,
"HealthCheckPath": "/",
"HealthCheckPort": "80",
"HealthCheckProtocol": "HTTP",
"HealthCheckTimeoutSeconds": 2,
"HealthyThresholdCount": 2,
"Matcher": {
"HttpCode": "200"
},
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP",
"Tags": [
{
"Key": "Group",
"Value": "Example"
}
],
"TargetType": "ip",
"UnhealthyThresholdCount": 4,
"VpcId": {
"Ref": "Vpc"
}
}
},
"ExampleALB": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Scheme": "internet-facing",
"SecurityGroups": [
{
"Ref": "ExampleSecurityGroup"
}
],
"Subnets": [
{
"Ref": "Subnet1"
},
{
"Ref": "Subnet2"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Group",
"Value": "Example"
}
],
"Type": "application",
"IpAddressType": "ipv4"
}
},
"ALBListenerProdTraffic": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [
{
"Type": "forward",
"ForwardConfig": {
"TargetGroups": [

API バージョン 2010-05-15
674

AWS CloudFormation ユーザーガイド
テンプレートの例
{

}

}

]

}

"TargetGroupArn": {
"Ref": "ALBTargetGroupBlue"
},
"Weight": 1

],
"LoadBalancerArn": {
"Ref": "ExampleALB"
},
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP"

}
},
"ALBListenerProdRule": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [
{
"Type": "forward",
"ForwardConfig": {
"TargetGroups": [
{
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ALBTargetGroupBlue"
},
"Weight": 1
}
]
}
}
],
"Conditions": [
{
"Field": "http-header",
"HttpHeaderConfig": {
"HttpHeaderName": "User-Agent",
"Values": [
"Mozilla"
]
}
}
],
"ListenerArn": {
"Ref": "ALBListenerProdTraffic"
},
"Priority": 1
}
},
"ECSTaskExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
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]
},
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"
]

}
},
"BlueTaskDefinition": {
"Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties": {
"ExecutionRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"ECSTaskExecutionRole",
"Arn"
]
},
"ContainerDefinitions": [
{
"Name": "DemoApp",
"Image": "nginxdemos/hello:latest",
"Essential": true,
"PortMappings": [
{
"HostPort": 80,
"Protocol": "tcp",
"ContainerPort": 80
}
]
}
],
"RequiresCompatibilities": [
"FARGATE"
],
"NetworkMode": "awsvpc",
"Cpu": "256",
"Memory": "512",
"Family": "ecs-demo"
}
},
"ECSDemoCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster",
"Properties": {}
},
"ECSDemoService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "ECSDemoCluster"
},
"DesiredCount": 1,
"DeploymentController": {
"Type": "EXTERNAL"
}
}
},
"BlueTaskSet": {
"Type": "AWS::ECS::TaskSet",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "ECSDemoCluster"
},
"LaunchType": "FARGATE",
"NetworkConfiguration": {
"AwsVpcConfiguration": {
"AssignPublicIp": "ENABLED",
"SecurityGroups": [
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{

"Ref": "ExampleSecurityGroup"

}

],
"Subnets": [
{
"Ref": "Subnet1"
},
{
"Ref": "Subnet2"
}
]

}
},
"PlatformVersion": "1.4.0",
"Scale": {
"Unit": "PERCENT",
"Value": 100
},
"Service": {
"Ref": "ECSDemoService"
},
"TaskDefinition": {
"Ref": "BlueTaskDefinition"
},
"LoadBalancers": [
{
"ContainerName": "DemoApp",
"ContainerPort": 80,
"TargetGroupArn": {
"Ref": "ALBTargetGroupBlue"
}
}
]

}

}

}
},
"PrimaryTaskSet": {
"Type": "AWS::ECS::PrimaryTaskSet",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "ECSDemoCluster"
},
"Service": {
"Ref": "ECSDemoService"
},
"TaskSetId": {
"Fn::GetAtt": [
"BlueTaskSet",
"Id"
]
}
}
}

YAML
Parameters:
Vpc:
Type: 'AWS::EC2::VPC::Id'
Subnet1:
Type: 'AWS::EC2::Subnet::Id'
Subnet2:
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Type: 'AWS::EC2::Subnet::Id'
Transform:
- 'AWS::CodeDeployBlueGreen'
Hooks:
CodeDeployBlueGreenHook:
Properties:
TrafficRoutingConfig:
Type: TimeBasedCanary
TimeBasedCanary:
StepPercentage: 15
BakeTimeMins: 5
Applications:
- Target:
Type: 'AWS::ECS::Service'
LogicalID: ECSDemoService
ECSAttributes:
TaskDefinitions:
- BlueTaskDefinition
- GreenTaskDefinition
TaskSets:
- BlueTaskSet
- GreenTaskSet
TrafficRouting:
ProdTrafficRoute:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
LogicalID: ALBListenerProdTraffic
TargetGroups:
- ALBTargetGroupBlue
- ALBTargetGroupGreen
Type: 'AWS::CodeDeploy::BlueGreen'
Resources:
ExampleSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Security group for ec2 access
VpcId: !Ref Vpc
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 8080
ToPort: 8080
CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 0.0.0.0/0
ALBTargetGroupBlue:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
HealthCheckIntervalSeconds: 5
HealthCheckPath: /
HealthCheckPort: '80'
HealthCheckProtocol: HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds: 2
HealthyThresholdCount: 2
Matcher:
HttpCode: '200'
Port: 80
Protocol: HTTP
Tags:
- Key: Group
Value: Example
TargetType: ip
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UnhealthyThresholdCount: 4
VpcId: !Ref Vpc
ALBTargetGroupGreen:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
HealthCheckIntervalSeconds: 5
HealthCheckPath: /
HealthCheckPort: '80'
HealthCheckProtocol: HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds: 2
HealthyThresholdCount: 2
Matcher:
HttpCode: '200'
Port: 80
Protocol: HTTP
Tags:
- Key: Group
Value: Example
TargetType: ip
UnhealthyThresholdCount: 4
VpcId: !Ref Vpc
ExampleALB:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Scheme: internet-facing
SecurityGroups:
- !Ref ExampleSecurityGroup
Subnets:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
Tags:
- Key: Group
Value: Example
Type: application
IpAddressType: ipv4
ALBListenerProdTraffic:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
ForwardConfig:
TargetGroups:
- TargetGroupArn: !Ref ALBTargetGroupBlue
Weight: 1
LoadBalancerArn: !Ref ExampleALB
Port: 80
Protocol: HTTP
ALBListenerProdRule:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
ForwardConfig:
TargetGroups:
- TargetGroupArn: !Ref ALBTargetGroupBlue
Weight: 1
Conditions:
- Field: http-header
HttpHeaderConfig:
HttpHeaderName: User-Agent
Values:
- Mozilla
ListenerArn: !Ref ALBListenerProdTraffic
Priority: 1
ECSTaskExecutionRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
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Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ecs-tasks.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy'
BlueTaskDefinition:
Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition'
Properties:
ExecutionRoleArn: !GetAtt
- ECSTaskExecutionRole
- Arn
ContainerDefinitions:
- Name: DemoApp
Image: 'nginxdemos/hello:latest'
Essential: true
PortMappings:
- HostPort: 80
Protocol: tcp
ContainerPort: 80
RequiresCompatibilities:
- FARGATE
NetworkMode: awsvpc
Cpu: '256'
Memory: '512'
Family: ecs-demo
ECSDemoCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
Properties: {}
ECSDemoService:
Type: 'AWS::ECS::Service'
Properties:
Cluster: !Ref ECSDemoCluster
DesiredCount: 1
DeploymentController:
Type: EXTERNAL
BlueTaskSet:
Type: 'AWS::ECS::TaskSet'
Properties:
Cluster: !Ref ECSDemoCluster
LaunchType: FARGATE
NetworkConfiguration:
AwsVpcConfiguration:
AssignPublicIp: ENABLED
SecurityGroups:
- !Ref ExampleSecurityGroup
Subnets:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
PlatformVersion: 1.4.0
Scale:
Unit: PERCENT
Value: 100
Service: !Ref ECSDemoService
TaskDefinition: !Ref BlueTaskDefinition
LoadBalancers:
- ContainerName: DemoApp
ContainerPort: 80
TargetGroupArn: !Ref ALBTargetGroupBlue
PrimaryTaskSet:
Type: 'AWS::ECS::PrimaryTaskSet'
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Properties:
Cluster: !Ref ECSDemoCluster
Service: !Ref ECSDemoService
TaskSetId: !GetAtt
- BlueTaskSet
- Id

AWS CloudFormation テンプレートでの正規表現の
使用
AWS CloudFormation テンプレート内では、正規表現 (regex と呼ばれることもあります) をさまざまな場
所で使用できます (たとえば、テンプレートパラメータ (p. 290)の作成時の AllowedPattern プロパ
ティ)。
CloudFormation の正規表現は、Java の正規表現の構文に準拠しています。この構文と構造の詳細につい
ては、Java のドキュメント (java.util.regex.Pattern) を参照してください。

Important
CloudFormation のテンプレートではオブジェクトとデータを指定するために JSON 構文を使用す
るため、すべての正規表現のバックスラッシュ文字に追加のバックスラッシュを追加する必要が
あります。そうでないと、JSON によってこれらの文字がエスケープ文字として解釈されます。
たとえば、数字を示す \d を正規表現に含める場合、JSON テンプレートでは \\d と記述する必
要があります。
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AWS CloudFormation StackSets の操
作
AWS CloudFormation StackSets は、複数のアカウントおよびリージョンのスタックを 1 度のオペレー
ションで、作成、更新、削除できるようにすることで、スタックの機能を拡張します。管理者アカウント
を使用して、AWS CloudFormation テンプレートを定義および管理し、指定の AWS リージョンの選択さ
れたターゲットアカウントにスタックをプロビジョニングする基盤としてテンプレートを使用します。

StackSets リージョンのサポートについては、「 StackSets リージョンのサポート 」を参照してくださ
い。
このセクションは、StackSets の使用開始に役立つほか、スタックセットの作成、更新、削除に伴う操作
やトラブルシューティングの手順に関する一般的な質問への回答を確認できます。
トピック
• StackSets の概念 (p. 683)
• スタックセットオペレーションの前提条件 (p. 688)
• AWS CloudFormation StackSets の開始方法 (p. 701)
• AWS CloudFormation StackSets のターゲットアカウントを設定する (p. 728)
• スタックセット内のアンマネージド型の設定変更の検出 (p. 729)
• AWS CloudFormation StackSets へのスタックのインポート (p. 737)
• ベストプラクティス (p. 741)
• AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレート (p. 742)
• AWS CloudFormation StackSets のトラブルシューティング (p. 742)
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StackSets の概念
StackSets を使用する場合は、スタックセット、スタックインスタンス、スタックを使用します。
トピック
• 管理者アカウントおよびターゲットアカウント (p. 683)
• スタックセット (p. 683)
• スタックセットのアクセス許可モデル (p. 683)
• スタックインスタンス (p. 684)
• スタックセットオペレーション (p. 684)
• スタックセットオペレーションのオプション (p. 685)
• タグ (p. 686)
• スタックセットおよびスタックインスタンスのステータスコード (p. 687)

管理者アカウントおよびターゲットアカウント
管理者アカウントは、スタックセットを作成する AWS アカウントです。サービスマネージド型のアクセ
ス許可を持つスタックセットの場合、管理者アカウントは組織の management account または委任され
た管理者アカウントです。スタックセットを管理するには、スタックセットを作成した AWS 管理者アカ
ウントにサインインします。ターゲットアカウントは、スタックセットの 1 つ以上のスタックを作成、更
新、削除するアカウントです。スタックセットを使用してターゲットアカウントにスタックを作成する前
に、管理者アカウントとターゲットアカウントの間に信頼関係をセットアップする必要があります。

スタックセット
スタックセットでは、1 つの CloudFormation テンプレートを使用して、複数のリージョンの AWS
アカウントにスタックを作成できます。各スタックに含まれるリソースはすべて、スタックセットの
CloudFormation テンプレートで定義されます。スタックセットを作成する際、使用するテンプレートに加
え、そのテンプレートで必要なパラメータや機能を指定します。
スタックセットを定義したら、指定したターゲットアカウントやリージョンでスタックを作成、更新、削
除できるようになります。スタックを作成、更新、削除する際、オペレーション設定 (オペレーションを
実行するリージョンの順序、スタックオペレーションを停止する障害耐性、スタックでオペレーションを
同時に実行するアカウント数など) を指定することもできます。
スタックセットはリージョンのリソースです。1 つのリージョンでスタックを作成した場合、他のリー
ジョンでそのスタックを表示または変更することはできません。

スタックセットのアクセス許可モデル
スタックセットは、セルフマネージド型のアクセス許可またサービスマネージド型のアクセス許可のいず
れかを使用して作成できます。
セルフマネージド型アクセス許可を使用する場合、アカウントとリージョン間でデプロイするために
StackSets で必要な IAM ロールを作成します。これらのロールは、スタックセットを管理するアカウント
とスタックインスタンスをデプロイするアカウントとの間に信頼できる関係を確立するために必要です。
このアクセス許可モデルを使用すると、StackSets は、 IAM ロールを作成するアクセス許可を持つ任意の
AWS アカウントにデプロイできます。
サービスマネージド型のアクセス許可を使用する場合、AWS Organizations が管理するアカウントにス
タックインスタンスをデプロイできます。このアクセス許可モデルを使用すると、必要な IAM ロールを作
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成する必要はありません。ユーザーに代わって StackSets が IAM ロールを作成します。このモデルでは、
将来組織に追加されるアカウントへの自動デプロイを有効にすることもできます。サービスマネージド型
のアクセス許可を使用してスタックセットを作成および管理する方法の詳細については、次のトピックを
参照してください。
• AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にする
• 委任された管理者の登録
• サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成

スタックインスタンス
スタックインスタンスは、リージョン内のターゲットアカウントのスタックへのリファレンスです。ス
タックインスタンスは、スタックがなくても存在することができます。たとえば、何らかの理由によりス
タックが作成されていない場合は、スタック作成の失敗理由がスタックインスタンスに表示されます。ス
タックインスタンスに関連付けられるスタックセットは、1 つのみです。
次の図は、スタックセット、スタックオペレーション、スタック間の論理関係を表しています。スタック
セットを更新すると、関連付けられているスタックインスタンスはすべて、すべてのアカウントおよび
リージョンで更新されます。

スタックセットオペレーション
スタックセットでは、以下の操作を実行できます。
スタックセットの作成
新しいスタックセットを作成するには、スタックの作成に使用する CloudFormation テンプレートの
指定、スタックを作成するターゲットアカウントの指定、ターゲットアカウントのスタックをデプロ
イする AWS リージョンの特定などを行います。スタックセットでは、選択したリージョン内の指定
したすべてのターゲットアカウントに対して同一の設定を使用して、同一のスタックリソースを一貫
してデプロイできます。
スタックセットの更新
スタックセットを更新したら、スタックセットのスタックに変更内容をプッシュします。スタック
セットは、以下のいずれかの方法で更新できます。テンプレートをアップデートすると必ずすべての
スタックに反映されます。スタックセットの一部スタックのテンプレートを選択してアップデートす
ることはできません。その他のスタックもアップデートされます。
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• テンプレートの既存の設定を変更するか (例: 特定のサービスのパラメータ設定の更新)、新しいリ
ソースを追加します (例: 新しい Amazon EC2 インスタンスの追加)。
• テンプレートを別のテンプレートに置き換えます。
• 既存のリージョンまたは追加リージョンの既存または追加のターゲットアカウントにスタックを追
加します。
スタックの削除
スタックを削除する場合は、指定したリージョン内の指定したターゲットアカウントから、スタック
および関連付けられているリソースを削除します。スタックは次の方法で削除できます。
• 一部のターゲットアカウントからスタックを削除し、実行中の他のターゲットアカウントの他のス
タックはそのままにしておきます。
• 一部のリージョンからスタックを削除し、実行中の他のリージョンのスタックはそのままにしてお
きます。
• スタックセットからスタックを削除しても保存されるため、[Retain Stacks (スタックの保持)] オプ
ションを選択して、引き続き、個別にスタックセットを実行できます。保持されているスタック
は、スタックセット外の AWS CloudFormation で管理されています。
• スタックセット全体を削除する準備段階として、スタックセット内のすべてのスタックを削除しま
す。
スタックセットの削除
スタックセットは、スタックセット内にスタックインスタンスが存在しない場合のみ、削除できま
す。

スタックセットオペレーションのオプション
このセクションで説明されているオプションを使用すると、スタックセットオペレーションを適切に実行
する上で許容されている障害時間や障害数を制御しやすくなるだけでなく、スタックリソースの損失を抑
えるのにも役立ちます。
同時アカウントの最大数
この設定は、ワークフローの作成、更新、削除に適用され、一度にオペレーションが実行されるター
ゲットアカウントの最大数または割合 (％) を指定することができます。数または割合 (%) が少ない場
合は、オペレーションが、一度に少数のターゲットアカウントで実行されていることを表します。オ
ペレーションは、一度に 1 つのリージョンで、[Deployment order (デプロイ順序)] ボックスで指定し
た順序で実行されます。たとえば、スタックを 2 つのリージョンの 10 のターゲットアカウントにデ
プロイした場合、[Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] を [50] と [By percentage
(割合)] に設定すると、スタックは最初のリージョンの 5 つのアカウント、次に最初のリージョンの次
の 5 つのアカウントにデプロイされた後、次のリージョンに移動し、最初の 5 つのターゲットアカウ
ントにデプロイされます。
[By percentage] (割合) を選択して、指定された割合 (%) が指定したアカウントの整数にならない場合
は、CloudFormation によって丸められます。例えば、スタックを 10 のターゲットアカウントにデプ
ロイし、[Maximum concurrent accounts] (同時アカウントの最大数) を [25] と [By percentage] (割合)
に設定した場合は、同時にデプロイされるスタック数は、CloudFormation によって 2.5 (設定できま
せん) から 2 に丸められます。
この設定では、オペレーションの最大値を指定できます。大規模なデプロイの場合、特定の状況下で
は、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのために低くなる可能性があ
ります。デプロイの最大速度は、スタックセットあたり 100 の同時スタックインスタンスです。
障害耐性
この設定は、ワークフローの作成、更新、削除で利用でき、各リージョンで発生する場合があるス
タックオペレーションの失敗の最大数や割合を指定できます。この値を超えると、オペレーション
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は CloudFormation によって自動的に停止されます。数値または割合 (%) が少ない場合は、オペレー
ションで実行されているスタックが少数であることを意味しますが、失敗したオペレーションのトラ
ブルシューティングをすばやく開始することができます。たとえば、10 のスタックを 3 つのリージョ
ン内の 10 のターゲットアカウントにデプロイした場合、[Failure tolerance (障害耐性)] を [20] と [By
percentage (割合)] に設定すると、オペレーションを続行するために、最大 2 つのスタックのアップ
デートがリージョン内で失敗することがあります。同リージョンの 3 番目のスタックで失敗した場
合、CloudFormation はオペレーションを停止します。最初のリージョンでスタックを更新できなかっ
た場合、更新オペレーションはそのリージョンで続行され、その後、次のリージョンに移行します。2
番目のスタックを 2 番目のリージョンで更新できない場合、障害耐性は 20% に達し、同リージョン
の 3 番目のスタックが失敗した場合、CloudFormation は更新オペレーションを停止し、次のリージョ
ンに移行することもありません。
[By percentage] (割合) を選択して、指定された割合 (%) が、各リージョン内のスタックの整数になら
ない場合、CloudFormation は切り捨てられます。例えば、スタックを 3 つのリージョンの 10 のター
ゲットアカウントにデプロイし、[Failure tolerance] (障害耐性) を [25] と [By percentage] (割合) に設
定した場合、リージョンあたりの障害耐性 2.5 (設定できません) は、CloudFormation によって 2 に切
り捨てられます。
スタックの保持
この設定は、スタックワークフローの削除に利用することができるだけでなく、スタックセット
から削除されても、スタックやリソースを引き続き実行することができます。スタックを保持する
と、AWS CloudFormation は、個別のアカウントとリージョンインタクトにスタックを残します。ス
タックはスタックセットから関連付けが解除されますが、スタックとそのリソースは保存されます。
スタックの削除オペレーションが完了したら、作成されたターゲットアカウント (管理者アカウント
ではありません) を使用して、CloudFormation で保持されているスタックを管理します。[Retaining
stacks (スタックの保持)] はスタックをスタックセットから恒久的に切り離します。スタックを元の
スタックセットに戻すことはできません。スタックを別のスタックセットに追加することもできませ
ん。
リージョンの同時実行
この設定は、作成、更新、および削除のワークフローで利用可能であり、StackSets をリージョンに
デプロイする方法を選択できます。
[Sequential (順次)] – リージョンのデプロイ失敗が指定された耐障害性を超えない限り、[Region
Deployment (リージョンのデプロイ)] オーダーボックスで指定されているように、一度に 1 つのリー
ジョンに StackSets 操作をデプロイします。デフォルトでは、順次デプロイが選択されています。
[Parallel (並列)] – リージョンのデプロイ失敗が指定された耐障害性を超えない限り、指定されたすべ
てのリージョンに StackSets 操作を並行してデプロイします。

タグ
スタックセットの作成オペレーションおよび更新オペレーション時にタグを追加するには、キーと値のペ
アを指定します。請求額とコストの配分を行うためにスタックセットリソースのソートおよびフィルタリ
ングを行う場合は、タグが便利です。AWS でのタグの使用方法に関する詳細については、『AWS Billing
and Cost Management ユーザーガイド』の「コスト配分タグの使用」を参照してください。キーと値のペ
アを指定したあと、[+] を選択してタグを保存します。タグの右側にある赤い X を選択すると、使用しな
くなったタグを削除できます。
スタックセットに適用するタグは、すべてのスタック、およびスタックで作成されるリソースに適用され
ます。タグは、スタック専用レベルで CloudFormation に追加できますが、このようなタグは、StackSets
で表示されない場合があります。
StackSets でシステム定義のタグが追加されることはありませんが、文字列 aws: を含むタグのキー名か
ら開始しないようにしてください。
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スタックセットおよびスタックインスタンスのステー
タスコード
AWS CloudFormation StackSets は、スタックセットオペレーションおよびスタックインスタンスのス
テータスコードを生成します。
スタックセットオペレーションのステータスコードを以下のテーブルに示します。
スタックセットオペレーションの
ステータス

説明

RUNNING

オペレーションは現在進行中です。

SUCCEEDED

オペレーションは、オペレーションの障害耐性を超えることなく
終了しました。

FAILED

オペレーションを完了できなかったスタックの数は、ユーザー定
義の障害耐性を超えました。オペレーション向けに設定した障
害耐性の値は、スタック作成およびスタック更新のオペレーショ
ン時に各リージョンに適用されます。リージョン内で失敗した
スタックの数が障害耐性を超えた場合、リージョン内のオペレー
ションのステータスは、FAILED に設定されます。オペレーショ
ン全体のステータスも FAILED に設定され、その他のリージョン
のオペレーションは CloudFormation によってキャンセルされま
す。

QUEUED

[Service-managed permissions] 一連の操作を必要とする自
動デプロイメントの場合、オペレーションはキューに入り、実行
されます。次に例を示します。
• アカウントをある組織単位 (OU) OU1 から別の組織単位 OU2 に
移動すると、自動デプロイがトリガーされます。StackSets は、
削除オペレーションを実行してターゲットリージョンのター
ゲット OU1 アカウントからスタックインスタンスを削除し、
ターゲットリージョンのターゲット OU2 アカウントにスタック
インスタンスを追加するための作成オペレーションをキューに
入れます。削除オペレーションが完了すると、StackSets は作成
オペレーションを実行します。
• OU にアカウント AccountA を追加すると、自動デプロイが
トリガーされます。StackSets は、ターゲットリージョンの
AccountA にスタックインスタンスを追加するための作成オペ
レーションを実行します。この作成オペレーションの実行中に
別のアカウント AccountB を OU に追加すると、StackSets は
2 番目の作成オペレーションをキューに入れます。最初の作成
オペレーションが完了すると、StackSets は 2 番目の作成オペ
レーションを実行して、ターゲットリージョンの AccountB に
スタックインスタンスを追加します。

STOPPING

ユーザーのリクエストにより、オペレーションは停止中です。

STOPPED

ユーザーのリクエストにより、オペレーションは停止しました。

スタックセット内のスタックインスタンスのステータスコードを次のテーブルに示します。
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スタックインスタンスの状態

説明

CURRENT

スタックは、スタックセットと同様、最新の状態です。

OUTDATED

スタックは、以下のいずれかの理由により、スタックセットと同
じ最新状態になっていません。
• 関連付けられたスタックの CreateStackSet オペレーション
または UpdateStackSet オペレーションが失敗した
• スタックが作成または更新される前に、失敗または停止した
CreateStackSet オペレーションまたは UpdateStackSet オ
ペレーションの一部である

INOPERABLE

DeleteStackInstances オペレーションが失敗し、不安
定な状態で放置されているこの状態のスタックは、今後の
UpdateStackSet オペレーションから除外されます。必要に応
じて、DeleteStackInstances を RetainStacks に設定して
true オペレーションを実行し、スタックインスタンスを削除しま
す。その後、手動でスタックを削除します。

CANCELLED

指定されたアカウントとリージョンでのオペレーションがキャン
セルされました。これは、ユーザーがスタックセットオペレー
ションを停止したか、スタックセットオペレーションの障害耐性
を超えたためです。

FAILED

指定されたアカウントとリージョンでのオペレーションに失敗し
ました。リージョン内の十分なアカウントでスタックセットオペ
レーションが失敗した場合、スタックセットオペレーション全体
の障害耐性を超える可能性があります。

PENDING

指定されたアカウントとリージョンでのオペレーションはまだ開
始されていません。

RUNNING

指定されたアカウントとリージョンでのオペレーションは現在進
行中です。

SUCCEEDED

指定されたアカウントとリージョンでのオペレーションが正常に
完了しました。

スタックセットオペレーションの前提条件
スタックセットでは複数のアカウントでスタックオペレーションが実行されるため、最初のスタックセッ
トの作成を開始する前に、AWS アカウントで定義される必要なアクセス許可が必要です。
セルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成するために必要なアクセス許可を設定す
るには、デフォルトで無効になっているリージョンを伴うスタックセットオペレーションの実行 (p. 689)
および セルフマネージド型のアクセス許可を付与する (p. 689)を参照してください。
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成するために必要なアクセス許可を
設定するには、デフォルトで無効になっているリージョンを伴うスタックセットオペレーションの実
行 (p. 689) および AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にします。 (p. 698)を参照してく
ださい。
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デフォルトで無効になっているリージョンを伴うス
タックセットオペレーションの実行
2019 年 3 月 20 日以降に導入されたアジアパシフィック (香港) などの AWS リージョンは、デフォルト
で無効になっています。これらのリージョンは使用前にアカウントで有効にする必要があります。このた
め、デフォルトで無効になっているリージョンにあるアカウントを含むスタックセットオペレーションを
実行する前に、以下の点を考慮してください。
• デフォルトで無効になっているリージョンで、スタックセットの管理者アカウント (自己管理権限を使
用している場合) または組織の管理アカウント (サービス管理権限を使用している場合) からスタック
セットを作成するには、最初に管理者アカウントまたは管理アカウントでそのリージョンを有効にする
必要があります。
• AWS CloudFormation で、スタックインスタンスを正常に作成または更新するには、以下が必要です。
• ターゲットアカウントは、そのターゲットアカウントで現在有効になっているリージョンに存在する
必要があります。
• スタックセットの管理者アカウントまたは組織の管理アカウントで、ターゲットアカウントと同じ
リージョンを有効にする必要があります。

Important
スタックセットのオペレーション中、管理者アカウントとターゲットアカウントは、アカウント
自体だけでなく、さらに関連するスタックセットおよびそれらのインスタンスに関するメタデー
タをやり取りします。
また、スタックセットのインスタンスがあるアカウントを含むリージョンを無効にした場合、必
要に応じて、そのようなインスタンスまたはリソースをすべて削除する必要があります。さら
に、無効にしたリージョンにあるターゲットアカウントに関するメタデータは、管理者アカウン
トに保持されます。
リージョンの有効化と無効化の詳細については、AWS 全般リファレンスの Managing AWS Regions を参
照してください。
トピック
• セルフマネージド型のアクセス許可を付与する (p. 689)
• AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にします。 (p. 698)
• 委任された管理者の登録 (p. 700)

セルフマネージド型のアクセス許可を付与する
サービスマネージド型のスタックセットを作成するために必要なアクセス許可を設定するには、「AWS
Organizations で信頼されたアクセスを有効にする」を参照してください。
セルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する前に、各アカウントに IAM ロールを
作成して、管理者アカウントとターゲットアカウントの間に信頼関係を確立する必要があります。
1. どの AWS アカウントが管理者アカウントであるかを判断します。
スタックセットはこの管理者アカウントで作成されます。ターゲットアカウントは、スタックセットに
属する個別のスタックを作成するアカウントです。
2. スタックセットのアクセス許可を構成する方法を決定します。
最も単純な (そして最も許容性の高い) アクセス許可設定は、管理者アカウントのすべてのユーザーと
グループに、そのアカウントで管理されているすべてのスタックセットを作成および更新するアクセス
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許可を付与することです。きめ細かな制御が必要な場合は、以下を指定するアクセス許可を設定できま
す。
• ターゲットアカウントを持つスタックセットオペレーションを実行できるユーザーとグループ。
• ユーザーとグループがスタックセットに含めることができるリソース。
• 特定のユーザーおよびグループが実行できるスタックセットオペレーション。
3. 管理者とターゲットアカウントに必要な IAM サービスロールを作成して、必要なアクセス許可を定義し
ます。

Important
管理者アカウントのロールは AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole
という名前にする必要があります。各ターゲットアカウントのロールは
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole という名前にする必要があります。

スタックセットオペレーションの基本アクセス許可の設定
最も単純な (そして最も許容性の高い) アクセス許可設定は、管理者アカウントのすべてのユーザーとグ
ループに、そのアカウントで管理されているすべてのスタックセットを作成および更新するアクセス許可
を付与することです。これを行うには、管理者とすべてのターゲットアカウントの IAM サービスロール
を作成します。管理者アカウントへのアクセス許可を持つユーザーは、ターゲットアカウントの任意のス
タックを作成、更新、または削除するアクセス許可を持ちます。
管理者アカウントとターゲットアカウントは、アカウント間の信頼関係を作成するサービスロールを設定
するとともに、テンプレートに記述されているリソースを作成および管理するためのアクセス許可をター
ゲットアカウントに付与する必要があります。
このようにアクセス許可を作成すると、スタックセットを作成または更新してもユーザーが管理者ロール
を渡すことはありません。

すべてのターゲットアカウントでスタックセットオペレーションを実行するために、管理者アカ
ウントのすべてのユーザーのアクセス許可を設定する
1.

管理者アカウントで、AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole という名前の IAM ロールを作
成します。ロールにはこの正確な名前が必要です。そのためには、以下の AWS CloudFormation テン
プレートからスタックを作成します。このテンプレートは https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole.yml でオンライ
ンで入手できます。このテンプレートで作成されたロールは、管理者アカウントで次のポリシーを有
効にします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
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}

]

}

"arn:aws:iam::*:role/AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
],
"Effect": "Allow"

次の信頼関係は、前のテンプレートによって作成されています。
{

}

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

デフォルトで無効になっているリージョンにあるターゲットアカウントにスタックインスタンスをデ
プロイするには、そのリージョンのリージョンサービスプリンシパルも含める必要があることに注意
してください。デフォルトで無効になっているリージョンごとに、独自のリージョンサービスプリン
シパルがあります。
エンドポイント一覧を含む、リージョンのエンドポイントの詳細については、AWS 全般のリファレン
スガイドの Regional endpoints を参照してください。
次の例には、デフォルトで無効になっているアジアパシフィック (香港) リージョンのリージョンサー
ビスプリンシパル (cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com) が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"cloudformation.amazonaws.com",
"cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

詳細については、「スタックセットオペレーションの前提条件」を参照してください。
2.

各ターゲットアカウントで、管理者アカウントを信頼する
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole という名前のサービスロールを作成します。ロールには
この正確な名前が必要です。そのためには、以下の AWS CloudFormation テンプレートからスタッ
クを作成します。このテンプレートは https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sampletemplates-us-east-1/AWSCloudFormationStackSetExecutionRole.yml でオンラインで入手できます。
このテンプレートを使用すると、ターゲットアカウントと信頼関係を持っている必要がある管理者ア
カウントの名前を指定するよう求められます。
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Important
このテンプレートは管理者アクセス権を付与することに注意してください。テンプレートを
使用してターゲットアカウント実行ロールを作成した後、ポリシーステートメントのアクセ
ス許可を、StackSets を使用して作成するリソースの種類にスコープする必要があります。
ターゲットアカウントサービスロールは、AWS CloudFormation テンプレートで指定されたすべての
オペレーションを実行するアクセス許可を必要とします。たとえば、テンプレートが S3 バケットを
作成している場合、S3 の新しいオブジェクトを作成するためのアクセス許可が必要です。ターゲット
アカウントは常に完全な AWS CloudFormation アクセス許可を必要とします。これには、スタックを
作成、更新、削除、および記述するためのアクセス許可が含まれます。このテンプレートで作成され
たロールは、ターゲットアカウントで次のポリシーを有効にします。
{

}

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

StackSets を機能させるには、各ターゲットアカウントの
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole ポリシーステートメントに S3、Amazon
SNS サービスアクション、およびリソースを追加する必要があります。サービス管理スタック
は、CloudFormation サービスアカウントの Amazon SNS トピックにアクセスするために必要なアク
セス許可を自動的に処理します。StackSets は、このアクセス許可を使用して、ターゲットアカウン
トと管理者アカウントのスタックインスタンスの状態を通知します。
CloudFormation 以外のサービスのリソースを使用するターゲットアカウントでスタックを
作成するには、それらのサービスアクションおよびリソースを、各ターゲットアカウントの
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole ポリシーステートメントに追加する必要がありま
す。以下の例に、StackSets に必要なアクセス許可を持つポリシーステートメントを示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":
[
"cloudformation:*",
"s3:*",
"sns:*"
],
"Resource": "*"
}
]

次の信頼関係は、テンプレートによって作成されています。管理者アカウントの ID
は、admin_account_id として表示されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::admin_account_id:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

既存のターゲットアカウントの実行ロールの信頼関係を設定して、管理者アカウントで特定のロール
を信頼できます。管理者アカウントでロールを削除し、代わりとなる新しいロールを作成する場合、
新しい管理者アカウントロールでターゲットアカウントの信頼関係を設定する必要があります。これ
は、前の例の admin_account_id によって表されます。

スタックセットオペレーションのアドバンストアクセス許可オプ
ションの設定
ユーザーとグループが 1 つの管理者アカウントを使用して作成しているスタックセットに対してきめ細か
な制御が必要な場合は、IAM ロールを使用して次の項目を指定できます。
• ターゲットアカウントを持つスタックセットオペレーションを実行できるユーザーとグループ。
• ユーザーとグループがスタックセットに含めることができるリソース。
• 特定のユーザーおよびグループが実行できるスタックセットオペレーション。

ターゲットアカウントへのアクセスを制御するアクセス許可を設定する
カスタマイズされた管理者ロールを使用して、どのユーザーおよびグループがどのターゲットアカウント
でスタックセットオペレーションを実行できるかを制御します。スタックセットオペレーションを実行す
る管理者アカウントのユーザーとターゲットアカウントを制御します。これを行うには、管理者アカウン
ト自体に AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole サービスロールを作成するのではなく、各ター
ゲットアカウントと特定のカスタマイズされた管理ロールの間に信頼関係を作成します。これで、特定の
ターゲットアカウントでスタックセットオペレーションを実行する際、特定のユーザーとグループが、カ
スタマイズされた管理者ロールを使用できるようになります。
たとえば、ロール A とロール B を管理者アカウント内に作成できます。ターゲットアカウント 1 ～ 8 に
アクセスする許可を ロール A に付与することができます。ターゲットアカウント 9 ～ 16 にアクセスする
許可を ロール B に付与することができます。

API バージョン 2010-05-15
693

AWS CloudFormation ユーザーガイド
セルフマネージド型のアクセス許可を付与する

必要なアクセス許可を設定するには、カスタマイズされた管理者ロールの定義、ターゲットアカウントの
サービスロールの作成、ユーザーへのアクセス許可の付与を行い、スタックセットオペレーションを実行
するときに、カスタマイズされた管理者ロールを渡す必要があります。
必要な許可を設定したときの一般的な動作は次のとおりです。スタックセットを作成する際、ユーザー
は、カスタマイズされた管理者を指定する必要があります。ユーザーには、AWS CloudFormation にロー
ルを渡すためのアクセス権限が必要です。さらに、カスタマイズされた管理者ロールには、スタックセッ
トに指定されたターゲットアカウントとの信頼関係が必要です。AWS CloudFormation ではスタックセッ
トを作成し、カスタマイズされた管理者ロールをこのスタックセットに関連付けます。スタックセット
を更新する場合、ユーザーはカスタマイズされた管理者ロールを明示的に指定する必要があります (こ
のスタックセットで以前に使用したのと同じカスタマイズされた管理者ロールである場合でも)。AWS
CloudFormation は、上記の要件に従い、このロールを使用してスタックを更新します。

ユーザーおよびグループが特定のターゲットアカウントでスタックセットオペレーションを実行
できるアクセス許可を設定する
1.

スタックセットごとに、ターゲットアカウントの AWSCloudFormationStackSetExecutionRole サービ
スロールを引き受けるアクセス許可を持つカスタマイズされた管理者ロールを作成します。
次のアクセス許可ポリシーに従って、カスタム名を指定してIAM サービスロールを作成します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::target_account_id:role/
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}

または、すべてのターゲットアカウントを指定する場合は、以下のアクセス許可ポリシーを使用しま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
],
"Effect": "Allow"
}
]

信頼関係を定義するロールを作成する際、次の信頼ポリシーを指定する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

API バージョン 2010-05-15
694

AWS CloudFormation ユーザーガイド
セルフマネージド型のアクセス許可を付与する
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "cloudformation.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

デフォルトで無効になっているリージョンにあるターゲットアカウントにスタックインスタンスをデ
プロイするには、そのリージョンのリージョンサービスプリンシパルも含める必要があることに注意
してください。デフォルトで無効になっているリージョンごとに、独自のリージョンサービスプリン
シパルがあります。
エンドポイント一覧を含む、リージョンのエンドポイントの詳細については、AWS 全般のリファレン
スガイドの Regional endpoints を参照してください。
次の例には、デフォルトで無効になっているアジアパシフィック (香港) リージョンのリージョンサー
ビスプリンシパル (cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com) が含まれています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"cloudformation.amazonaws.com",
"cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

詳細については、「スタックセットオペレーションの前提条件」を参照してください。
2.

ターゲットアカウントごとに、このアカウントで使用するカスタマイズされた管理者ロールを信頼す
る AWSCloudFormationStackSetExecutionRole という名前のサービスロールを作成します。

Important
ポリシーステートメントのアクセス許可を、StackSets を使用して作成中のリソースのタイ
プに絞り込む必要があります。
ターゲットアカウントサービスロールは、AWS CloudFormation テンプレートで指定されたすべての
オペレーションを実行するアクセス許可を必要とします。たとえば、テンプレートが S3 バケットを
作成している場合、S3 の新しいオブジェクトを作成するためのアクセス許可が必要です。ターゲット
アカウントは常に完全な AWS CloudFormation アクセス許可を必要とします。これには、スタックを
作成、更新、削除、および記述するためのアクセス許可が含まれます。
以下の例は、StackSets が機能するための最低限のアクセス許可を持つポリシーステートメントを
示します。AWS CloudFormation 以外のサービスのリソースを使用するターゲットアカウントでス
タックを作成するには、それらのサービスアクションおよびリソースを、各ターゲットアカウントの
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole アクセス許可ポリシーステートメントに追加する必要が
あります。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":
[
"cloudformation:*",
"s3:*",
"sns:*"
],
"Resource": "*"
}
]

信頼関係を定義するロールを作成する際、次の信頼ポリシーを指定する必要があります。
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::admin_account_id:role/customized_admin_role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

スタックセットオペレーション実行時に、カスタマイズされた管理者ロールを渡すことをユーザーに
許可します。
特定のスタックセットを作成または更新する際、カスタマイズされた適切な管理者ロールを渡すこと
ができるように、IAM アクセス許可ポリシーをユーザーまたはグループにアタッチします。詳細につ
いては、Granting a user permissions to pass a role to an AWS service を参照してください。以下の例
では、customized_admin_role は、ユーザーが渡す必要のある管理者ロールを意味します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/customized_admin_role"
}]

スタックリソースインクルードを制御するアクセス許可を設定する
カスタマイズされた実行ロールを使用して、ユーザーおよびグループがスタックセットに含めることがで
きるスタックリソースを制御します。たとえば、作成したスタックセットに Amazon S3 関連のリソース
のみを含めることができるグループを設定し、別のチームには DynamoDB リソースのみを含めることが
できます。これを行うには、各グループのカスタマイズされた管理者ロールと各リソースセットのカスタ
マイズされた実行ロールとの間に信頼関係を作成します。カスタマイズされた実行ロールは、どのスタッ
クリソースをスタックセットに含めることができるかを定義します。カスタマイズされた管理者ロールは
管理者アカウントにあり、カスタマイズされた実行ロールは定義されたリソースを使用してスタックセッ
トを作成する各ターゲットアカウントにあります。これで、スタックセットオペレーションを実行する
際、特定のユーザーとグループが、カスタマイズされた管理者ロールを使用できるようになります。
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たとえば、カスタマイズされた管理者ロール A、B、C を管理者アカウントで作成できます。ロール A を
使用するアクセス許可を持つユーザーおよびグループは、カスタマイズされた実行ロール X に明確にリス
トされているスタックリソースを含むスタックセットを作成できますが、ロール Y または Z のリソースや
実行ロールに含まれていないリソースは含まれません。

スタックセットを更新する場合、ユーザーはカスタマイズされた管理者ロールを明示的に指定する必要が
あります (このスタックセットで以前に使用したのと同じカスタマイズされた管理者ロールである場合で
も)。ユーザーがスタックセットに対してオペレーションを実行するアクセス許可を持っている場合、AWS
CloudFormation は指定のカスタマイズされた管理者ロールを使用して更新を実行します。
同様に、ユーザーはカスタマイズされた実行ロールを指定することもできます。カスタマイズされた実
行ロールを指定した場合、AWS CloudFormation は、上記の要件に従って、スタックを更新するロールを
使用します。ユーザーがカスタマイズされた実行ロールを指定しない場合、AWS CloudFormation は、ス
タックセットでオペレーションを実行する許可がユーザーに付与されている限り、スタックセットに以前
関連付けられていた、カスタマイズされた実行ロールを使用して更新を行います。

ユーザーとグループが特定のスタックセットに含めることができるリソースのアクセス許可を設
定する
1.

スタックセットを作成する対象のアカウントで、ユーザーとグループがスタックセットに含めること
ができるようにするサービスとリソースにアクセス許可を付与するカスタマイズされた実行ロールを
作成します。
次の例では、スタックセットの最小限のアクセス許可に加えて、DynamoDB テーブルを作成するアク
セス許可を付与しています。
{

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":
[
"cloudformation:*",
"s3:*",
"sns:*"
],
"Resource": "*"
},
"Effect": "Allow",
"Action":
[
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"dynamoDb:createTable"

],

}

]

}

"Resource": "*"

信頼関係を定義するロールを作成する際、次の信頼ポリシーを指定する必要があります。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::admin_account_id:role/customized_admin_role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

「スタックセットオペレーションのアドバンストアクセス許可オプションの設定 (p. 693)」で説明さ
れているように、カスタマイズされた管理者ロールを管理者アカウントで作成します。カスタマイズ
された管理者ロールと、使用するカスタマイズされた実行ロールとの間に信頼関係を含めます。
次の例には、ターゲットアカウントに対して定義された AWSCloudFormationStackSetExecutionRole
と、カスタマイズされた実行ロールの両方の sts::AssumeRole ポリシーが含まれます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1487980684000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
"arn:aws:iam::*:role/custom_execution_role"
]
}
]

特定のスタックセットオペレーションのアクセス許可を設定する
さらに、スタックセットの作成、更新、削除、インスタンスのスタックなど、特定のスタックセットオペ
レーションを実行できるユーザーとグループのアクセス許可を設定できます。詳細については、IAM ユー
ザーガイド にある Actions, resources, and condition keys for AWS CloudFormation を参照してください。

AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にし
ます。
セルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成するのに必要なアクセス許可をセット
アップするには、「セルフマネージド型のアクセス許可を付与する」を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
698

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にします。

サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する前に、まず次のタスクを実行する
必要があります。
• AWS Organizations ですべての機能を有効にします。一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能の
みが有効になっている場合、サービス管理アクセス許可を持つスタックセットを作成することはできま
せん。
• AWS Organizations で信頼されたアクセスを有効にします。信頼されたアクセスを有効にした後、サー
ビスマネージドのアクセス許可を持つスタックセットを作成すると、StackSets によって組織の管理ア
カウントとターゲット (メンバー) アカウントに必要な IAM ロールが作成されます。

Note
管理アカウントで作成された IAM サービスリンクロールには、サフィックス
CloudFormationStackSetsOrgAdmin が付いています。このロールを変更または削除で
きるのは、AWS Organizations を使用した信頼されたアクセスが無効になっている場合のみ
です。各ターゲットアカウントで作成された IAM サービスリンクロールには、サフィックス
CloudFormationStackSetsOrgMember が付きます。このロールを変更または削除できるの
は、AWS Organizations による信頼されたアクセスが無効になっている場合、またはアカウン
トがターゲット組織または組織単位 (OU) から削除されている場合のみです。
このトピックでは、AWS Organizations で信頼されたアクセスを管理する方法について説明します。
管理アカウントのアカウント管理者にのみ、信頼されたアクセスを有効にするアクセス許可がありま
す。管理者ユーザーは、AWS アカウントに対する完全なアクセス許可を持つ IAM ユーザーです。詳細に
ついては、IAM ユーザーガイドの「IAM のベストプラクティス」および「最初の IAM 管理者のユーザーお
よびグループの作成」を参照してください。
信頼されたアクセスを有効にすると、管理アカウントと委任された管理者アカウントは、組織のサービス
マネージド型のスタックセットを作成および管理できます。
[Create StackSet (StackSet の作成)] ウィザードで信頼されたアクセスを有効にするには
「サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する」を参照してください。
AWS CloudFormation コンソールを使用して信頼されたアクセスを有効にするには
1.

管理アカウントの管理者として AWS にサインインし、 https://console.aws.amazon.com/ で AWS
CloudFormation コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。信頼されたアクセスを無効にすると、信頼され
たアクセスを有効にすることを求めるバナーが表示されます。

3.

[Enable trusted access (信頼されたアクセスを有効にする)] を選択します。
信頼されたアクセスの有効化が成功すると、次のバナーが表示されます。
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AWS Organizations コンソールの [Trusted access for AWS services (AWS のサービスに対する信頼された
アクセス)] ページで信頼されたアクセスを有効にするには
AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS CloudFormation StackSets および AWS Organizations」を
参照してください。
信頼されたアクセスを無効にするには
AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS CloudFormation StackSets および AWS Organizations」を
参照してください。
AWS Organizations で信頼されたアクセスを無効にするには、委任されたすべての管理者の登録を解除す
る必要があります。詳細については、委任された管理者の登録 (p. 700) を参照してください。

委任された管理者の登録
組織の management account の他に、委任された管理者アクセス許可を持つメンバーアカウントは、組
織に対するサービスマネージド型のアクセス許可を使用してスタックセットを作成および管理できます。
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットは、委任された管理者によって作成されたス
タックセットを含む、管理アカウントに作成されます。組織の委任された管理者として登録するには、組
織内にメンバーアカウントが必要です。組織に加入する方法については、「組織への AWS アカウントの
招待」を参照してください。
組織では、登録済みの委任された管理者を一度に最大 5 人設定できます。委任された管理者は、組織内の
すべてのアカウントにデプロイするか、特定の OU にデプロイするかを選択できます。委任された管理者
が Organizations によって管理されるアカウントにデプロイできるようにするには、AWS Organizations
との信頼されたアクセスを有効にする必要があります。詳細については、「AWS Organizations で信頼さ
れたアクセスを有効にします。 (p. 698)」をご参照ください。

Important
委任された管理者は、組織内のアカウントにデプロイするための完全なアクセス許可を持ってい
ます。管理アカウントでは、特定の OU にデプロイしたり、特定のスタックセットの操作を実行
したりする、委任された管理者のアクセス許可を制限することはできません。
組織の委任された管理者は、米国東部 (オハイオ) 、米国東部（バージニア北部） 、米国西部 (北カリフォ
ルニア) 、米国西部 (オレゴン) 、アジアパシフィック (ムンバイ) 、アジアパシフィック (ソウル) 、アジア
パシフィック (シンガポール) 、アジアパシフィック (シドニー) 、アジアパシフィック (東京) 、カナダ (中
部) 、欧州 (フランクフルト) 、欧州 (アイルランド) 、欧州 (ロンドン) 、欧州 (パリ) 、欧州 (ストックホル
ム) 、南米 (サンパウロ) 、AWS GovCloud (米国東部) 、AWS GovCloud (US-West) の各リージョンに登録
できます。
AWS CloudFormation コンソール 、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、委任された管理者の登録お
よび登録解除を行うことができます。
委任された管理者を登録するには (コンソール)
1.

management account の管理者として AWS にサインインし、https://console.aws.amazon.com/
cloudformation/ で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。

3.

[委任された管理者] で、[委任された管理者の登録] を選択します。

4.

[委任された管理者の登録] ダイアログボックスで、[委任された管理者の登録] を選択します。
成功のメッセージは、メンバアーカウントが委任された管理者として正常に登録されたことを示しま
す。

委任された管理者の登録を解除するには (コンソール)
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1.

管理アカウントの管理者として AWS にサインインし、 https://console.aws.amazon.com/ で AWS
CloudFormation コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。

3.

[委任された管理者] で、登録解除するアカウントを選択し、[登録の解除] を選択します。
成功のメッセージは、メンバーアカウントが委任された管理者として正常に登録解除されたことを示
します。
このアカウントはいつでも再登録できます。

委任された管理者を登録するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI を開きます。

2.

register-delegated-administrator コマンドを実行します。
aws organizations register-delegated-administrator --serviceprincipal=member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com --accountid="memberAccountId"

3.

指定されたメンバーアカウントが委任された管理者として正常に登録されていることを確認するに
は、list-delegated-administrators コマンドを実行します。
aws organizations list-delegated-administrators --serviceprincipal=member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com

委任された管理者の登録を解除するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI を開きます。

2.

deregister-delegated-administrator コマンドを実行します。
aws organizations deregister-delegated-administrator --serviceprincipal=member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com --accountid="memberAccountId"

3.

指定されたメンバーアカウントが委任された管理者として正常に登録解除されていることを確認する
には、list-delegated-administrators コマンドを実行します。
aws organizations list-delegated-administrators --serviceprincipal=member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com

このアカウントはいつでも再登録できます。

AWS CloudFormation StackSets の開始方法
最初のスタックセットを作成する前に、スタックセットオペレーションの前提条件 (p. 688) で要求され
たアカウントセットアップの手順を完了したことを確認してください。
このウォークスルーのテンプレートは、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) および 米国東
部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) 内のターゲットアカウントに AWS Config を有効にしま
す。Enable AWS Config テンプレートは、次の S3 バケットにあります: https://s3.amazonaws.com/
cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/EnableAWSConfig.yml。StackSets コンソールのこの
サンプルテンプレートを選択することもできます。
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トピック
• スタックセットの作成 (p. 702)
• スタックセットの更新 (p. 711)
• スタックをスタックセットに追加する (p. 714)
• スタックインスタンスのパラメータを上書きする (p. 717)
• スタックセットからのスタックインスタンスの削除 (p. 722)
• スタックの削除 (p. 725)
• サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの自動デプロイの管理 (p. 726)

スタックセットの作成
スタックセットを作成するには、AWS Management Console を使用するか AWS CLI の AWS
CloudFormation コマンドを使用します。self-managed 型または service-managed 型のアクセス許可
を持つスタックセットを作成できます。
self-managed 型のアクセス許可を使用すると、特定のリージョンで特定の AWS アカウントにスタック
インスタンスをデプロイできます。これを行うには、まず必要な IAM ロールを作成して、スタックセット
の管理元アカウントとスタックインスタンスのデプロイ先のアカウントとの間に信頼関係を確立する必要
があります。
service-managed 型のアクセス許可を使用すると、特定のリージョンで AWS Organizations によって
管理されているアカウントにスタックインスタンスをデプロイできます。このモデルでは、必要な IAM
ロールを作成する必要はありません。ユーザーの代わりに StackSets が IAM ロールを作成します。今後
ターゲット組織または組織単位 (OU) に追加されるアカウントへの自動デプロイを有効にすることもでき
ます。自動デプロイが有効な場合、ターゲットの組織または OU からスタックインスタンスが削除される
と、StackSets はアカウントからスタックインスタンスを自動的に削除します。
トピック
• セルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成 (p. 702)
• サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成 (p. 707)

セルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成
トピック
• AWS Management Console を使用してセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作
成する (p. 702)
• AWS CLI を使用してセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する (p. 706)

AWS Management Console を使用してセルフマネージド型のアクセス許可を持
つスタックセットを作成する
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。

3.

[StackSets] ページの上部で [Create StackSet (StackSet の作成)] を選択します。

4.

[Prerequisite - Prepare template (前提条件 - テンプレートの準備)] で [Use a sample template (サンプ
ルテンプレートの使用)] を選択します。

5.

[サンプルテンプレートの選択] で、ドロップダウンメニューから [Enable AWS config] (AWS 設定の有
効化) テンプレートを選択します。[Next (次へ)] を選択します。
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6.

[Specify StackSet details (StackSet 詳細の指定)] ページで、次の情報を入力します。
a.

スタックセットの名前を指定します。スタックセット名はアルファベット文字で始まり、文
字、数字、ハイフンのみを含める必要があります。このウォークスルーでは、my-awsconfigstackset という名前を使用します。

b.

プロンプトが表示され、AWS Config に使用されるパラメータの値を指定します。これらのパ
ラメータに関する詳細については、AWS Config デベロッパーガイドのコンソールによる AWS
Config の設定を参照してください。このウォークスルーでは、すべての AWS Config パラメータ
をデフォルト設定のままにしておきます。

c.

ログの内容に基づいて、E メールで Amazon Simple Notification Service (SNS) の更新を設定す
るには、TopicARN および NotificationEmail パラメータを使用します。このウォークスルーで
は、Amazon SNS の更新は設定しません。

d.

更新と通知の配信チャネルを設定するには、DeliveryChannelName および Frequency パラメータ
を使用します。AWS Config の配信チャネルでの詳細については、『AWS Config 開発者ガイド』
の「配信チャネルの管理」を参照してください。このウォークスルーでは、この領域はデフォル
ト設定のままにします。

7.

AWS Config のパラメータの指定が完了したら、[次へ] を選択します。

8.

[Configure StackSet options (StackSet オプションの設定)] ページで、キーと値のペアを指定してタグ
を追加します。このウォークスルーでは、[Test (テスト)] の値を持つ [Stage (ステージ)] というタグを
作成します。スタックセットに適用するタグは、スタックに作成されるすべてのリソースに適用され
ます。AWS でのタグの使用方法に関する詳細については、『AWS Billing and Cost Management ユー
ザーガイド』の「コスト配分タグの使用」を参照してください。
[アクセス権限] を指定せずに、[次へ] を選択します。
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9.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、スタックセットのスタックをデプロ
イしたいアカウントおよびリージョンを提供してください。
AWS CloudFormation は、リージョンのデプロイ失敗が指定された障害耐性を超えない限り、最初の
リージョン内の指定されたアカウントにスタックをデプロイし、次のリージョンに移行し、それが繰
り返されます。
a.

[アカウント] で [Deploy stacks in accounts (スタックをアカウントにデプロイ)] を選択します。
ターゲットアカウント番号をテキストボックスに貼り付け、複数の数字をカンマで区切ります。

b.

[Specify regions (リージョンの指定)] で [米国東部 (バージニア北部) リージョン] を選択します。
[米国西部 (オレゴン) リージョン] も同様に選択します。米国西部 (オレゴン) リージョン の横にあ
る上矢印を選択して、リストの最初の項目になるように移動します。[Specify regions (リージョ
ンの指定)] のリージョンの順序に従って、デプロイの順序が決まります。

c.

[Deployment options (デプロイメントオプション)] で次のようにします。
• [Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] については、デフォルト値の [数値]
と [1] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation は一度に 1 つのアカウントのみでスタックをデプロイします。
• [Failure tolerance (障害耐性)] については、デフォルトの [数値] と [0] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation が現在のリージョンでデプロイを停止し、残りのリージョンで
のデプロイをキャンセルする前に、最大で 1 つのスタックデプロイが、指定されたリージョン
の 1 つで失敗できるということを意味します。

d.

リージョンの同時実行:
• [Sequential (順次)] または [Parallel (並列)] を選択して、指定したリージョンの StackSets デプ
ロイ順を決めます。デフォルトでは、[Sequential (順次)] が選択されています。
[Next (次へ)] を選択します。
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10. [確認] ページで、設定とスタックセットのプロパティを確認します。変更するには、プロパティを
変更する領域で [Edit (編集)] を選択します。スタックセットを作成する前に、[CAPABILITY] 領域の
チェックボックスをオンにし、スタックセットで作成しているリソースの一部が新しい IAM リソース
やアクセス権限を必要とする場合があることを認識します。必要となる可能性がある許可の詳細につ
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いては、本ガイドの AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参照してくださ
い。スタックセットを作成する準備ができたら、[送信] を選択します。

11. AWS CloudFormation がスタックセットの作成を開始します。スタックセット内のスタック作成の進
捗と状況は、[送信] を選択した際に開くスタックセット詳細ページで確認できます。

AWS CLI を使用してセルフマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを
作成する
AWS CLI コマンドを使用してスタックセットを作成する場合は、2 つの異なるコマンドを実行し
ます。create-stack-set でテンプレートをアップロードしてスタックセットコンテナを作成
し、create-stack-instances でスタックセット内にスタックを作成します。まず AWS CLI コマンド
create-stack-set を実行し、AWS Config を有効にする AWS CloudFormation テンプレートのサンプ
ルをアップロードし、それからスタックセット作成を開始します。
1.

AWS CLI を開きます。

2.

次のコマンドを実行します。--template-url パラメータには、テンプレートを保存する Amazon
S3 バケットの URL を入力します。このウォークスルーでは、my-awsconfig-stackset パラメー
タの値として --stack-set-name を使用します。
aws cloudformation create-stack-set --stack-set-name my-awsconfig-stackset --templateurl https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/
EnableAWSConfig.yml

3.

create-stack-set が完了したあと、list-stack-sets コマンドを実行してスタックセットが作
成されたことを確認します。新しいスタックセットが表示結果で確認できます。
aws cloudformation list-stack-sets
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4.

create-stack-instances AWS CLI コマンドを実行して、スタックセットにスタックインスタン
スを追加します。このウォークスルーでは、us-west-2 パラメータの値として us-east-1 および
--regions を使用します。
次の例で示している通り、FailureToleranceCount パラメータで 0 を MaxConcurrentCount
に、1 を --operation-preferences に設定することで、障害耐性および同時アカウントの
最大数を設定します。代わりに割合を適用するには、FailureTolerancePercentage または
MaxConcurrentPercentage を使用します。このウォークスルーでは、割合ではなくカウントを使
用します。

Note
MaxConcurrentCount の値は、FailureToleranceCount の値に依存しま
す。MaxConcurrentCount は、最大で FailureToleranceCount より 1 だけ多くなりま
す。
aws cloudformation create-stack-instances --stack-set-name my-awsconfig-stackset -accounts '["account_ID_1","account_ID_2"]' --regions '["region_1","region_2"]' -operation-preferences FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1

Note
オペレーションでの StackSet インスタンスデプロイの同時実行性
は、FailureToleranceCount-MaxConcurrentCount の値に依存し、最大でも
FailureToleranceCount より 1 だけ多くなります。

Important
別のオペレーションを開始する前に、オペレーションが終了するのを待ってください。一度
に 1 つのオペレーションのみを実行できます。
5.

スタックイスタンスが正常に作成されたことを確認します。DescribeStackSetOperation を、ス
テップ 4 の出力の一部として返される operation-id と実行します。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --stack-set-name my-awsconfig-stackset
--operation-id operation_ID

サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作
成
トピック
• サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する際の考慮事項 (p. 707)
• AWS CloudFormation コンソールを使用してサービスマネージド型のアクセス許可を持つスタック
セットを作成する (p. 708)
• AWS CLI を使用してサービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成す
る (p. 710)

サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する際の考慮
事項
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成する前に、次の点を考慮してくださ
い。
• サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットは、委任された管理者によって作成された
スタックセットを含む、管理アカウントに作成されます。
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• スタックセットは、組織全体または指定した組織単位 (OU) をターゲットにすることができます。ス
タックセットが組織をターゲットにする場合、組織内のすべての OU のすべてのアカウントもターゲッ
トとなります。スタックセットが指定した OU をターゲットにする場合、その OU 内のすべてのアカウ
ントもターゲットとなります。
• スタックセットが親 OU をターゲットにする場合、スタックセットは子 OU もターゲットにします。
• 複数のスタックセットで同じ組織または OU をターゲットにすることができます。
• スタックセットは組織外のアカウントをターゲットにすることはできません。
• スタックセットはネストされたスタックをデプロイできません。
• StackSets は、管理アカウントが組織内または組織の OU 内にあっても、スタックインスタンスを組織
のマスターアカウントにデプロイしません。
• 自動デプロイはスタックセットレベルで設定されます。OU、アカウント、リージョンを選択して自動デ
プロイを調整することはできません。
• 管理アカウントにサインインするために使用する IAM プリンシパルエンティティ (ユーザー、ロール、
グループ) のアクセス許可によって、StackSets でデプロイが許可されるかどうかが決まります。組織に
デプロイするアクセス許可を付与する IAM ポリシーの例については、「サービスマネージド型のスタッ
クセットのアクセス許可を付与するサンプルポリシー (p. 66)」を参照してください。
• 委任された管理者は、組織内のアカウントにデプロイするための完全なアクセス許可を持っています。
管理アカウントでは、特定の OU にデプロイしたり、特定のスタックセットの操作を実行したりする、
委任された管理者のアクセス許可を制限することはできません。

AWS CloudFormation コンソールを使用してサービスマネージド型のアクセス許
可を持つスタックセットを作成する
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。

3.

[StackSets] ページの上部で [Create StackSet (StackSet の作成)] を選択します。

4.

[Prepare template (テンプレートの準備)] の [Template is ready (テンプレートの準備ができています)]
を選択します。

5.

[Specify template (テンプレートの指定)] で、スタックテンプレートを含む S3 バケットの URL を指定
するか、スタックテンプレートファイルをアップロードするかを選択します。[Next] を選択します。

6.

[Specify StackSet details (スタックセットの詳細の指定) ページで、スタックセットの名前を指定し、
パラメータを指定して、[次へ] を選択します。

7.

[Configure StackSet options (スタックセットオプションの設定)] ページの [タグ] で、スタックのリ
ソースに適用するタグを指定します。

8.

[アクセス権限] で、[Service-managed permissions (サービスマネージド型のアクセス許可)] を選択し
ます。
AWS Organizations との信頼されたアクセスが無効になっている場合は、バナーが表示されます。
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットを作成または更新するには、信頼された
アクセスが必要です。組織の管理カウントの管理者のみが、信頼されたアクセスを有効にするアクセ
ス許可を持っています。
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9.

[次へ] を選択して続行し、信頼されたアクセスがまだ有効になっていない場合は有効にします。

10. [Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページの [ Deployment targets (デプロイター
ゲット)] で、デプロイ先の組織内のアカウントを選択します。
• 組織内のすべてのアカウントにデプロイするには、[Deploy to organization (組織にデプロイ)] を選
択します。

• 特定の OU のすべてのアカウントにデプロイするには、[Deploy to organizational units (OUs) (組織
単位 (OU) にデプロイ)] を選択します。[Add an OU (OU の追加)] を選択し、テキストボックスに
ターゲット OU ID を貼り付けます。新しいターゲット OU ごとに繰り返します。

11. [Automatic deployment (自動デプロイ)] で、今後ターゲットの組織または OU に追加されるアカウン
トに StackSet が自動デプロイを行うかどうかを選択します。
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12. 自動デプロイを有効にした場合、[Account removal behavior (アカウントの削除の動作)] で、ターゲッ
トの組織または OU からアカウントを削除するときに、スタックリソースを保持するか削除するかを
選択します。

Note
[Retain stacks (スタックの保持)] を選択すると、スタックインスタンスはスタックセットか
ら削除されますが、スタックとそれに関連付けられたリソースは保持されます。リソースは
現在の状態のままですが、スタックセットには含まれなくなります。スタックを既存または
新規のスタックセットに再度関連付けることはできません。
13. [Deployment Region (デプロイリージョン)] で、スタックインスタンスをデプロイするリージョンを選
択します。[Next] を選択します。
14. [確認] ページで、StackSets が正しいリージョンに正しいアカウントをデプロイすることを確認し、
[Create StackSet (スタックセットの作成)] を選択します。
[StackSet details (スタックセットの詳細)] ページが開きます。スタックセット内のスタックの作成の進行
状況とステータスを表示できます。

AWS CLI を使用してサービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセット
を作成する
AWS CLI を使用してスタックセットを作成する場合、2 つの個別のコマンドを実行します。createstack-set では、テンプレートをアップロードし、スタックセットコンテナを作成し、自動デプロイを
管理します。create-stack-instances では、特定のターゲットアカウントにスタックインスタンスを
作成します。
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
--call-as DELEGATED_ADMIN

委任された管理者によって作成されたスタックセットは、組織の管理アカウントに作成されます。
1.

AWS CLI を開きます。

2.

create-stack-set コマンドを実行します。次の例では、自動デプロイを有効にして、今後ター
ゲットの組織または OU に追加されるアカウントに StackSets が自動デプロイを行えるようにしま
す。また、アカウントがターゲットの組織または OU から削除された場合も、スタックリソースは保
持されます。
aws cloudformation create-stack-set --stack-set-name StackSet_myApp -template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cloudformation-templates-uswest-2/MyApp.template --permission-model SERVICE_MANAGED --auto-deployment
Enabled=true,RetainStacksOnAccountRemoval=true

3.

create-stack-set コマンドが完了したら、list-stack-sets コマンドを実行してスタックセッ
トが作成されたことを確認します。新しいスタックセットが結果に表示されます。
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aws cloudformation list-stack-sets

• メンバーアカウントへのサインイン時に --call-as パラメータを DELEGATED_ADMIN に設定した
場合、list-stack-sets は組織の management account にサービスマネージド型のアクセス許可
を持つすべてのスタックセットを返します。
• AWS アカウントにサインインしているときに --call-as パラメータを SELF に設定した場
合、list-stack-sets は AWS アカウント内のすべてのセルフマネージド型のスタックセットを
返します。
• 組織の management account へのサインイン時に --call-as パラメータを SELF に設定した場
合、list-stack-sets は組織の management account にすべてのスタックセットを返します。
4.

create-stack-instances コマンドを実行して、スタックセットにスタックインスタンスを追加
します。--deployment-targets パラメータには、組織内のすべてのアカウントにデプロイする組
織のルート ID を指定するか、組織の OU 内のすべてのアカウントにデプロイする OU ID を指定しま
す。この例では、ou-rcuk-1x5j1lwo および ou-rcuk-slr5lh0a ID で OU を指定します。
aws cloudformation create-stack-instances --stack-set-name StackSet_myApp --deploymenttargets OrganizationalUnitIds='["ou-rcuk-1x5j1lwo", "ou-rcuk-slr5lh0a"]' --regions
'["eu-west-1"]'

Important
別のオペレーションを開始する前に、オペレーションが終了するのを待ってください。一度
に 1 つのオペレーションのみを実行できます。
5.

ステップ 4 で create-stack-instances 出力の一部として返された operation-id を使用し
て、describe-stack-set-operation を実行し、スタックインスタンスが正常に作成されたこと
を確認します。

スタックセットの更新
AWS Management Console 内で、または AWS CLI で AWS CloudFormation コマンドを使用することでス
タックセットを更新できます。このウォークスルーでは、送信チャネル設定のデフォルトスナップショッ
ト送信頻度を、[24hours (24 時間)] から [12hours (12 時間)] に変更します。
特定のスタックインスタンスのパラメータ値を上書きするには、「スタックインスタンスのパラメータを
上書きする (p. 717)」を参照してください。
トピック
• AWS CloudFormation コンソールを使用してスタックセットを更新する (p. 711)
• AWS CLI を使用してスタックセットを更新する (p. 713)

AWS CloudFormation コンソールを使用してスタックセットを更
新する
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。

3.

StackSets ページで、「スタックセットの作成 (p. 702)」で作成したスタックセットを選択します。
このウォークスルーで、my-awsconfig-stackset という名前のスタックセットを作成しました。

4.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Edit StackSet details (StackSet 詳細の
編集)] を選択します。
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5.

[テンプレートの選択] ページで、現在のテンプレートを更新するか、他のテンプレートに S3 URL を
指定するか、AWS CloudFormation に新しいテンプレートをアップロードするかを選択します。こ
のウォークスルーでは、現在のテンプレートを使用しています。[現在のテンプレートの使用] を選択
し、[次へ] を選択します。

6.

[Specify StackSet details (スタックセットの詳細の指定)]ページで、パラメータ値を変更し、デプロイ
ターゲットを指定します。
a.

[セルフマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、[Deploy
stacks in accounts (スタックをアカウントにデプロイ)] を選択します。ターゲットアカウント番
号をテキストボックスに貼り付け、複数の数字をカンマで区切ります。
[サービスマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、デプロイ
先の組織のアカウントを選択します。

b.

[頻度] パラメータの値を [24hours] から [12hours] に変更します。
この手順の詳細、および AWS Config で使用される値を指定する他のパラメータの詳細について
は、AWS Config デベロッパーガイドのコンソールによる AWS Config の設定を参照してくださ
い。
他のパラメータは変更しないでください。このウォークスルーでは、Amazon SNS の更新は設定
しません。
終了したら、[次へ] を選択します。

7.

[Configure StackSet options (StackSet オプションの設定)] ページでは、変更は必要ありませんが、必
要に応じてタグを更新、削除、または新しいタグを追加することができます。AWS でのタグの使用方
法に関する詳細については、『AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド』の「コスト配分
タグの使用」を参照してください。
[アクセス権限] を変更せずに、[次へ] を選択します。

8.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、デフォルト値の [1] および
[Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] の [By number (数値)] を保持します。
[Failure tolerance (障害耐性)] をデフォルトの [0] のままにし、By number (数値) デフォルトオプショ
ンをそのままにします。[次へ] を選択します。
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Note
ここではアカウントとリージョンを変更することはできません。つまり、いくつかのアカウ
ントやリージョンにはスタックセットの変更をデプロイし、他のアカウントやリージョンに
はデプロイしない、ということはできません。
9.

[確認] ページで、設定とスタックセットのプロパティを確認します。変更するには、プロパティを変
更する領域の右上隅で [Edit (編集)] を選択します。スタックセットを更新する前に、[CAPABILITY] 領
域のチェックボックスをオンにし、スタックセットで更新しているリソースの一部が IAM リソースや
アクセス権限を必要とする場合があることを認識します。必要となる可能性がある許可の詳細につい
ては、本ガイドの AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参照してください。
スタックセットを作成する準備ができたら、[送信] を選択します。
AWS CloudFormation によってスタックセットへの更新の適用が開始され、スタックセット詳細ペー
ジの [オペレーション] タブが表示されます。

10. [オペレーション] タブで更新オペレーションの進捗と状況を確認できます。更新された [頻度] パラ
メータは [パラメータ] タブに表示されます。

AWS CLI を使用してスタックセットを更新する
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
--call-as DELEGATED_ADMIN

update-stack-set AWS CLI コマンドを実行して、スタックセットを変更します。このウォークスルー
では、MaximumExecutionFrequency パラメータの値を更新します。AWS Config ルールを作成または
更新するためのパラメータ名、および値の詳細については、AWS CLI リファレンスの put-config-rule を参
照してください。テンプレートのパラメータ値を変更するには、--parameters パラメータを追加しま
す。--parameters の値として指定できるものについての詳細は、AWS CloudFormation API リファレン
スの Parameter および AWS CLI コマンドリファレンスの update-stack を参照してください。
ここで示すサンプルコマンドでは、--parameters を使用してスタックセットを更新します。具
体的には、送信チャネル設定のデフォルトスナップショット送信頻度を [TwentyFour_Hours] から
[Twelve_Hours] に変更します。現在のテンプレートをまだ使用しているため、--use-previoustemplate パラメータを追加します。
1.

次のコマンドを実行します。stack set name には、スタックセット名 my-awsconfig-stackset
を指定します。
次の例で示している通り、FailureToleranceCount パラメータで 0 を MaxConcurrentCount
に、1 を --operation-preferences に設定することで、障害耐性および同時アカウントの
最大数を設定します。代わりに割合を適用するには、FailureTolerancePercentage または
MaxConcurrentPercentage を使用します。このウォークスルーでは、割合ではなくカウントを使
用します。

Note
MaxConcurrentCount の値は、FailureToleranceCount の値に依存しま
す。MaxConcurrentCount は、最大で FailureToleranceCount より 1 だけ多くなりま
す。
[セルフマネージド型のアクセス許可] 更新のターゲットにするアカウント ID を指定します。
aws cloudformation update-stack-set --stack-set-name myawsconfig-stackset --use-previous-template --parameters
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ParameterKey=MaximumExecutionFrequency,ParameterValue=TwentyFour_Hours\\,Twelve_Hours
--operation-preferences FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1 --accounts

[Service-managed permissions (サービスマネージド型のアクセス許可)] 更新のターゲットにする組織
(ルート) ID、OU ID、AWS Organizations のアカウント ID のいずれかを指定します。
aws cloudformation update-stack-set --stack-set-name myawsconfig-stackset --use-previous-template --parameters
ParameterKey=MaximumExecutionFrequency,ParameterValue=TwentyFour_Hours\\,Twelve_Hours
--operation-preferences FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1 --deploymenttargets OrganizationalUnitIds='["ou-rcuk-1x5j1lwo", "ou-rcuk-slr5lh0a"]' --regions
'["eu-west-1"]'

2.

describe-stack-set-operation コマンドを実行して更新オペレーションのステータスおよ
び結果を表示し、スタックセットが正常に更新されたことを確認します。--operation-id に
は、update-stack-set コマンドに返されたオペレーション ID を使用します。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --operation-id operation_ID

スタックをスタックセットに追加する
スタックセットの作成時に、スタックセットのスタックを作成できます。AWS CloudFormation では、ス
タックセットの作成後に、追加のアカウントやリージョン用に、さらにスタックを追加することもできま
す。スタックインスタンスを追加するには、AWS CloudFormation コンソールを使用するか、AWS CLI で
AWS CloudFormation コマンドを使用します。次の手順では、「スタックセットの作成 (p. 702)」で作成
したスタックセットに、追加リージョン用のスタックインスタンスを追加します。
トピック
• AWS Management Console を使用してスタックセットにスタックインスタンスを追加する (p. 714)
• AWS CLI を使用してスタックセットにスタックインスタンスを追加する (p. 717)

AWS Management Console を使用してスタックセットにスタッ
クインスタンスを追加する
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。StackSets ページで、「スタックセットの作
成 (p. 702)」で作成したスタックセットを選択します。

3.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Add new stacks to StackSet (新しいス
タックを StackSet に追加)] を選択します。

4.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、スタックセットのスタックを追加す
る先のアカウントおよびリージョンを指定します。
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AWS CloudFormation は、リージョンのデプロイ失敗が指定された障害耐性を超えない限り、最初の
リージョン内の指定されたアカウントにスタックをデプロイし、次のリージョンに移行し、それが繰
り返されます。
a.

[セルフマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、[Deploy
stacks in accounts (スタックをアカウントにデプロイ)] を選択します。ターゲットアカウント番
号をテキストボックスに貼り付け、複数の数字をカンマで区切ります。
[サービスマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、デプロイ
先の組織のアカウントを選択します。
• 組織内のすべてのアカウントにデプロイするには、[Deploy to organization (組織にデプロイ)]
を選択します。

• 特定の OU のすべてのアカウントにデプロイするには、[Deploy to organizational units (OUs)
(組織単位 (OU) にデプロイ)] を選択します。[Add another OU (別の OU の追加)] を選択し、テ
キストボックスにターゲット OU ID を貼り付けます。新しいターゲット OU ごとに繰り返しま
す。StackSets は選択したターゲットの子 OU もターゲットにします。

Note
スタックセットがすでにターゲットにしている OU を追加すると、StackSets は、ス
タックセットでスタックインスタンスを持たない OU 内のアカウントに新しいスタック
インスタンスを作成します (たとえば、スタックセットが作成され、自動デプロイが無効
になった後に OU に追加されたアカウントなど)。
b.

[Deployment regions (デプロイリージョン)] で、[米国西部 (北カリフォルニア)] を選択します。新
しいスタックが、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンで、指定したターゲットに作成されま
す。
複数のリージョンを追加すると、[Specify regions (リージョンの指定)] のリージョンの順序に従っ
て、デプロイの順序が決まります。

c.

[Deployment options (デプロイメントオプション)] で次のようにします。
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• [Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] については、デフォルト値の [数値]
と [1] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation は一度に 1 つのアカウントのみでスタックをデプロイします。
• [Failure tolerance (障害耐性)] については、デフォルトの [数値] と [0] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation が現在のリージョンでデプロイを停止し、残りのリージョンで
のデプロイをキャンセルする前に、最大で 1 つのスタックデプロイが、指定されたリージョン
の 1 つで失敗できるということを意味します。CloudFormation の耐障害性を高めたい場合は、
この値を大きくします。
[Next (次へ)] を選択します。
5.

[Set Overrides (上書きを設定)] ページでは、プロパティ値は指定されたとおりにしておきます。作成
しているスタックではプロパティ値を上書きすることはありません。[次へ] を選択します。

6.

[確認] ページで、設定とスタックセットのプロパティを確認します。変更するには、プロパティを変
更する領域で [編集] を選択します。新しいスタックを作成する前に、[CAPABILITY] 領域のチェック
ボックスをオンにし、スタックセットで作成しているリソースの一部が新しい IAM リソースやアクセ
ス権限を必要とする場合があることを認識します。必要となる可能性がある許可の詳細については、
本ガイドの AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参照してください。スタッ
クインスタンスを作成する準備ができたら、[送信] を選択します。

7.

AWS CloudFormation がスタックインスタンスの作成を開始します。スタックセット内のスタックイ
ンスタンス作成の進捗と状況は、[送信] を選択した際に開くスタックセット詳細ページで確認できま
す。完了すると、新しいスタックインスタンスが [Stack instances (スタックインスタンス)] タブにリ
スト表示されます。
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AWS CLI を使用してスタックセットにスタックインスタンスを
追加する
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
--call-as DELEGATED_ADMIN

1.

AWS CLI を開きます。

2.

create-stack-instances コマンドを実行します。
[セルフマネージド型のアクセス許可] スタックインスタンスを作成するアカウント ID を指定します。
aws cloudformation create-stack-instances --stack-set-name my-awsconfig-stackset -accounts '["account_id"]' --regions '["eu-west-1", "us-west-2"]'

[サービスマネージド型のアクセス許可] スタックインスタンスを作成する組織 (ルート) ID または OU
ID を指定します。この例では、ou-rcuk-1x5j1lwo および ou-rcuk-slr5lh0a ID で OU を指定
します。
aws cloudformation create-stack-instances --stack-set-name StackSet-myApp --deploymenttargets OrganizationalUnitIds='["ou-rcuk-r1qi0wl7"]' --regions '["eu-west-1", "uswest-2"]'

Note
スタックセットがすでにターゲットにしている OU を追加すると、StackSets は、スタック
セットでスタックインスタンスを持たない OU 内のアカウントに新しいスタックインスタン
スを作成します (たとえば、スタックセットが作成され、自動デプロイが無効になった後に
OU に追加されたアカウントなど)。

スタックインスタンスのパラメータを上書きする
場合によっては、特定のリージョンまたはアカウントのスタックインスタンスのプロパティ値を、スタッ
クセットそのものに指定されたものとは異なる値にすることがあります。たとえば、アカウントが開発に
使用されているか本稼働に使用されているかに基づいて、指定されたパラメータに異なる値を指定する場
合を考えます。このような状況で、AWS CloudFormation では、アカウントおよびリージョン別にスタッ
クインスタンスのパラメータ値を上書きできます。スタックインスタンスを初めて作成する際に、テンプ
レートパラメータの値を上書きできます。また、既存のスタックインスタンスのパラメータ値を上書きす
ることもできます。スタックインスタンスで以前に上書きしたパラメータは、スタックセットに指定され
ている値に戻すことのみができます。
パラメータ値の上書きは、選択されたアカウントとリージョンのスタックインスタンスに適用されます。
スタックセットの更新中、スタックインスタンスで上書きされたすべてのパラメータ値は更新されず、上
書きされた値を保持します。
スタックセットで指定されたパラメータ値のみを上書きできます。パラメータそのものを追加または削除
するには、スタックセットのテンプレートを更新する必要があります。スタックセットテンプレートにパ
ラメータを追加する場合、スタックインスタンスのパラメータ値を上書きするには、まずすべてのスタッ
クインスタンスをスタックセットに指定された新しいパラメータと値で更新する必要があります。すべて
のスタックインスタンスが新しいパラメータに更新されたら、個別のスタックインスタンスのパラメータ
値を必要に応じて上書きできます。
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スタックインスタンスの作成時にスタックセットのパラメータ値を上書きする方法については「スタック
をスタックセットに追加する (p. 714)」を参照してください。
トピック
• AWS Management Console を使用してスタックインスタンスのパラメータを上書きするに
は (p. 718)
• AWS CLI を使用してスタックインスタンスのパラメータを上書きするには (p. 720)

AWS Management Console を使用してスタックインスタンスの
パラメータを上書きするには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。StackSets ページで、「スタックセットの作
成 (p. 702)」で作成したスタックセットを選択します。このウォークスルーでは、my-awsconfigstackset という名前のスタックセットを作成しました。

3.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Override StackSet parameters
(StackSet パラメータの上書き)] を選択します。

4.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、パラメータを上書きするスタックイ
ンスタンスのアカウントとリージョンを指定します。
AWS CloudFormation は、リージョンのデプロイ失敗が指定された障害耐性を超えない限り、最初の
リージョン内の指定されたアカウントにスタックをデプロイし、次のリージョンに移行し、それが繰
り返されます。
a.

[セルフマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、[Deploy
stacks in accounts (スタックをアカウントにデプロイ)] を選択します。「スタックセットの作
成 (p. 702)」でスタックセットの作成に使用した一部またはすべてのターゲットアカウント ID
を貼り付けます。
[サービスマネージド型のアクセス許可] [Deployment targets (デプロイターゲット)] で、デプロイ
先の組織のアカウントを選択します。
• [Deploy to organizational units (OUs) (組織単位 (OU) にデプロイ)] を選択します。スタックセッ
トの作成 (p. 702) でスタックセットの作成に使用したターゲット OU を 1 つ以上選択しま
す。上書きされたパラメータ値は、ターゲット OU とその子 OU に現在存在するアカウントに
のみ適用されます。今後ターゲット OU とその子 OU に追加されるアカウントでは、スタック
セットのデフォルト値が使用され、オーバーライドされた値は使用されません。
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• [Deploy to accounts (アカウントにデプロイ)] を選択します。スタックセットの作成 (p. 702)
でスタックセットの作成に使用した一部またはすべてのターゲットアカウント ID を貼り付けま
す。

b.

[Deployment regions (デプロイリージョン)] で、このスタックセットのスタックインスタンスを
デプロイした 1 つ以上のリージョンを追加します。
複数のリージョンを追加すると、[Specify regions (リージョンの指定)] のリージョンの順序に従っ
て、デプロイの順序が決まります。

c.

[Deployment options (デプロイメントオプション)] で次のようにします。
• [Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] については、デフォルト値の [数値]
と [1] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation は一度に 1 つのアカウントのみでスタックをデプロイします。
• [Failure tolerance (障害耐性)] については、デフォルトの [数値] と [0] をそのまま使用します。
つまり、AWS CloudFormation が現在のリージョンでデプロイを停止し、残りのリージョンで
のデプロイをキャンセルする前に、最大で 1 つのスタックデプロイが、指定されたリージョン
の 1 つで失敗できるということを意味します。
[Next] を選択します。

5.

[Specify Overrides (上書きの指定)] ページで、[頻度] パラメータを確認し、[Edit override value (上書
き値の編集)] メニューから [Override StackSet value (StackSet 値の上書き)] を選択します。
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6.

[Override StackSet parameter values (StackSet パラメータ値の上書き)]で、[頻度] パラメータとして
[6 時間] を選択し、[変更の保存] を選択します。これにより、AWS CloudFormation に対し、[頻度] パ
ラメータ値を上書きし、指定されたリージョン内の指定されたアカウントのすべてのスタックインス
タンスで [6 時間] を使用するように指示することができます。[次へ] を選択します。

Note
上書きされたパラメータを、スタックセットで指定された値を再度使用するように設定する
には、すべてのパラメータを確認し、[Edit override value (上書き値の編集)] メニューから
[Set to StackSet value (StackSet 値に設定)] を選択します。これにより、スタックインスタン
スを更新すると、すべての上書きされた値が削除されます。
7.

[確認] ページで選択内容を確認します。[頻度] パラメータの [上書き値] 列に値が表示され、その値が
スタックレベルで上書きされたことが示されます。
これらのスタックインスタンスのパラメータを上書きする前に、[CAPABILITY] 領域のチェックボック
スをオンにし、スタックセットで作成しているリソースの一部が新しい IAM リソースやアクセス権限
を必要とする場合があることを認識します。必要となる可能性がある許可の詳細については、本ガイ
ドの AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参照してください。準備ができた
ら、[送信] を選択します。

8.

AWS CloudFormation によってスタックインスタンスの作成が開始されます。スタックインスタンス
作成の進捗と状況は、[送信] を選択した際に開くスタックセット詳細ページで確認できます。

AWS CLI を使用してスタックインスタンスのパラメータを上書
きするには
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
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--call-as DELEGATED_ADMIN

--parameter-overrides を指定して update-stack-instances AWS CLI コマンドを実行しま
す。--parameter-overrides の指定の詳細については、AWS CloudFormation API リファレンスの
「Parameter」とAWS CLI コマンドリファレンスの「update-stack-instances」を参照してくださ
い。
ここで示すサンプルコマンドでは、指定したスタックインスタンスで送信チャネル設定のデフォルトのス
ナップショット送信頻度を [TwentyFour_Hours] から [Twelve_Hours] に変更します。
1.

次のコマンドを実行します。--stack-set-name で、スタックセット名 my-awsconfigstackset を指定します。
次の例で示している通り、FailureToleranceCount パラメータで 0 を MaxConcurrentCount
に、1 を --operation-preferences に設定することで、障害耐性および同時アカウントの
最大数を設定します。代わりに割合を適用するには、FailureTolerancePercentage または
MaxConcurrentPercentage を使用します。このチュートリアルでは、割合ではなくカウントを使
用しています。

Note
MaxConcurrentCount の値は、FailureToleranceCount の値に依存しま
す。MaxConcurrentCount は、最大で FailureToleranceCount より 1 だけ多くなりま
す。
[セルフマネージド型のアクセス許可] スタックインスタンスのパラメータ値を上書きするアカウント
ID を指定します。
aws cloudformation update-stack-instances --stackset-name my-awsconfig-stackset --parameter-overrides
ParameterKey=MaximumExecutionFrequency,ParameterValue=TwentyFour_Hours\\,Twelve_Hours
--operation-preferences FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1 --accounts
'["012345678901"]' --regions '["eu-west-1", "us-west-2"]'

[Service-managed permissions (サービスマネージド型のアクセス許可)] スタックインスタンスのパラ
メータ値を上書きする組織のルート ID、OU ID、AWS Organizations のアカウント ID のいずれかを指
定します。この例では、OU 内のすべてのアカウントのスタックインスタンスのパラメータ値を ourcuk-1x5j1lwo ID で上書きします。
上書きされたパラメータ値は、ターゲット OU とその子 OU に現在存在するアカウントにのみ適用さ
れます。今後ターゲット OU とその子 OU に追加されるアカウントでは、スタックセットのデフォル
ト値が使用され、上書きされた値は使用されません。
aws cloudformation update-stack-instances --stackset-name my-awsconfig-stackset --parameter-overrides
ParameterKey=MaximumExecutionFrequency,ParameterValue=TwentyFour_Hours\\,Twelve_Hours
--operation-preferences FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1 --deploymenttargets OrganizationalUnitIds='["ou-rcuk-1x5j1lwo"]' --regions '["eu-west-1", "uswest-2"]'

2.

describe-stack-set-operation コマンドを実行して更新オペレーションのステータスと結
果を表示し、スタックインスタンスでパラメータ値が正常に上書きされたことを確認します。-operation-id には、update-stack-instances コマンドに返されたオペレーション ID を使用し
ます。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --operation-id operation_ID
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スタックセットからのスタックインスタンスの削除
AWS Management Console 内で、または AWS CLI で AWS CloudFormation コマンドを使用することで、
スタックインスタンスをスタックセットから削除できます。この手順では、すべてのスタックを削除しま
す。
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの場合、最上位の組織単位 (OU) からスタッ
クインスタンスを削除すると、スタックセットのターゲットとして OU が削除されます。
トピック
• AWS Management Console を使用してスタックインスタンスを削除する (p. 722)
• AWS CLI を使用してスタックインスタンスを削除する (p. 724)

AWS Management Console を使用してスタックインスタンスを
削除する
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

ナビゲーション [StackSets] を選択します。StackSets ページで、「スタックセットの作
成 (p. 702)」で作成したスタックセットを選択します。

3.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Delete stacks from StackSet (StackSet
からスタックを削除)] を選択します。

4.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、スタックインスタンスを削除するア
カウントを選択します。
a.

[セルフマネージド型のアクセス許可] [アカウント] で [Deploy stacks in accounts (スタックをアカ
ウントにデプロイ)] を選択します。ターゲットアカウント番号をテキストボックスに貼り付け、
複数の数字をカンマで区切ります。
[サービスマネージド型のアクセス許可] [アカウント] で [Deploy stacks in organizational units (ス
タックを組織単位にデプロイ)] を選択します。スタックセットがターゲットとする OU の ID を貼
り付けます。

Note
StackSets は、指定したターゲット OU のすべての子 OU からスタックインスタンスを
削除します。
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b.

[Deployment Region (デプロイリージョン)] で、スタックインスタンスを削除するリージョンを
選択します。この場合は、[米国東部 (バージニア北部) リージョン] と [米国西部 (オレゴン) リー
ジョン] を選択します。

c.

[Deployment options (デプロイメントオプション)] で次のようにします。
• [Maximum concurrent accounts (同時アカウントの最大数)] については、デフォルト値の [数値]
と [1] をそのまま使用します。
• [Failure tolerance (障害耐性)] については、デフォルトの [数値] と [0] をそのまま使用します。
[Retain stacks (スタックの保持)] 領域で、デフォルト設定の無効をそのまま使用します。
スタックセットからスタックを削除する際、[Retain stacks (スタックの保持)] オプションによっ
て、スタックセットからスタックインスタンスを削除するが、スタックと関連するリソースは保
存する、という選択を行うことができます。[Retain stacks (スタックの保持)] オプションを選択
してスタックセットからスタックを保存すると、スタックのリソースは現在の状態のままです
が、スタックはスタックセットの一部ではなくなります。保持されたスタックを再び関連付け
ることや、既存の保存されたスタックを新しいスタックセットに追加することはできません。ス
タックは、スタックセットから永久に独立します。この手順では、スタックセット全体を削除す
るためにすべてのスタックを削除するため、スタックを保持しません。
[次へ] を選択します。

5.

[確認] ページで選択内容を確認し、[送信] を選択します。

6.

スタックの削除が終了したら、StackSet 詳細ページの [Stack instances (スタックインスタンス)] タブ
で、スタックセットからスタックインスタンスが削除されたことを確認できます。
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AWS CLI を使用してスタックインスタンスを削除する
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
--call-as DELEGATED_ADMIN

1.

delete-stack-instances コマンドを実行します。--stack-set-name で、スタックセット名
my-awsconfig-stackset を指定します。
次の例で示している通り、FailureToleranceCount パラメータで 0 を MaxConcurrentCount
に、1 を --operation-preferences に設定することで、障害耐性および同時アカウントの
最大数を設定します。代わりに割合を適用するには、FailureTolerancePercentage または
MaxConcurrentPercentage を使用します。このウォークスルーでは、割合ではなくカウントを使
用します。

Note
MaxConcurrentCount の値は、FailureToleranceCount の値に依存しま
す。MaxConcurrentCount は、最大で FailureToleranceCount より 1 だけ多くなりま
す。
--retain-stacks は delete-stack-instances に必要なパラメータであるため、スタックを保
持 (保存) したくない場合、--no-retain-stacks を追加します。このチュートリアルでは、スタッ
クを保持しないため、--no-retain-stacks パラメータを追加します。
[セルフマネージド型のアクセス許可] account_ID を スタックセットの作成 (p. 702) でスタック
セットを作成するために使用したアカウントに置き換えます。
aws cloudformation delete-stack-instances --stack-set-name my-awsconfig-stackset
--accounts '["0123456789012"]' --regions '["eu-west-1"]' --operation-preferences
FailureToleranceCount=0,MaxConcurrentCount=1 --no-retain-stacks

[サービスマネージド型のアクセス許可] --deployment-targets で、スタックインスタンスを作成
した組織 (ルート) ID または OU ID を指定します。

Note
StackSets は、指定したターゲット OU のすべての子 OU からスタックインスタンスを削除
します。
aws cloudformation delete-stack-instances --stack-set-name my-awsconfig-stackset -deployment-targets OrganizationalUnitIds='["ou-rcuk-1x5jlwo", "ou-rcuk-slr5lh0a"]' -regions '["eu-west-1"]' --no-retain-stacks

2.

必要に応じて、スタックの削除が完了したあと、describe-stack-set-operation コマンド
を実行してスタック削除オペレーションのステータスおよび結果を表示し、スタックセットからス
タックインスタンスが削除されたことを確認します。--operation-id には、delete-stackinstances コマンドに返されたオペレーション ID を使用します。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --stack-set-name stackSetName -operation-id ddf16f54-ad62-4d9b-b0ab-3ed8e9example
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スタックの削除
「AWS CloudFormation StackSets の使用開始」ウォークスルーを完了したあと、このセクションの手順
に従って、このウォークスルーの一部として作成したスタックセットや他のリソースを削除することがで
きます。スタックセットを削除するには、まずスタックセットのスタックインスタンスをすべて削除する
必要があります。すべてのスタックインスタンスを削除する方法の詳細については、スタックセットから
のスタックインスタンスの削除 (p. 722) を参照してください。

AWS Management Console を使用してスタックセットを削除す
る
1.

[StackSets] ページで、「スタックセットの作成 (p. 702)」で作成したスタックセットを選択しま
す。このウォークスルーで、my-awsconfig-stackset という名前のスタックセットを作成しまし
た。

2.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Delete StackSet (StackSet の削除)] を
選択します。

3.

スタックセットの削除を確認するプロンプトが表示されたら、[Delete StackSet (StackSet を削除す
る)] を選択します。

AWS CLI を使用してスタックセットを削除する
委任された管理者として行動する場合は、StackSets コマンドを実行するたびに --call-as パラメータ
を DELEGATED_ADMIN に設定する必要があります。
--call-as DELEGATED_ADMIN

1.

次のコマンドを実行します。確認を求められたら、y と入力してから [Enter] キーを押して続行しま
す。
aws cloudformation delete-stack-set --stack-set-name my-awsconfig-stackset

2.

list-stack-sets コマンドを実行して、スタックセットが削除されたことを確認します。list-stacksets コマンドの結果は、DELETED のステータスを持つスタックを表示します。
aws cloudformation list-stack-sets

Delete Service Roles (オプション)
StackSets がスタックセットの作成に必要としたサービスロールを削除します。
セルフマネージド型のスタックセットの場合、このガイドのチュートリアルで スタックセッ
トオペレーションの前提条件 (p. 688) の一部として作成したロールは、管理者アカウント
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で AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole 、各ターゲットアカウントで
AwsCloudFormationStackSetExecutionRole と名前が付けられます。
サービスマネージド型のスタックセットの場合 、このガイドのチュートリアルで スタックセットオペ
レーションの前提条件 (p. 688) の一部として StackSets によって自動的に作成されたロールには、組
織の management account 内で CloudFormationStackSetsOrgAdmin 、各ターゲットアカウントで
CloudFormationStackSetsOrgMember のサフィックスが付きます。
ロールの削除に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールおよびインスタンスプロファイル
の削除」を参照してください。

AWS Management Console を使用してサービスロールを削除するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ロール] を選択し、削除するロールの隣にあるチェックボックスをオンに
します。

3.

ページ上部の [Role actions (ロールのアクション)] メニューで、[Delete role (ロールの削除)] を選択し
ます。

4.

確認ダイアログボックスで、[Yes, Delete] を選択します。確実に削除する場合は、サービスの最終ア
クセス時間データをまだロード中であっても、削除を実行できます。

AWS CLI を使用してサービスロールを削除するには
•

次のコマンドを実行します。確認を求められたら、y と入力してから [Enter] キーを押して続行しま
す。
aws iam delete-role --role-name role name

サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタック
セットの自動デプロイの管理
自動デプロイを有効にすると、今後ターゲットの組織または組織単位 (OU) に追加されるアカウントに
StackSets が自動デプロイを行います。スタックの保持を有効にすると、ターゲット OU からアカウント
が削除された場合でも、アカウントのスタックリソースは保持されます。スタックセットを作成したとき
に指定した自動デプロイ設定は、いつでも調整できます。
トピック
• AWS CloudFormation コンソールを使用して自動デプロイを管理する (p. 726)
• AWS CLI を使用して自動デプロイを管理する (p. 727)
• 自動デプロイの例 (p. 728)

AWS CloudFormation コンソールを使用して自動デプロイを管理
する
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudformation. で AWS CloudFormation コンソールを開く

2.

ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。

3.

[StackSets] ページで、「サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成」で作成
したスタックセットを選択します。
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4.

スタックセットを選択した状態で、[アクション] メニューから [Edit automatic deployment (自動デプ
ロイの編集)] を選択します。自動デプロイはスタックセットレベルで設定されます。OU、アカウン
ト、リージョンを選択して自動デプロイを調整することはできません。

5.

モーダルダイアログの [Edit automatic deployment (自動デプロイの編集)] で、[Automatic deployment
(自動デプロイ)] と [Account removal behavior (アカウントの削除の動作)] の設定を行います。

Note
[Retain stacks (スタックの保持)] を選択すると、スタックインスタンスはスタックセットか
ら削除されますが、スタックとそれに関連付けられたリソースは保持されます。リソースは
現在の状態のままですが、スタックセットには含まれなくなります。スタックを既存または
新規のスタックセットに再度関連付けることはできません。
6.

[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI を使用して自動デプロイを管理する
1.

AWS CLI を開きます。

2.

「サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成」で作成したスタックセットを
指定する update-stack-set コマンドを実行します。自動デプロイはスタックセットレベルで設定
されます。スタックセットの更新で —auto-deployment を指定した場合、—deployment-targets また
は —regions を指定することはできません。
aws cloudformation update-stack-set --stack-set-name StackSet_myApp --auto-deployment
Enabled=false
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3.

ステップ 2 で update-stack-set 出力の一部として返された operation-id を使用し
て、describe-stack-set-operation を実行し、スタックセットが正常に更新されたことを確認
します。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --operation-id operation_ID

自動デプロイの例
自動デプロイを有効にすると、アカウントがターゲットの組織または OU に追加されたとき、ターゲット
の組織または OU から削除されたとき、ターゲット OU 間で移動したときにトリガーされます。
たとえば、スタックセットの StackSet1 は us-east-1 リージョンの OU OU1 をターゲットにします。
スタックセットの StackSet2 は us-east-1 リージョンの OU OU2 をターゲットにします。OU1 にはア
カウント AccountA が含まれます。
自動デプロイを有効にして AccountA をOU1 から OU2 に移動すると、StackSets は自動的に削除オペ
レーションを実行して StackSet1 インスタンスを AccountA から削除し、StackSet2 インスタンスを
AccountA に追加する作成オペレーションをキューに入れます。StackSet1 インスタンスが削除された
あと、StackSet2 インスタンスが作成されます。

AWS CloudFormation StackSets のターゲットアカ
ウントを設定する
アカウントゲートは、「AWS Lambda」関数を指定して、AWS CloudFormation StackSets でそのアカウ
ントのスタックオペレーションが開始する前に、ターゲットアカウントが特定の要件を満たしているこ
とを検証できるオプション機能です。アカウントゲートの一般的な例としては、ターゲットアカウントに
アクティブまたは未解決の CloudWatch アラームがないことを検証することが挙げられます。StackSets
は、ターゲットアカウントのスタックオペレーションを開始する度にこの関数を呼び出し、SUCCEEDED
コードが返される場合のみ次に進みます。Lambda 関数より FAILED ステータスが返される場合、リクエ
スト済みのオペレーションは StackSets によって中断されます。Lambda 関数でアカウントゲートを設定
していない場合、StackSets はこの確認をスキップし、オペレーションを継続します。
ターゲットアカウントでアカウントのゲートチェックを行うことができない場合、失敗したオペレーショ
ンは、スタックの指定した障害耐性の数または割合 (%) に含められます。障害耐性の詳細については、
「スタックセットオペレーションのオプション (p. 685)」を参照してください。
アカウントゲート機能は、StackSets オペレーションでのみ使用できます。この機能は、StackSets 以外の
その他の AWS CloudFormation オペレーションでは使用できません。

セットアップ要件
次のリストでは、アカウントゲート作成のセットアップ要件について説明します。
• StackSets のアカウントゲート機能を使用するには、Lambda 関数名を
AWSCloudFormationStackSetAccountGate にする必要があります。
• AWSCloudFormationStackSetExecutionRole では、Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許可が必
要です。これらのアクセス許可がない場合は、StackSets によって、アカウントゲート機能の確認はス
キップされ、スタックオペレーションが続行されます。
• アカウントのゲート作成を行うには、Lambda InvokeFunction のアクセス許可をターゲットアカウン
トに追加する必要があります。ターゲットアカウントの信頼ポリシーには、管理者アカウントとの信頼
関係が必要です。Lambda のアクセス許可 (invokefunction) を付与するポリシーステートメントの例
を次に示します。
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{

}

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

Lambda のアカウントゲート機能の関数のサンプル
以下のサンプルの AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Lambda の
AWSCloudFormationStackSetAccountGate 関数を作成できます。これらのいずれかのテンプレートを使用
して新しいスタックを作成する方法については、本ガイドの「スタックの作成」を参照してください。
テンプレートの場所

説明

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-templates-us-east-1/cloudformation-stackset-accountgate-succeeded.template

スタックを作成して、SUCCEEDED ステータスを返
す Lambda アカウントゲート関数を実装します。

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-templates-us-east-1/cloudformation-stackset-accountgate-failed.template

スタックを作成して、FAILED ステータスを返す
Lambda アカウントゲート関数を実装します。

スタックセット内のアンマネージド型の設定変更の
検出
スタックとスタックに含まれるリソースを CloudFormation で管理している場合でも、ユーザーは
CloudFormation の外部でそれらのリソースを変更できます。ユーザーは、リソースを作成した基盤となる
サービスを使用してリソースを直接編集できます。スタックセットでドリフト検出を実行すると、そのス
タックセットに属するスタックインスタンスのいずれかが予想される設定と異なっているか、またはドリ
フトしているかを判断できます。

CloudFormation がスタックセットでドリフト検出を
実行する方法
CloudFormation がスタックセットでドリフト検出を実行する場合、スタックセット内の各スタックイン
スタンスに関連付けられたスタックでドリフト検出が実行されます。これを行うために、CloudFormation
は、スタック内の各リソースの現在の状態を、スタックのテンプレート、および指定された入力パラメー
タで定義されているリソースの予想される状態と比較します。リソースの現在の状態が予想される状態と
異なる場合、そのリソースはドリフトしたものとみなされます。スタック内の 1 つ以上のリソースがドリ
フトしている場合、スタック自体がドリフトしたとみなされ、スタックが関連付けられているスタックイ
ンスタンスもドリフトしたとみなされます。スタックセット内の 1 つ以上のスタックインスタンスがドリ
フトした場合、スタックセット自体がドリフトしたとみなされます。
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ドリフト検出では、管理されていない変更、つまり CloudFormation の外部にあるスタックに加えられた
変更を識別します。スタックセットレベルではなく、CloudFormation を介してスタックに直接行った変更
は、ドリフトとはみなされません。たとえば、スタックセットのスタックインスタンスに関連付けられた
スタックがあるとします。CloudFormation を使用してそのスタックを更新して別のテンプレートを使用し
た場合、そのスタックのテンプレートがスタックセットに属する他のスタックのテンプレートとは異なる
ようになった場合でも、ドリフトとはみなされません。これは、スタックが CloudFormation で予想され
るテンプレートとパラメータ設定を一致させるためです。
CloudFormation がスタックでドリフト検出を実行する方法の詳細については、スタックとリソースに対す
るアンマネージド型設定変更の検出 (p. 181) を参照してください。
CloudFormation では各スタックで個別にドリフト検出を実行するため、スタックがドリフトしているかど
うかを判断する際に、オーバーライドされたパラメータ値が考慮されます。スタックインスタンスでのテ
ンプレートパラメータのオーバーライドの詳細については、「スタックインスタンスのパラメータを上書
きする (p. 717)」を参照してください。
スタックインスタンスに関連付けられたスタックで直接ドリフト検出を実行する場合、これらのドリフト
結果は [StackSets] コンソールページからは利用できません。

AWS Management Console を使用してスタックのドリフトを検出するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

[StackSets] ページで、ドリフト検出を実行するスタックセットを選択します。

3.

[アクション] メニューから、[Detect drifts (ドリフトを検出)] を選択します。
CloudFormation により、選択されたスタックセットに対してドリフト検出が開始されたことを示す情
報バーが表示されます。

4.

オプション: ドリフト検出オペレーションの進行状況を監視するには:
a.
b.

5.

6.

7.

スタックセット名を選択して、[Stackset details (スタックセットの詳細)] ページを表示します。
[オペレーション] タブを選択し、ドリフト検出オペレーションを選択してから、[View drift details
(ドリフトの詳細の表示)] を選択します。

CloudFormation に [Operation details (オペレーションの詳細)] ダイアログボックスが表示されます。
CloudFormation がドリフト検出オペレーションを完了するまで待ちます。ドリフト検出オペレーショ
ンが完了すると、CloudFormation によって、スタックセットの [ドリフトステータス] と [前回のドリ
フトチェック時間] が更新されます。これらのフィールドは、選択したスタックセットの [StackSet
details (StackSet の詳細)] ページの [概要] タブにリストされます。
スタックセットに含まれるスタックインスタンスの数や、スタックセットに含まれるリソースの数に
よっては、ドリフト検出操作に時間がかかる場合があります。特定のスタックセットで同時に実行で
きるドリフト検出オペレーションは 1 つだけです。情報バーを閉じた後でも、CloudFormation によっ
てドリフト検出オペレーションが継続されます。
スタックセット内のスタックインスタンスのドリフト検出結果を確認するには、[スタックインスタン
ス] タブを選択します。
[スタックの名前] 列には、各スタックインスタンスに関連付けられたスタックの名前がリストされ、
[ドリフトステータス] 列にはスタックのドリフトステータスがリストされます。スタックの 1 つ以上
のリソースがドリフトした場合、スタックはドリフトしたと見なされます。
特定のスタックインスタンスに関連付けられたスタックのドリフト検出結果を確認するには、次の手
順を実行します。
1. スタックインスタンスの [AWS account (アカウント)]、[Stack name (スタックの名前)]、[AWS
region (リージョン)] をメモします。
2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
スタックインスタンスを含む AWS アカウントにログインします。
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3. スタックインスタンスを含む AWS リージョンを選択します。
4. 左側のナビゲーションペインで、[スタック] を選択します。
5. 表示するスタックを選択し、[ドリフト] を選択します。
CloudFormation には、指定したスタックインスタンスに関連付けられたスタックの [ドリフト]
ページを表示されます。
[リソースのドリフトステータス] セクションに、CloudFormation で各スタックリソース、そのドリフ
トステータス、およびリソースで最後にドリフト検出が開始された時刻がリスト表示されます。各リ
ソースの論理 ID と物理 ID は、それらを識別しやすくするために表示されます。さらに、ステータス
が [MODIFIED (変更済み)] のリソースの場合、CloudFormation はリソースドリフトの詳細を表示しま
す。
ドリフトステータスに基づいてリソースをソートするには、[ドリフトステータス] 列を使用します。
•

変更されたリソースの詳細を表示します。
•

変更されたリソースを選択した状態で、[View drift details (ドリフトの詳細を表示)] を選択し
ます。
CloudFormation により、そのリソースのドリフト詳細ページが表示されます。このページ
に、リソースの意図した値と現在のプロパティ値、およびその 2 つの違いがリスト表示され
ます。
違いを強調表示するには、[違い] セクションでプロパティ名を選択します。
• 追加されたプロパティは [詳細] セクションの列 [最新の] で緑色で強調表示されます。
• 削除されたプロパティは [詳細] セクションの列 [Expected] で赤色で強調表示されます。
• 値が変更されたプロパティは、[予定] 列と [Current (最新の)] 列の両方で青色で強調表示さ
れます。
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AWS CLI を使用してスタックのドリフトを検出するには
AWS CLI を使用してスタック全体のドリフトを検出するには、次の aws cloudformation コマンドを
使用します。
• detect-stack-set-drift はスタックでドリフト検出オペレーションを開始します。
• describe-stack-set-operation はスタックドリフト検出動作の状態を監視します。
• ドリフト検出操作が完了したら、次のコマンドを使用して必要なドリフト情報を返します。
• スタックセットに関する詳細情報（スタックセットで最後に完了したドリフト操作に関する詳細情報
を含む）を返すには、describe-stack-set を使用します。(進行中のドリフト操作に関する情報は
含まれません。)
• 各インスタンスのドリフトステータスと最後にチェックされたドリフト時間を含む、スタックセット
に属するスタックインスタンスのリストを返すには、list-stackinstances を使用します。
• 特定のスタックインスタンスに関する詳細情報（ドリフトステータスや最後にチェックされたドリフ
ト時間など）を返すには、describe-stack-instance を使用します。
1.

スタックセット全体と関連するスタックインスタンスのドリフトを検出するには、detect-stackset-drift を使用します。
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次の例では、スタックセット stack-set-drift-example でドリフト検出を開始します。
aws cloudformation detect-stack-set-drift --stack-set-name stack-set-drift-example
{
}

2.

"OperationId": "c36e44aa-3a83-411a-b503-cb611example"

スタックセットドリフト検出オペレーションは長時間実行されるオペレーションとなる可能性がある
ため、describe-stack-set-operation を使用してドリフトオペレーションのステータスを監視
します。このコマンドは、detect-stack-set-drift コマンドによって返されたスタックセットオ
ペレーション ID を受け取ります。
次の例では、前の例のオペレーション ID を使用して、スタックセットドリフト検出オペレーションに
関する情報を返します。この例では、オペレーションはまだ実行中です。このスタックセットに関連
付けられている 7 つのスタックインスタンスのうち、1 つのスタックインスタンスがすでにドリフト
していることが判明し、2 つのインスタンスが同期しており、残り 4 つのスタックインスタンスにつ
いてドリフト検出が進行中です。1 つのインスタンスがドリフトしているため、スタックセット自体
のドリフトステータスは DRIFTED になります。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --stack-set-name stack-set-driftexample --operation-id c36e44aa-3a83-411a-b503-cb611example
{

"StackSetOperation": {
"Status": "RUNNING",
"AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::012345678910:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
"OperationPreferences": {
"RegionOrder": []
},
"ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
"StackSetDriftDetectionDetails": {
"DriftedStackInstancesCount": 1,
"TotalStackInstancesCount": 7,
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:34:28.543Z",
"InSyncStackInstancesCount": 2,
"InProgressStackInstancesCount": 4,
"DriftStatus": "DRIFTED",
"FailedStackInstancesCount": 0
},
"Action": "DETECT_DRIFT",
"CreationTimestamp": "2019-12-04T20:33:13.673Z",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22example",
"OperationId": "c36e44aa-3a83-411a-b503-cb611example"
}
}

後で同じコマンドを実行した、この例ではドリフト検出操作が完了した後に返される情報を示してい
ます。このスタックセットに関連付けられている合計 7 つのスタックインスタンスのうち 2 つがドリ
フトしているため、スタックセット自体のドリフトステータスは DRIFTED になっています。
aws cloudformation describe-stack-set-operation --stack-set-name stack-set-driftexample --operation-id c36e44aa-3a83-411a-b503-cb611example
{

"StackSetOperation": {
"Status": "SUCCEEDED",
"AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::012345678910:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
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}

3.

}

"OperationPreferences": {
"RegionOrder": []
}
"ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
"EndTimestamp": "2019-12-04T20:37:32.829Z",
"StackSetDriftDetectionDetails": {
"DriftedStackInstancesCount": 2,
"TotalStackInstancesCount": 7,
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:36:55.612Z",
"InSyncStackInstancesCount": 5,
"InProgressStackInstancesCount": 0,
"DriftStatus": "DRIFTED",
"FailedStackInstancesCount": 0
},
"Action": "DETECT_DRIFT",
"CreationTimestamp": "2019-12-04T20:33:13.673Z",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22example",
"OperationId": "c36e44aa-3a83-411a-b503-cb611example"

スタックセットドリフト検出オペレーションが完了したら、describe-stack-set、liststackinstances、および describe-stack-instance コマンドを使用して結果を確認します。
describe-stack-set コマンドには、describe-stack-set-operation コマンドで返されるの
と同じ詳細なドリフト情報が含まれます。
aws cloudformation describe-stack-set --stack-set-name stack-set-drift-example
{
"StackSet": {
"Status": "ACTIVE",
"Description": "Demonstration of drift detection on stack sets.",
"Parameters": [],
"Tags": [
{
"Value": "Drift detection",
"Key": "Feature"
}
],
"ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
"Capabilities": [],
"AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::012345678910:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
"StackSetDriftDetectionDetails": {
"DriftedStackInstancesCount": 2,
"TotalStackInstancesCount": 7,
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:36:55.612Z",
"InProgressStackInstancesCount": 0,
"DriftStatus": "DRIFTED",
"DriftDetectionStatus": "COMPLETED",
"InSyncStackInstancesCount": 5,
"FailedStackInstancesCount": 0
},
"StackSetARN": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stackset/stackset-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22example",
"TemplateBody": [details omitted],
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22ebexample",
"StackSetName": "stack-set-drift-example"
}
}
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list-stack-instances コマンドを使用して、各スタックインスタンスのドリフトステータスな
ど、スタックセットに関連付けられたスタックインスタンスに関する概要情報を返すことができま
す。
この例では、サンプルスタックセットで list-stack-instances を実行することにより、ドリフト
ステータスが DRIFTED のある 2 つのスタックインスタンスを識別できます。
aws cloudformation list-stack-instances --stack-set-name stack-set-drift-example
{

"Summaries": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:apnortheast-1:012345678910:stack/StackSet-stack-set-drift-example-29168cdde587-4709-8a1f-90f752ec65e1/1a8a98f0-16d4-11ea-9844-060a5example",
"Status": "CURRENT",
"Account": "012345678910",
"Region": "ap-northeast-1",
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:36:18.481Z",
"DriftStatus": "IN_SYNC",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432ea73f-8c22eexample"
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:012345678910:stack/
StackSet-stack-set-drift-example-b0fb6083-60c0-4e39af15-2f071e0db90c/0e4f0940-16d4-11ea-93d8-0641cexample",
"Status": "CURRENT",
"Account": "012345678910",
"Region": "eu-west-1",
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:37:32.687Z",
"DriftStatus": "DRIFTED",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22eexample
},
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/
StackSet-stack-set-drift-example-b7fde68e-e541-44c2-b33def2e2988071a/008e6030-16d4-11ea-8090-12f89example",
"Status": "CURRENT",
"Account": "012345678910",
"Region": "us-east-1",
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:34:28.275Z",
"DriftStatus": "DRIFTED",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432ea73f-8c22eexample"
},
[additional stack instances omitted]
}

]

describe-stack-instance コマンドでもこの情報は返されますが、以下の例のように 1 つのス
タックインスタンスに対する情報です。
aws cloudformation describe-stack-instance --stack-set-name stack-set-drift-example -stack-instance-account 012345678910 --stack-instance-region us-east-1
{

"StackInstance": {
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"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/
StackSet-stack-set-drift-example-b7fde68e-e541-44c2-b33def2e2988071a/008e6030-16d4-11ea-8090-12f89example",
"Status": "CURRENT",
"Account": "012345678910",
"Region": "us-east-1",
"ParameterOverrides": [],
"DriftStatus": "DRIFTED",
"LastDriftCheckTimestamp": "2019-12-04T20:34:28.275Z",
"StackSetId": "stack-set-drift-example:bd1f4017-d4f9-432e-a73f-8c22eexample"
}
}

4.

どのスタックインスタンスがドリフトしたかを特定したら、list-stack-instances コマンドまた
は describe-stack-instance コマンドによって返されるスタックインスタンスに関する情報を使
用して、describe-stack-resource-drifts を実行できます。このコマンドは、スタック内のどのリソース
がドリフトしたかに関する詳細情報を返します。
次の例では、上記の例の list-stack-instances コマンドによって返されたドリフトしたスタッ
クのいずれかのスタック ID を使用して、CloudFormation の外部で変更または削除されたリソース
に関する詳細情報を返します。このスタックでは、AWS::SQS::Queue リソースの 2 つのプロパ
ティ、DelaySeconds と maxReceiveCount が変更されています。
aws cloudformation describe-stack-resource-drifts --stack-name
arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/StackSet-stack-set-drift-exampleb7fde68e-e541-44c2-b33d-ef2e2988071a/008e6030-16d4-11ea-8090-12f89example --stackresource-drift-status-filters "MODIFIED" "DELETED"
{

"StackResourceDrifts": [
{
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:stack/
StackSet-stack-set-drift-example-b7fde68e-e541-44c2-b33def2e2988071a/008e6030-16d4-11ea-8090-12f8925a37c4",
"ActualProperties": "{\"DelaySeconds\":10,\"RedrivePolicy\":
{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-east-1:012345678910:StackSet-stack-set-driftexample-b7fde68e-e541-44c2-b33d-ef2e2-DLQ-1H0SQCOKALBDJ\",\"maxReceiveCount\":20},
\"VisibilityTimeout\":60}",
"ResourceType": "AWS::SQS::Queue",
"Timestamp": "2019-12-04T20:33:57.261Z",
"PhysicalResourceId": "https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/012345678910/
StackSet-stack-set-drift-example-b7fde68e-e541-44c2-b33d-ef2-Queue-6FNDEY4AUEPV",
"StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
"ExpectedProperties": "{\"DelaySeconds\":20,\"RedrivePolicy\":
{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-east-1:012345678910:StackSet-stack-set-driftexample-b7fde68e-e541-44c2-b33d-ef2e2-DLQ-1H0SQCOKALBDJ\",\"maxReceiveCount\":10},
\"VisibilityTimeout\":60}",
"PropertyDifferences": [
{
"PropertyPath": "/DelaySeconds",
"ActualValue": "10",
"ExpectedValue": "20",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"
},
{
"PropertyPath": "/RedrivePolicy/maxReceiveCount",
"ActualValue": "20",
"ExpectedValue": "10",
"DifferenceType": "NOT_EQUAL"
}
],
"LogicalResourceId": "Queue"
}
]
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スタックセットでのドリフト検出の停止
スタックセットのドリフト検出は長時間実行されるオペレーションになる可能性があるため、スタック
セットで現在実行中のドリフト検出オペレーションを停止するのが望ましい場合があります。

AWS Management Console を使用してスタックセットのドリフト検出を停止するには
1.

AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。

2.

[StackSets] ページで、スタックセットの名前を選択します。
CloudFormation に選択したスタック [StackSets details (スタックセットの詳細)] ページが表示されま
す。

3.

[StackSets details (セットのスタックセットの詳細)] ページで、[オペレーション] タブを選択し、ドリ
フト検出オペレーションを選択します。

4.

[Stop operation (オペレーションを停止)] を選択します。

AWS CLI を使用してスタックセットのドリフト検出を停止するには
•

stop-stack-set-operation コマンドを実行します。ドリフト検出スタックセットオペレーショ
ンのスタックセット名とオペレーション ID の両方を指定する必要があります。
aws cloudformation stop-stack-set-operation --stack-set-name stack-set-drift-example -operation-id 624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample

AWS CloudFormation StackSets へのスタックのイ
ンポート
AWS CloudFormation スタックインポートオペレーションでは、既存のスタックを新規または既存のス
タックセットにインポートできるため、1 回のオペレーションで既存のスタックをスタックセットに移行
できます。StackSets では、スタックの機能が拡張されるため、1 回のオペレーションで複数のアカウン
トおよびリージョン間でスタックを作成、更新、または削除できます。スタックインポートオペレーショ
ンを使用して、インポートするスタックのスタック ID を指定して、ソーススタックと同じアカウントまた
は別の管理者アカウントおよびリージョン内の新しいスタックセットに最大 10 個のスタックをインポー
トします。スタックインポートは、StackSets がサポートされている場所であればどこでも利用できま
す。StackSets リージョンのサポートについては、StackSets regional support を参照してください。
例えば、複数のアカウントで管理者 AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを指定するスタッ
クがある場合、そのスタックをスタックセットにインポートできます。スタックインポートを使用する
と、それらのリソースを削除して再作成することなく、ダウンタイムや停止を回避できます。スタックが
スタックセットにインポートされると、元のスタックは新しく生成されたスタックセットのスタックイン
スタンスとなります。
既存のスタックをスタックセットにインポートする方法の詳細については、次のセクションを参照してく
ださい。
• スタックインポートの要件 (p. 738)
• スタックセットへのスタックのインポート (コンソール) (p. 738)
• スタックのスタックセットへのインポート (AWS CLI) (p. 739)
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• スタックインポートオペレーションを元に戻す (p. 740)

スタックインポートの要件
スタックをスタックセットにインポートする前に、次の要件を確実に理解してください。
• スタックインポート機能を使用するには、スタックセットを作成する管理者アカウントと、スタックを
含むターゲットアカウントが必要です。
• ターゲットアカウントには、スタック ID または ARN の入力で GetTemplate オ
ペレーションを使用するための許可が必要です。そのため、管理者アカウントには
AWSCloudFormationStackSetsAdminstration または AWSCloudFormationStackSetsExectionRole 許可が
付与されている必要があります。
• スタックは 1 つのスタックセットにのみ属することができます。
• スタックインポートオペレーションでタグをパラメータとして明示的に指定することで、スタックタグ
をスタックセットに実装できます。
• スタックのカスタムパラメータの上書きは、インポートオペレーション中に影響を受けません。
• スタックインポートオペレーションでは、セルフマネージドの許可を持つスタックセットの作成がサ
ポートされています。
• StackSets クォータとスタックインスタンスは、スタックのインポート時に適用されます。クォータの
詳細については、AWS CloudFormation quotas を参照してください。

スタックセットへのスタックのインポート (コンソー
ル)
スタックを新しいスタックセットにインポートする
AWS Management Console を使用して、スタックを新しいスタックセットにインポートする
既存のスタックをスタックセットにインポートするには、インポートするリソースを含むスタックを特定
します。
1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. ナビゲーションパネルから [StackSets] を選択します。
3. [StackSets] ページの上部で [Create StackSet (StackSet の作成)] を選択します。
4. [Choose a template] (テンプレートの選択) ページで、次のいずれかのオプションを使用してテンプレー
トを指定し、[Next] (次へ) を選択します。
• [Amazon S3 URL] を選択し、テキストボックスにテンプレートの URL を指定します。
• [Upload a template file] (テンプレートファイルのアップロード) を選択し、テンプレートを参照しま
す。
• [From stack ID] (スタック ID から) を選択し、スタック ID を入力します。
5. [Specify StackSet details] (StackSet の詳細を指定) ページで、作成するスタックセットの名前を入力
し、[Next] (次へ) を選択します。
(オプション) スタックセットの説明を入力します。
6. [Configure StackSet options] (StackSet オプションの設定) ページで、選択内容を確認し、[Next] (次へ)
を選択します。
7. [Set deployment options] (デプロイオプションの設定) ページで、[Import stacks to stack set] (スタック
をスタックセットにインポート) を選択します。
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8. インポートするスタックのスタック ID を [Stacks to import] (インポートするスタック) フィールドに入
力します。たとえば、arn:123456789101:us-east-1:StackToImport と指定します。
(オプション) [Add another stack ID] (別のスタック ID を追加) を選択し、インポートする別のスタック
のスタック ID を入力します。スタックインポートオペレーションごとに最大 10 個のスタックを追加で
きます。
9. デプロイオプションを確認し、[Next] (次へ) を選択します。
10.[確認] ページで、設定とスタックセットのプロパティを確認します。スタックセットにスタックをイン
ポートする準備ができたら、[Submit] (送信) を選択します。
結果: インポートされたスタックは、指定されたスタックセットのスタックインスタンスとなりました。ス
タックのインポートステータスの詳細については、Stack set and stack instance status codes を参照して
ください。

既存のスタックセットにスタックをインポートする
AWS Management Console を使用して、既存のスタックセットにスタックをインポートする
既存のスタックをスタックセットにインポートするには、インポートするリソースを含むスタックを特定
します。
1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/cloudformation で
AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。
3. [StackSets] ページで、スタックのインポート先のスタックセットを選択します。
4. スタックセットを選択した状態で、[Actions] (アクション) メニューから [Add stacks to StackSet]
(StackSet にスタックを追加) を選択します。
5. [Set deployment options] (デプロイオプションの設定) ページで、[Import stacks to stack set] (スタッ
クセットにスタックをインポート) を選択し、インポートするスタックのスタック ID を [Stacks to
import] (インポートするスタック) フィールドに入力します。たとえば、arn:123456789101:useast-1:StackToImport と指定します。
(オプション) [Add another stack ID] (別のスタック ID を追加) を選択し、インポートする別のスタック
のスタック ID を入力します。スタックインポートオペレーションごとに最大 10 個のスタックを追加で
きます。
6. [Next] を選択します。
7. [Specify overrides] (上書きの指定) ページで、選択内容を確認し、[Next] (次へ) を選択します。
8. [確認] ページで、設定とスタックセットのプロパティを確認します。スタックセットを作成する準備が
できたら、[Submit] (送信) を選択します。
結果: インポートされたスタックは、指定されたスタックセットのスタックインスタンスとなりました。ス
タックのインポートステータスの詳細については、Stack set and stack instance status codes を参照して
ください。

スタックのスタックセットへのインポート (AWS CLI)
スタックをスタックセットにインポートする
既存のスタックをスタックセットにインポートするには、インポートするリソースを含むスタックを特定
します。この例では、インポートするスタックは arn:123456789101:us-east-1:StackToImport で
す。
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1. スタック ID からスタックセットを作成します。
create-stackset --stack-id "arn:123456789101:us-east-1:StackToImport" --stackSetName
"SingleStackSetName" --permission-model "SELF_MANAGED" --administration-role-arn
"AdminRole" --execution-role-name "ExecutionRole"

2. 指定したスタックをスタックセットにインポートします。
import-stack-to-stackset --stack-ids "arn:123456789101:us-east-1:StackToImport" -stackSet "SingleStackSetName" --mutate --permission-model SELF_MANAGED --administrationrole-arn "AdminRole" --execution-role-name "ExecutionRole"

3. インポートしたスタックを他のリージョンとアカウントにクローンします。
create-stack-instances --stack-set-name "StackSetToWhichStackimported" --accounts
"123556789101" --regions "us-east-1"

スタックをスタックセットにインポートする
既存のスタックをスタックセットにインポートするには、インポートするリソースを含むスタックを特定
します。この例では、インポートするスタックは arn:123456789101:us-east-1:StackToImport1
および arn:123456789101:us-east-1:StackToImport2 です。
1. スタック ID からスタックセットを作成します。
create-stackset --stack-id "arn:123456789101:us-east-1:StackToImport" --stackSetName
"StackSetName" --permission-model "SELF_MANAGED" --administration-role-arn "AdminRole"
--execution-role-name "ExecutionRole"

2. 指定したスタックをスタックセットにインポートします。
import-stacks-to-stackset --stack-ids "arn:123456789101:useast-1:StackToImport1, arn:123456789101:us-east-1:StackToImport2" --stackSet
"StackSetName" --permission-model SELF_MANAGED --administration-role-arn "AdminRole" -execution-role-name "ExecutionRole"

3. インポートしたスタックを他のリージョンとアカウントにクローンします。
create-stack-instances --stack-set-name "StackSetName" --accounts "123456789012" -regions "us-east-1"

スタックインポートオペレーションを元に戻す
スタックインポートオペレーションを元に戻すには、次のタスクを実行します。
1. スタックインスタンスが削除された後に保持する各リソースの Retain の DeletionPolicy 属性を指
定します。詳細については、Reverting an import operation を参照してください。
2. スタックセットからスタックインスタンスを削除します。詳細については、Delete stack instances from
your stack set を参照してください。
3. スタックセットを削除します。詳細については、Delete a stack set を参照してください。
結果: 元に戻すオペレーションによってスタックインスタンスが削除され、スタックのリソースが保持され
ました。
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ベストプラクティス
トピック
• テンプレートの定義 (p. 741)
• スタックセットにスタックを作成または追加する (p. 741)
• スタックセットでスタックを更新する (p. 741)
AWS CloudFormation ベストプラクティスを確認します。

テンプレートの定義
• 複数のリージョン内の、複数のアカウント内で標準化したいテンプレートを定義します。
• テンプレートを作成するときに、グローバルリソース (IAM ロールや Amazon S3 バケットなど) を同一
アカウントの 1 つ以上のリージョンで作成する場合は、名前の競合が起きないよう注意してください。
• スタックセットは単一のテンプレートとパラメータのセットを持ちます。スタックセットに関連付けら
れたすべてのアカウントで同じスタックが作成されます。テンプレートを作成するときは、制御と標準
化のバランスが取れるよう、十分に細かくしてください。
• テンプレートは Amazon S3 バケットに保存することをお勧めします。

スタックセットにスタックを作成または追加する
• 多数のスタックインスタンスをスタックセットに追加する前に、スタックインスタンスを初期のスタッ
クセットに追加することが機能することを確認してください。
• ユースケースで機能するデプロイ (ロールアウト) オプションを選択します。
• デプロイをより控えめにするには、[Maximum Concurrent Accounts (同時アカウントの最大数)] を 1
に、[Failure Tolerance (障害耐性)] を 0 に設定してください。影響が最も小さいリージョンが [Region
Order (リージョンオーダー)] リストの先頭になるように設定します。1 つのリージョンから開始しま
す。
• デプロイを高速にする場合、必要に応じて [Maximum Concurrent Accounts (最大アカウントの同時
数)] と [Failure Tolerance (障害耐性)] の値を増やします。
• スタックセットのオペレーションは、関係するスタックインスタンスの数に依存し、莫大な時間がかか
ることがあります。

スタックセットでスタックを更新する
• デフォルトでは、スタックセットを更新すると、すべてのスタックインスタンスが更新されます。2 つ
のリージョンにそれぞれ 20 個のアカウントがある場合、40 個のスタックインスタンスを持ち、スタッ
クセットを更新するとすべて更新されます。
多数のスタックインスタンスを含むスタックセットの場合、テンプレートの更新バージョンをテストす
るには、すべてのスタックインスタンスを更新する前に、いくつかのテストアカウントでスタックイン
スタンスを選択的に更新することをお勧めします。
• スタックセット内の個々のスタックの更新をよりきめ細かく制御するには、複数のスタックセットを作
成することを計画してください。
• 多数のスタックを持つスタックセットを更新するには、長い時間がかかることがあります。このリリー
スでは、一度に 1 つのオペレーションのみがスタックセットに許可されます。スタックセットに他のオ
ペレーションを実行することからブロックされないよう、更新を計画しましょう。
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AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプ
レート
このセクションには、エンタープライズで AWS CloudFormation StackSets を使用する手助けとなる、い
くつかの AWS CloudFormation サンプルテンプレートへのリンクが含まれています。このセクションに示
すテンプレートは AWS CloudTrail または AWS Config と共に、その中のルールも有効にします。

サンプルテンプレート
説明

S3 リンク

AWS CloudTrail を有効にする

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
EnableAWSCloudtrail.yml

AWS Config を有効にする

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
EnableAWSConfig.yml

中央ログで AWS Config を有効にする

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
EnableAWSConfigForOrganizations.yml

CloudTrail が有効になっているかどうかを判断する https://s3.amazonaws.com/cloudformationために AWS Config ルールを設定する
stackset-sample-templates-us-east-1/
ConfigRuleCloudtrailEnabled.yml
ルート MFA が有効になっているか判断するために
AWS Config を設定する

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
ConfigRuleRootAccountMFAEnabled.yml

EIP が添付されているか判断するために AWS
Config を設定する

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
ConfigRuleEipAttached.yml

EBS ボリュームが暗号化されているか判断するた
めに AWS Config を設定する

https://s3.amazonaws.com/cloudformationstackset-sample-templates-us-east-1/
ConfigRuleEncryptedVolumes.yml

AWS CloudFormation StackSets のトラブルシュー
ティング
このトピックでは、AWS CloudFormation StackSets に関する一般的な問題と、それらの問題について推
奨される解決方法を示します。
トピック
• スタックオペレーション失敗の一般的な原因 (p. 743)
• 失敗したスタック作成または更新オペレーションを再試行する (p. 743)
• スタックインスタンスの削除に失敗する場合 (p. 744)
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スタックオペレーション失敗の一般的な原因
問題: スタックオペレーション失敗。スタックインスタンスのステータスは OUTDATED です。
原因: スタックオペレーションが失敗する一般的な原因は複数あります。
• テンプレートで指定されているリソースを作成するターゲットアカウントのアクセス権限が不十分。
• AWS CloudFormation テンプレートでエラーが発生する場合があります。AWS CloudFormation のテン
プレートを検証し、スタックセットを作成する前にエラーを修正します。
• テンプレートで、グローバルリソースを作成しようとしています。S3 バケットのように一意である必要
がありますが、このリソースは一意ではありません。
• 指定されたターゲットアカウント番号は存在しません。ウィザードの [Set deployment options (デプロイ
オプションの設定)] ページで指定したターゲットアカウント番号を確認します。
• この管理者アカウントには、ターゲットアカウントとの信頼関係はありません。
• テンプレートで指定されているリソースの最大数が既にターゲットアカウントに存在しています。たと
えば、ターゲットアカウントで許可されている IAM ロールの制限に達していますが、テンプレートを使
用して、さらに IAM ロールを作成できます。
• スタックセットで許可されているスタックの最大数に達しました。スタックセットあたりのスタックの
最大数については、AWS CloudFormation の制限を参照してください。
ソリューション: スタックセットを作成する前にターゲットアカウントおよび管理者アカウントで必要
とされるアクセス権限の詳細については、「スタックセットオペレーションの基本アクセス許可の設
定 (p. 690)」を参照してください。

失敗したスタック作成または更新オペレーションを再
試行する
問題: スタック作成またはスタック更新の失敗。スタックインスタンスのステータスは OUTDATED です。
スタックの作成または更新に失敗した場合にトラブルシューティングするには、AWS CloudFormation コ
ンソールを開いてスタックのイベントを表示します。ステータスは、DELETED (作成オペレーションに失
敗した場合)、または FAILED (更新オペレーションに失敗した場合) と表示されます。スタックイベントを
参照し、[状況の理由] 列を検索します。[状況の理由] の値は、スタックオペレーションが失敗した理由を
表します。
スタック作成失敗の根本的な原因を修正したら、スタック作成を再試行するために次の手順を行います。
ソリューション: スタックオペレーションを再試行するために、次のステップを行います。
1.

コンソールで、オペレーションが失敗したスタックを含むスタックセットを選択します。

2.

[アクション] メニューで [Edit StackSet details (StackSet の詳細を編集)] を選択して、スタックの作成
または更新を再試行します。
[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、同一の AWS CloudFormation テンプレートを使用
するために、デフォルトオプション [現在のテンプレートの使用] をそのまま使用します。テンプレー
トを変更せざるを得なかったことでスタックオペレーションに失敗したため、修正後のテンプレート
をアップロードする場合は、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード]、[参照] の順に選択して、
アップデート後のテンプレートを選択します。修正後のテンプレートのアップロードが完了したら、
[次へ] を選択します。
[詳細の指定] ページで、テンプレート固有のパラメータを変更していない場合は、[次へ] を選択しま
す。
[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] ページで、必要に応じて [Maximum concurrent
accounts (同時アカウントの最大数)] および [Failure tolerance (障害耐性)] のデフォルトを変更しま
す。これらの設定の詳細については、「スタックセットオペレーションのオプション (p. 685)」を参
照してください。

3.

4.
5.

API バージョン 2010-05-15
743

AWS CloudFormation ユーザーガイド
スタックインスタンスの削除に失敗する場合

6.

[確認] ページで選択内容を確認し、チェックボックスをオンにして必要な IAM 機能を確認します。[送
信] を選択します。

7.

スタックが正常に更新されたら、スタックの作成を妨げている根本的な問題が解決されるまで、この
手順を繰り返します。

スタックインスタンスの削除に失敗する場合
問題: スタックの削除に失敗した。
原因: 削除保護が有効になっているスタックでは、スタックを削除できない。
解決策: スタックの削除保護が有効になっているかどうかを確認する。有効になっている場合は、削除保護
を無効にし、スタックインスタンスの実行を再度行います。
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AWS CloudFormation レジストリの
使用
CloudFormation レジストリにより、CloudFormation アカウントで使用できるパブリックとプライベート
の両方の拡張機能を管理できます。

パブリックおよびプライベート拡張機能
• パブリック拡張機能は、すべての CloudFormation ユーザーが使用するためにレジストリで公開されて
いるものです。これには、Amazon およびサードパーティーの拡張機能の公開元により公開されるすべ
ての拡張機能が含まれます。
パブリック拡張機能には、次の 2 種類があります。
• Amazon パブリック拡張機能
Amazon が公開する拡張機能は常に公開されており、デフォルトでアクティブ化されているため、
アカウントで使用する前にアクションを実行する必要はありません。さらに、Amazon が拡張機能の
バージョニングを管理しているため、常に最新のバージョンを使用しています。
• サードパーティーのパブリック拡張機能
これらは、Amazon 以外の公開元が一般的に利用できる拡張機能です。
パブリック拡張機能を使用するには、まずアカウントとリージョンで有効化する必要があります。パ
ブリックサードパーティー拡張機能をアクティブ化すると、CloudFormation は、アクティブ化された
拡張機能のアカウントの拡張機能レジストリにプライベート拡張機能としてエントリを作成します。
これにより、アカウント内でアクティブ化された拡張機能を次の方法でカスタマイズできます。
• パブリックサードパーティーの拡張機能の名前の代わりに使用するエイリアスを指定できます。こ
れにより、サードパーティーの拡張機能の間の名前の衝突を回避できます。
• 新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョンが使用可能になったときに、拡張機能を自動的
に更新するかどうかを指定できます。
詳細については、Using public extensions を参照してください。
独自のサードパーティー拡張機能を公開して、一般的な CloudFormation ユーザーが使用できるよう
にすることができます。詳細については、 CloudFormation Command Line Interface ユーザーガイ
ドの Publishing extensions を参照してください。
• プライベート拡張機能は、ご利用の AWS アカウントで使用するために明示的にアクティブ化された
サードパーティーの拡張機能です。
プライベート拡張機能には、次の 2 種類があります。
• アクティブ化されたプライベート拡張機能
これらは、アカウントとリージョンのためにアクティブ化したサードパーティーの拡張機能のローカ
ルコピーです。サードパーティーのパブリック拡張機能をアクティブ化すると、CloudFormation はそ
の拡張機能のローカルコピーをアカウントのレジストリに作成します。
• 登録されたプライベート拡張機能
パブリック CloudFormation レジストリにリストされていないプライベート拡張機能をアクティブ
化することもできます。これらは、自分で作成した拡張機能、または組織もしくは他のサードパー
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ティーが自分と共有している拡張機能です。このようなプライベート拡張機能をご自分のアカウント
で使用するには、まずそれを登録する必要があります。拡張機能を登録すると、そのコピーがアカウ
ントの CloudFormation レジストリにアップロードされ、アクティブ化されます。
詳細については、Using private extensions を参照してください。
独自のプライベート拡張の開発については、CloudFormation Command Line Interface ユーザーガイ
ドの Creating resource types を参照してください。

Note
プライベート拡張機能、およびアクティブ化されたサードパーティーの公開元からのパブリック
拡張機能は、作成、読み取り、更新、リスト作成、および削除のオペレーション中に実行される
イベントハンドラを実装している場合があります。このため、CloudFormation スタックでこれら
の拡張機能を使用すると、アカウントに料金が発生します。これは、作成されたリソースに対し
て発生した料金に追加されます。詳細については、「AWS CloudFormation の料金」を参照して
ください。

CloudFormation レジストリを使用した拡張機能の
管理
CloudFormation レジストリを使用して、アカウントの拡張機能を管理します。これには以下が含まれま
す。
• 利用可能なアクティブ化された拡張機能を表示します。
• プライベート拡張機能を登録します。
• パブリック拡張機能をアクティブ化します。

CloudFormation コンソールで拡張機能を表示するには
1.

AWS CloudFormation コンソールの CloudFormation ナビゲーションペインの [CloudFormation
registry] (CloudFormation レジストリ) で、表示する拡張機能カテゴリを選択します。
• [Public extensions] (パブリック拡張機能) には、アカウントで使用可能なパブリック拡張機能が表示
されます。
[Filter] (フィルター) オプションを使用して、表示する拡張機能をさらに選択します。
• [Activated extensions] (アクティブ化された拡張機能) は、アカウントでアクティブ化されたパブ
リックおよびプライベートの拡張機能を表示します。
[Filter] (フィルター) ドロップダウンメニューを使用して、表示する拡張機能をさらに選択します。
• AWS は、Amazon が公開する拡張機能をリスト化します。Amazon が公開する拡張機能は、デ
フォルトでアクティブ化されています。
• サードパーティーは、このアカウントでアクティブ化した Amazon 以外の公開元のパブリック拡
張機能の一覧を表示します。
• [Registered] (登録済み) は、このアカウントでアクティブ化したプライベート拡張機能をリスト化
します。
• [Publisher] (公開元) は、このアカウントを使用して公開したパブリック拡張機能を表示します。詳
細については、拡張機能の開発用 CFN-CLI ユーザーガイドの Publishing extensions を参照してく
ださい。

2.

拡張機能名を選択すると、拡張機能の詳細が表示されます。
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CloudFormation でのプライベート拡張機能の使用
プライベート拡張機能は、ご利用の AWS アカウントで使用するために明示的にアクティブ化されたサー
ドパーティーの拡張機能です。
プライベート拡張機能には、次の 2 種類があります。
• アクティブ化されたプライベート拡張機能
これらは、アカウントとリージョンのためにアクティブ化したサードパーティーの拡張機能のローカル
コピーです。サードパーティーのパブリック拡張機能をアクティブ化すると、CloudFormation はその拡
張機能のローカルコピーをアカウントのレジストリに作成します。
• 登録されたプライベート拡張機能
パブリック CloudFormation レジストリにリストされていないプライベート拡張機能をアクティブ化す
ることもできます。これらは、自分で作成した拡張機能、または組織もしくは他のサードパーティーが
自分と共有している拡張機能です。このようなプライベート拡張機能をご自分のアカウントで使用する
には、まずそれを登録する必要があります。
独自のプライベート拡張の開発については、CloudFormation Command Line Interface ユーザーガイドの
Creating resource types を参照してください。

プライベート拡張機能の登録
CloudFormation レジストリにリストされていないプライベート拡張機能 (自分で開発したもの、ま
たは自分と共有されているもの) を使用するには、まずそれらを使用するアカウントとリージョン
で CloudFormation に登録する必要があります。拡張機能を登録すると、そのコピーがアカウントの
CloudFormation レジストリにアップロードされ、アクティブ化されます。プライベート拡張機能を登録す
ると、そのアカウントとリージョンの CloudFormation レジストリに表示され、スタックテンプレートで
使用できます。
拡張機能は、AWS CLI の register-type コマンドを使用するか、CloudFormation CLI の submit コマンド
を使用して登録できます。CloudFormation CLI を使用してプライベート拡張機能を登録する方法について
は、CloudFormation CLI ユーザーガイドの Registering extensions を参照してください。

プライベート拡張機能を登録するための IAM 許可
プライベート拡張機能の登録の一環として、拡張機能のプロジェクトパッケージを含む S3 バケットを指
定します。本パッケージには、登録する拡張機能に必要なソースファイルが含まれています。拡張機能を
登録するユーザーは、その S3 バケット内のプロジェクトパッケージにアクセスできる必要があります。
つまり、ユーザーは、拡張機能パッケージ用の GetObject 許可を持っている必要があります。
これは、AWS CLI の register-type コマンドを使用している場合でも、CloudFormation CLI の submit コ
マンドを使用している場合でも当てはまります。
詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの Actions, Resources, and
Condition Keys for Amazon S3 を参照してください。

AWS CLI を使用してリソースタイプを登録するには
1.
2.

アカウントに登録するプライベート拡張機能のプロジェクトパッケージが含まれている S3 バケット
を探します。
register-type コマンドを使用して、アカウントで拡張機能を登録します。
RegisterType は非同期アクションであり、登録リクエストの進行状況を追跡するために使用できる
登録トークンを返します。
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Note
拡張機能がいずれかの機能の一部として AWS API を呼び出す場合は、これらの AWS API を
呼び出すために必要な許可を含む IAM 実行ロールを作成し、アカウントにその実行ロールを
プロビジョンする必要があります。その後、--execution-role-arn パラメータを使用し
てこの実行ロールを指定できます。CloudFormation は、その実行ロールを引き受け、リソー
スタイプに適切な認証情報を提供します。
たとえば、次のコマンドは、現在の AWS アカウントに My::Resource::Example リソースタイプ
を登録します。
aws cloudformation register-type --type-name My::Resource::Example --schema-handlerpackage [s3 object path] --type RESOURCE
{
}

3.

"RegistrationToken": "f5525280-104e-4d35-bef5-8f1fexample"

オプション: 登録トークンを describe-type-registration コマンドとともに使用して、登録リ
クエストの進行状況を追跡します。
CloudFormation が登録リクエストを完了すると、リクエストの進捗ステータスが COMPLETE に設定
されます。
次の例では、上記の RegisterType コマンドによって返された登録トークンを使用して、登録ステータ
ス情報を返します。
aws cloudformation describe-type-registration --registration-token f5525280-104e-4d35bef5-8f1fexample
{

"ProgressStatus": "COMPLETE",
"TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:type/resource/MyResource-Example",
"Description": "Deployment is currently in DEPLOY_STAGE of status COMPLETED; ",
"TypeVersionArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:012345678910:type/resource/MyResource-Example/00000001"
}

アカウントレベルでの拡張機能の設定
拡張機能には、特定のアカウントおよびリージョン内の拡張機能のすべてのインスタンスに適用するため
の設定プロパティを含めることができます。例えば、拡張機能がサードパーティーのウェブサービスに
アクセスする必要がある場合、拡張機能の作成者は、そのサービス用の認証情報を指定できる拡張機能の
設定定義にプロパティを含めている可能性があります。設定プロパティを設定すると、CloudFormation
はこの情報をアカウントおよびリージョンレベルで保存します。それ以降、CloudFormation は、アカ
ウントとリージョン内のその拡張機能のインスタンスに関連するオペレーション中に、これらの設定
プロパティにアクセスできます。このようにして、スタックテンプレートを明示的に含むものだけでな
く、すべての拡張機能のオペレーション中に CloudFormation で設定プロパティを使用できます。例え
ば、CloudFormation は、read および list イベント中に設定プロパティにアクセスできます。スタック
テンプレートが明示的に関与しないオペレーションです。
拡張機能の設定プロパティに必要なプロパティが含まれている場合は、アカウントとリージョンで拡張機
能を使用する前に、それらのプロパティを指定する必要があります。
拡張機能を開発する際の設定データの定義の詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイドの
Defining the account-level configuration of an extension を参照してください。
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CloudFormation コンソールで拡張機能の設定プロパティを指定するには
1.

CloudFormation レジストリを使用して、拡張機能を検索します。

2.

[Actions] (アクション) から [Edit] (編集) を選択し、[Edit configuration] (設定を編集) を選択します。
CloudFormation は、[Configure extension] (拡張機能を設定) ページを表示します。拡張機能の現在
の設定スキーマを表示するには、[View configuration schema] (設定スキーマを表示) がアクティブに
なっていることを確認します。

3.

[Configuration JSON] (設定 JSON) テキストボックスで、この拡張機能のために指定する設定スキーマ
を表す JSON 文字列を入力します。

4.

[Configure extension] (拡張機能を設定) を選択します。

AWS CLI を使用して拡張機能の設定プロパティを指定するには
•

set-type-configuration コマンドを使用して、このアカウントおよびリージョンの拡張機能で使
用する構成設定を指定します。設定プロパティを指定するために渡す JSON は、拡張機能のスキーマ
の typeConfiguration 要素で定義されているスキーマに対して検証する必要があります。

CloudFormation コンソールで拡張機能の現在の設定データを表示するには
1.

CloudFormation レジストリを使用して、拡張機能を検索します。

2.

拡張機能名を選択すると、拡張機能の詳細が表示されます。

3.

拡張機能の詳細のページで、[Configuration] (設定) タブを選択します。

AWS CLI で拡張機能の現在の設定データを表示するには
•

拡張機能に関する詳細情報を取得するには、describe-type コマンドを使用しま
す。ConfigurationSchema 要素には、特定のアカウントおよびリージョン内の拡張機能の現在の
設定プロパティが含まれます。

使用するプライベート拡張機能のバージョンを指定す
る
時間が経つと、同じ拡張機能の複数のバージョンを登録している可能性があります。CloudFormation オペ
レーションに使用する拡張機能のバージョンを指定できます。

AWS CLI を使用して使用する拡張機能のバージョンを指定するには
•

set-type-default-version コマンドを使用して、アカウントの CloudFormation オペレーション
に使用する拡張機能のバージョンを指定します。
たとえば、次のコマンドは、現在のアカウントの My::Resource::Example リソースタイプのデ
フォルトバージョンを 00000003 に設定します。
aws cloudformation set-type-default-version --type RESOURCE --type-name
My::Resource::Example --version-id 00000003
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AWS Config でリソースタイプを記録する
AWS Config がプライベートリソースタイプを自動的に追跡し、それらのリソースに対する変更を設定項
目として記録するように指定できます。これにより、これらのプライベートリソースタイプの設定履歴を
表示したり、設定のベストプラクティスを検証するための AWS Config Rules ルールを記述したりできま
す。
AWS Config でプライベートリソースタイプを自動的に追跡するには:
• CloudFormation を使用してリソースを管理します。これには、CloudFormation によるすべてのリソー
スの作成、更新、削除オペレーションの実行が含まれます。

Note
IAM ロールを使用してスタックオペレーションを実行する場合、その IAM ロールには次の
AWS Config アクションを呼び出すためのアクセス権限が必要です。
• PutResourceConfig
• DeleteResourceConfig
• すべてのリソースタイプを記録するように AWS Config を設定します。詳細については、AWS Config
デベロッパーガイドの「サードパーティーのリソースの記録設定」をご参照ください。

Note
AWS Config は、必須と書き込み専用の両方として定義されたプロパティを含むプライベート
リソースの記録をサポートしていません。
設計上、書き込み専用として定義されたリソースプロパティは、AWS Config 設定項目の作成
に使用されるスキーマでは返されません。このため、書き込み専用と必須の両方として定義
されたプロパティを含めると、必須プロパティが存在しないため、設定項目の作成が失敗し
ます。設定項目の作成に使用されるスキーマを表示するには、 DescribeType アクションの
schema プロパティを確認します。
設定項目の詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの「設定項目」をご参照ください。

設定項目に機密のプロパティが記録されないようにす
る
リソースタイプには、パスワード、シークレット、その他の機密データなど、設定項目の一部として記録
したくない、機密情報とみなされるプロパティが含まれている場合があります。プロパティが設定項目に
記録されないようにするには、そのプロパティをリソースタイプスキーマの writeOnlyproperties 一
覧に含めます。ユーザーは writeOnlyproperties としてリストされているリソースプロパティを指定
できますが、read または list リクエストでは返されなくなります。
詳細については、CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイドの「リソースプロバイ
ダスキーマ」を参照してください。

CloudFormation でのパブリック拡張機能の使用
パブリック拡張機能は、CloudFormation レジストリを通じてテンプレートで使用できる CloudFormation
拡張機能 (リソースタイプなど) です。パブリック拡張機能は、Amazon だけでなく、サードパーティー公
開元によって CloudFormation レジストリで公開されることがあります。

Note
プライベート拡張機能と同様に、サードパーティーの公開元からのパブリック拡張機能は、リ
ソースの作成、読み取り、更新、リスト作成、および削除のスタックオペレーション中に実行さ
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れるイベントハンドラを実装している場合があります。このため、CloudFormation スタックでこ
れらの拡張機能を使用すると、アカウントに料金が発生する可能性があります。これは、作成さ
れたリソースに対して発生した料金に追加されます。詳細については、「AWS CloudFormation
の料金」を参照してください。
パブリック拡張機能は、リソースタイプやモジュールなどの CloudFormation 拡張機能で、すべての
CloudFormation ユーザーが使用するためにレジストリでパブリックに公開されます。これには、Amazon
が公開するすべての拡張機能が含まれます。サードパーティーがパブリック拡張機能を公開することもで
きます。
パブリック拡張機能には、次の 2 種類があります。
• Amazon パブリック拡張機能
Amazon が公開する拡張機能は常に公開されており、デフォルトでアクティブ化されているため、ア
カウントで使用する前にアクションを実行する必要はありません。さらに、Amazon が拡張機能のバー
ジョニングを管理しているため、常に最新のバージョンを使用しています。
• サードパーティーのパブリック拡張機能
これらは、Amazon 以外の公開元が一般的に利用できる拡張機能です。パブリック拡張機能を使用する
には、まずアカウントとリージョンで有効化する必要があります。
独自のサードパーティー拡張機能を公開して、一般的な CloudFormation ユーザーが使用できるよう
にすることができます。詳細については、CloudFormation Command Line Interface ユーザーガイドの
Publishing extensions を参照してください。

アカウントで使用するためのパブリック拡張機能のア
クティブ化
テンプレートでパブリックサードパーティー拡張機能を使用するには、まず、それを使用するアカウント
とリージョンの拡張機能をアクティブ化する必要があります。拡張機能を有効にすると、その拡張機能が
アクティブ化されたアカウントおよびリージョンでのスタックオペレーションで使用できるようになりま
す。パブリックサードパーティー拡張機能をアクティブ化すると、CloudFormation は、アクティブ化され
た拡張機能のアカウントの拡張機能レジストリにプライベート拡張機能としてエントリを作成します。こ
れにより、アカウント内でアクティブ化された拡張機能を次の方法でカスタマイズできます。
• パブリックサードパーティーの拡張機能の名前の代わりに使用するエイリアスを指定します。これによ
り、サードパーティーの拡張機能の間の名前の衝突を回避できます。
• 新しいマイナーバージョンまたはパッチバージョンが使用可能になったときに、拡張機能を自動的に更
新するかどうかを指定します。
• CloudFormation が拡張機能のアクティブ化に使用する実行ロールを指定し、拡張機能のログ記録を設定
します。
パブリックサードパーティー拡張機能をアクティブ化すると、拡張機能に含まれる設定プロパティも設定
できます。設定プロパティは、特定のアカウントとリージョン用に拡張機能の設定方法を定義します。詳
細については、Configuring extensions at the account level を参照してください。

新しいバージョンの拡張機能が自動的に使用されるようにするた
めの CloudFormation の設定
拡張機能をアクティブ化するときに、拡張機能の公開元によって新しいマイナーバージョンがリリースさ
れるたびに CloudFormation がそのバージョンを使用するように自動的に更新するかどうかを指定するこ
ともできます。例えば、拡張機能の自動更新を指定し、公開元が拡張機能をアクティブにした後に新しい
マイナーバージョンをリリースするとします。次にスタックの作成や更新などのスタックオペレーション
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を実行するときに、その拡張機能を含むテンプレートを使用して、CloudFormation は新しいマイナーバー
ジョンを使用します。
自動または手動で新しい拡張機能のバージョンに更新しても、既にスタックにプロビジョンされている拡
張機能インスタンスには影響しません。
これは、マイナーバージョンの更新にのみ適用されます。CloudFormation は、拡張機能のメジャーバー
ジョンの更新を重大な変更を含む可能性があるものとして扱うため、拡張機能の新しいメジャーバージョ
ンに手動で更新する必要があります。
Amazon が公開するパブリック拡張機能は、利用可能なすべてのアカウントとリージョンでデフォルトで
アクティブ化され、常に各リージョンで利用可能な最新バージョンを使用します。

Important
アクティブ化されたパブリック拡張機能が最新バージョンに更新されるかどうか、およびいつ更
新されるかを制御できるため、同じ拡張機能の異なるバージョンが異なるアカウントやリージョ
ンにデプロイされる可能性があることに注意してください。これにより、その拡張機能を含む同
じテンプレートをこれらのアカウントおよびリージョン全体で使用すると、予期しない結果につ
ながる可能性があります。

拡張機能を参照するエイリアスの指定
特定のアカウントおよびリージョンで、特定の名前で複数の拡張機能をアクティブ化することはできませ
ん。異なる公開元が同じ拡張機能名でパブリック拡張機能を提供することがあるため、CloudFormation で
は、アクティブ化するサードパーティーのパブリック拡張機能のエイリアスを指定できます。
拡張機能のエイリアスを指定すると、CloudFormation は、アカウントおよびリージョン内で、エイリアス
を拡張機能タイプ名として扱います。テンプレート、API コール、および CloudFormation コンソールで拡
張機能を参照するには、エイリアスを使用する必要があります。
拡張エイリアスは、特定のアカウントおよびリージョン内で一意である必要があります。異なるタイプ名
のエイリアスを使用して、同じアカウントとリージョンで同じパブリックリソースを複数回アクティブ化
できます。

Important
拡張機能エイリアスは、特定のアカウントとリージョンでのみ一意である必要がありますが、ア
カウントとリージョン間で異なるサードパーティーのパブリック拡張機能に同じエイリアスを割
り当てないことを強くお勧めします。これにより、複数のアカウントまたはリージョン全体で拡
張機能エイリアスを含むテンプレートを使用すると、予期しない結果が発生する可能性がありま
す。

拡張機能のアクティブ化時の実行ロールの指定
リソースをアクティブ化するときに、アカウントとリージョンでその拡張機能を呼び出すときに引き受け
る CloudFormation のための IAM 実行ロールを指定できます。
CloudFormation が実行ロールを引き受けるためには、ロールに CloudFormation で定義された信頼ポリ
シーが必要です。次に例を示します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "resources.cloudformation.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドのロールの信頼ポリシーの変更を
参照してください。

CloudFormation コンソールを使用してアカウントで使用するパブリック拡張機能をアクティブ化
するには
1.

CloudFormation コンソールにある [CloudFormation] ナビゲーションペインの [CloudFormation
registry] (CloudFormation レジストリ) で、[Public extensions] (パブリック拡張機能) を選択します。
レジストリには、アカウントで使用可能なパブリック拡張機能が表示されます。

2.

[Filter] (フィルター) を使用して拡張機能タイプを選択し、[Third party] (サードパーティー) を選択しま
す。(Amazon が公開する拡張機能は、デフォルトでアクティブ化されています)。

3.

拡張機能を選択し、[Activate] (アクティブ化) を選択します。

Note

4.

拡張機能の複数のバージョンが使用可能な場合は、[Version] (バージョン) メニューを使用し
て、アクティブ化する拡張機能のバージョンを選択できます。デフォルトは最新バージョン
です。
[Activate extension] (拡張機能をアクティブ化) ページのオプションを使用して、このアカウントで拡
張機能をアクティブ化する方法をカスタマイズします。
• 拡張機能タイプのエイリアスを使用して拡張機能をアクティブ化するには、次の手順を実行しま
す。
1. [Override default] (デフォルトを上書き) を選択します。
2. この拡張機能で使用する拡張機能タイプのエイリアスを入力します。エイリアスが拡張機能タイ
プの推奨形式に従っていることを確認します。
詳細については、Specifying aliases to refer to extensions を参照してください。
• プライベートリソースを有効にしている場合、拡張機能の呼び出し時に引き受ける CloudFormation
の IAM ロールを指定できます。詳細については、Specifying an execution role when activating
extensions を参照してください。
• [Logging config] (ログ記録設定) で、必要に応じて拡張機能のログ記録設定情報を指定します。
logRoleArn キー名と logGroupName キー名では、大文字と小文字が区別されることに注意してくだ
さい。次に例を示します。
{
}

5.

"logRoleArn": "arn:aws:iam::account:role/rolename",
"logGroupName": "log-group-name"

• [Versioning] (バージョニング) のオプションを使用して、新しいマイナーバージョンの公開時
に、CloudFormation がこのアカウントおよびリージョンの拡張機能を自動的に更新するかどう
かを指定します。詳細については、Setting CloudFormation to automatically use new versions of
extensions を参照してください。
必要に応じて、設定データを指定します (オプション)。
拡張機能でアカウントおよびリージョンレベルでの追加設定が必要な場合、CloudFormation は
[Activate extension] (拡張機能をアクティブ化) ページの [Configuration] (設定) セクションを含めま
す。この時点で、または拡張機能のアクティブ化後に設定データを指定できます。
• 拡張機能の有効化中に設定データを指定するには、次の手順を実行します。
1. [Configure now] (今すぐ設定) を選択し、[Activate extension and continue] (拡張機能をアクティ
ブ化して続行) を選択します。
API バージョン 2010-05-15
753

AWS CloudFormation ユーザーガイド
アカウントで使用するためのパ
ブリック拡張機能のアクティブ化

CloudFormation は、[Configure extension] (拡張機能を設定) ページを表示します。拡張機能の
現在の設定スキーマを表示するには、[View configuration schema] (設定スキーマを表示) がアク
ティブになっていることを確認します。
2. [Configuration JSON] (設定 JSON) テキストボックスで、この拡張機能のために指定する設定ス
キーマを表す JSON 文字列を入力します。
3. [Configure extension] (拡張機能を設定) を選択します。
• 後で設定データを指定するには、次の手順を実行します。
• [Configure later] (後で設定) を選択し、[Activate extension] (拡張機能をアクティブ化) を選択しま
す。
既にアクティブ化されている拡張機能の設定データを指定するには、Configuring extensions at the
account level を参照してください。
拡張機能の設定が不要な場合は、[Configuration] (設定) セクションは表示されません。[Activate
extension] (拡張機能をアクティブ化) を選択します。
拡張機能が正常にアクティブ化されると、CloudFormation は、その拡張機能の詳細ページを表示しま
す。

CloudFormation コンソールを使用してアカウントでアクティブ化されたパブリック拡張機能を更
新するには
アカウントとリージョンで拡張機能をアクティブ化した後、その拡張機能をアクティブ化する際に次のプ
ロパティを更新できます。これには以下が含まれます。
• 設定スキーマ
• 自動バージョン更新をアクティブ化するかどうか
• プライベート登録済み拡張機能の場に使用する実行ロール
• ログ記録設定情報
1.

CloudFormation レジストリを使用して、拡張機能を検索します。

2.

[Actions] (アクション) メニューから、[Edit] (編集) を選択し、適切な編集オプションを選択します。
• 設定スキーマを更新するには、To specify configuration properties for an extension in the
CloudFormation console を参照してください。
• 自動更新をアクティブ化または非アクティブ化するには、次の手順を実行します。
1. [Edit automatic updates] (自動更新を編集) を選択します。
2. [On] (オン) または [Off] (オフ) を選択し、[Save] (保存) を選択します。
• 実行ロールを更新するには
1. [Edit execution role] (実行ロールを編集) を選択します。
2. この拡張機能を呼び出すときに CloudFormation が使用する IAM ロールの ARN を指定し、
[Save] (保存) を選択します。
• ログ記録設定を更新するには、次の手順を実行します。
1. [Edit logging config] (ログ記録設定を編集) を選択します。
2. ログ記録設定 JSON を編集し、[Save] (保存) を選択します。

CloudFormation コンソールを使用してアカウントのパブリック拡張機能を非アクティブ化するに
は
1.

CloudFormation レジストリを使用して、拡張機能を検索します。
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2.

[Actions] (アクション) メニューから、[Deactivate] (非アクティブ化) を選択します。

3.

[Deactivate] (非アクティブ化) を選択します。

AWS CLI を使用してアカウントで使用するパブリック拡張機能をアクティブ化するには
•

activate-type を使用して拡張機能をアクティブ化し、拡張機能の新しいマイナーバージョンが公
開されるたびに拡張機能を自動更新するかどうかを指定します。
以下の例では、このアカウント用にアクティブ化するパブリック拡張機能のパブリック ARN を指定
します。さらに、新しいマイナーバージョンが公開されるたびに CloudFormation が拡張機能を自動
更新するように指定します。CloudFormation は、このアカウントとリージョンに固有のアクティブ化
された拡張機能の Amazon リソース番号 (ARN) を返します。
PROMPT> aws cloudformation activate-type --public-type-arn public_extension_ARN --autoupdate-activated
{
"Arn": "624af370-311a-11e8-b6b7-500cexample"
}

AWS CLI を使用してパブリック拡張機能のバージョンを手動で更新するには
•

activate-type を使用して、拡張機能を再度アクティブ化します。--version-update パラメー
タを使用して、拡張機能を最新のメジャーバージョンや最新のマイナーバージョンに更新するか、
または拡張機能を自動的に更新するかどうかの設定を更新するかどうかを指定します。詳細について
は、ActivateType を参照してください。
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テンプレートリファレンス
このセクションでは、AWS CloudFormation テンプレートで使用されているサポート対象リソース、タイ
プ名、組み込み関数、擬似パラメーターについての詳細を説明します。
トピック
• AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス (p. 756)
• AWS CloudFormation リソース仕様 (p. 6616)
• CloudFormation リソースプロバイダースキーマ (p. 6626)
• リソース属性リファレンス (p. 6627)
• 組み込み関数リファレンス (p. 6653)
• 擬似パラメータ参照 (p. 6697)
• 変換のリファレンス (p. 6699)
• CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス (p. 6709)

AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレ
ンス
このセクションには、AWS CloudFormation でサポートされているすべての AWS リソースタイプおよび
プロパティタイプのリファレンス情報が含まれています。
リソースタイプ識別子は、常に次の形式です。

service-provider::service-name::data-type-name

サービスリソースタイプ
• AWS Private Certificate Authority リソースタイプのリファレンス (p. 760)
• AWS Amplify コンソール リソースタイプのリファレンス (p. 807)
• Amazon API Gateway リソースタイプのリファレンス (p. 825)
• Amazon API Gateway V2 リソースタイプのリファレンス (p. 926)
• AWS AppConfig リソースタイプのリファレンス (p. 987)
• Amazon AppFlow リソースタイプのリファレンス (p. 1013)
• Amazon AppIntegrations リソースタイプのリファレンス (p. 1097)
• Application Auto Scaling リソースタイプのリファレンス (p. 1101)
• AWS App Mesh リソースタイプのリファレンス (p. 1129)
• AWS App Runner リソースタイプのリファレンス (p. 1256)
• Amazon AppStream 2.0 リソースタイプのリファレンス (p. 1275)
• AWS AppSync リソースタイプのリファレンス (p. 1303)
• Alexa Skills Kit リソースタイプのリファレンス (p. 1348)
• Amazon Athena リソースタイプのリファレンス (p. 1354)
• AWS Audit Manager リソースタイプのリファレンス (p. 1374)
• AWS Auto Scaling リソースタイプのリファレンス (p. 1385)
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• AWS Backup リソースタイプのリファレンス (p. 1405)
• AWS Batch リソースタイプのリファレンス (p. 1418)
• AWS Billing and Cost Management Budgets リソースタイプのリファレンス (p. 1468)
• AWS Certificate Manager リソースタイプのリファレンス (p. 1491)
• AWS Chatbot リソースタイプのリファレンス (p. 1497)
• AWS Cloud9 リソースタイプのリファレンス (p. 1500)
• AWS CloudFormation リソースタイプのリファレンス (p. 1504)
• Amazon CloudFront リソースタイプのリファレンス (p. 1553)
• AWS Cloud Map リソースタイプのリファレンス (p. 1635)
• AWS CloudTrail リソースタイプのリファレンス (p. 1662)
• Amazon CloudWatch リソースタイプのリファレンス (p. 1672)
• Amazon CloudWatch Application Insights リソースタイプのリファレンス (p. 1705)
• Amazon CloudWatch Logs リソースタイプのリファレンス (p. 1728)
• Amazon CloudWatch Synthetics リソースタイプのリファレンス (p. 1744)
• AWS CodeArtifact リソースタイプのリファレンス (p. 1758)
• AWS CodeBuild リソースタイプのリファレンス (p. 1768)
• AWS CodeCommit リソースタイプのリファレンス (p. 1821)
• AWS CodeDeploy リソースタイプのリファレンス (p. 1828)
• Amazon CodeGuru Profiler リソースタイプのリファレンス (p. 1873)
• Amazon CodeGuru Reviewer リソースタイプのリファレンス (p. 1878)
• AWS CodePipeline リソースタイプのリファレンス (p. 1884)
• AWS CodeStar リソースタイプのリファレンス (p. 1916)
• AWS CodeStar 接続 リソースタイプのリファレンス (p. 1921)
• AWS CodeStar 通知 リソースタイプのリファレンス (p. 1924)
• Amazon Cognito リソースタイプのリファレンス (p. 1928)
• AWS Config リソースタイプのリファレンス (p. 2013)
• Amazon Connect リソースタイプのリファレンス (p. 2073)
• Amazon Connect Customer Profiles リソースタイプのリファレンス (p. 2078)
• AWS Cost Explorer リソースタイプのリファレンス (p. 2104)
• AWS コストと使用状況レポート リソースタイプのリファレンス (p. 2118)
• AWS Glue DataBrew リソースタイプのリファレンス (p. 2121)
• Amazon Data Lifecycle Manager リソースタイプのリファレンス (p. 2191)
• AWS Data Pipeline リソースタイプのリファレンス (p. 2215)
• AWS DataSync リソースタイプのリファレンス (p. 2230)
• DynamoDB Accelerator リソースタイプのリファレンス (p. 2271)
• Amazon Detective リソースタイプのリファレンス (p. 2283)
• Amazon DevOps Guru リソースタイプのリファレンス (p. 2287)
• AWS Directory Service リソースタイプのリファレンス (p. 2295)
• AWS Database Migration Service リソースタイプのリファレンス (p. 2304)
• Amazon DocumentDB リソースタイプのリファレンス (p. 2344)
• Amazon DynamoDB リソースタイプのリファレンス (p. 2360)
• Amazon Elastic Compute Cloud リソースタイプのリファレンス (p. 2407)
• Amazon EC2 Auto Scaling リソースタイプのリファレンス (p. 2742)
• Amazon ECR リソースタイプのリファレンス (p. 2819)
• Amazon ECS リソースタイプのリファレンス (p. 2836)
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• Amazon Elastic File System リソースタイプのリファレンス (p. 2953)
• Amazon Elastic Kubernetes Service リソースタイプのリファレンス (p. 2979)
• Amazon ElastiCache リソースタイプのリファレンス (p. 3005)
• AWS Elastic Beanstalk リソースタイプのリファレンス (p. 3051)
• Elastic Load Balancing リソースタイプのリファレンス (p. 3082)
• Elastic Load Balancing V2 リソースタイプのリファレンス (p. 3098)
• Amazon EMR リソースタイプのリファレンス (p. 3181)
• Amazon EMR on EKS リソースタイプのリファレンス (p. 3278)
• Amazon OpenSearch Service リソースタイプのリファレンス (p. 3283)
• Amazon EventBridge リソースタイプのリファレンス (p. 3307)
• Amazon EventBridge スキーマ リソースタイプのリファレンス (p. 3356)
• Amazon FinSpace スキーマ リソースタイプのリファレンス (p. 3367)
• AWS Fault Injection Simulator リソースタイプのリファレンス (p. 3373)
• AWS Firewall Manager リソースタイプのリファレンス (p. 3380)
• Amazon Fraud Detector リソースタイプのリファレンス (p. 3398)
• Amazon FSx リソースタイプのリファレンス (p. 3434)
• Amazon GameLift リソースタイプのリファレンス (p. 3456)
• AWS Global Accelerator リソースタイプのリファレンス (p. 3516)
• AWS Glue リソースタイプのリファレンス (p. 3529)
• AWS Ground Station リソースタイプのリファレンス (p. 3631)
• Amazon GuardDuty リソースタイプのリファレンス (p. 3669)
• AWS Identity and Access Management リソースタイプのリファレンス (p. 3687)
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer リソースタイプのリファレンス (p. 3733)
• EC2 Image Builder リソースタイプのリファレンス (p. 3737)
• AWS Systems Manager Incident Manager リソースタイプのリファレンス (p. 3790)
• Incident Manager の連絡先 (p. 3800)
• Amazon Inspector リソースタイプのリファレンス (p. 3807)
• AWS IoT リソースタイプのリファレンス (p. 3814)
• AWS IoT 1-Click リソースタイプのリファレンス (p. 3916)
• AWS IoT Analytics リソースタイプのリファレンス (p. 3926)
• Device Advisor リソースタイプのリファレンス (p. 3991)
• AWS IoT Events リソースタイプのリファレンス (p. 3994)
• Fleet Hub for AWS IoT Device Management リソースタイプのリファレンス (p. 4035)
• AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス (p. 4038)
• AWS IoT Greengrass Version 2 リソースタイプのリファレンス (p. 4156)
• AWS IoT SiteWise リソースタイプのリファレンス (p. 4169)
• AWS IoT Things Graph リソースタイプのリファレンス (p. 4204)
• AWS IoT Wireless リソースタイプのリファレンス (p. 4205)
• Amazon IVS リソースタイプのリファレンス (p. 4238)
• Amazon Kendra リソースタイプのリファレンス (p. 4253)
• Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) リソースタイプのリファレンス (p. 4323)
• Amazon Kinesis リソースタイプのリファレンス (p. 4337)
• Amazon Kinesis Data Analytics リソースタイプのリファレンス (p. 4343)
• Amazon Kinesis Data Analytics V2 リソースタイプのリファレンス (p. 4373)
• Amazon Kinesis Data Firehose リソースタイプのリファレンス (p. 4431)
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• AWS Key Management Service リソースタイプのリファレンス (p. 4492)
• AWS Lake Formation リソースタイプのリファレンス (p. 4514)
• AWS Lambda リソースタイプのリファレンス (p. 4525)
• AWS License Manager リソースタイプのリファレンス (p. 4578)
• Amazon Location Service リソースタイプのリファレンス (p. 4589)
• Amazon Lookout for Equipment リソースタイプのリファレンス (p. 4602)
• Amazon Lookout for Metrics リソースタイプのリファレンス (p. 4606)
• Amazon Lookout for Vision リソースタイプのリファレンス (p. 4627)
• Amazon Macie リソースタイプのリファレンス (p. 4628)
• Amazon Managed Blockchain リソースタイプのリファレンス (p. 4638)
• AWS Elemental MediaConnect リソースタイプのリファレンス (p. 4654)
• AWS Elemental MediaConvert リソースタイプのリファレンス (p. 4679)
• AWS Elemental MediaLive リソースタイプのリファレンス (p. 4694)
• AWS Elemental MediaPackage リソースタイプのリファレンス (p. 4888)
• AWS Elemental MediaStore リソースタイプのリファレンス (p. 4933)
• Amazon MQ リソースタイプのリファレンス (p. 4940)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka リソースタイプのリファレンス (p. 4965)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow リソースタイプのリファレンス (p. 5013)
• Amazon Neptune リソースタイプのリファレンス (p. 5024)
• AWS Network Firewall リソースタイプのリファレンス (p. 5040)
• AWS Network Manager リソースタイプのリファレンス (p. 5084)
• Amazon Nimble Studio リソースタイプのリファレンス (p. 5106)
• AWS OpsWorks リソースタイプのリファレンス (p. 5124)
• AWS OpsWorks CM リソースタイプのリファレンス (p. 5186)
• Amazon Pinpoint リソースタイプのリファレンス (p. 5198)
• Amazon Pinpoint E メール リソースタイプのリファレンス (p. 5271)
• Amazon QLDB リソースタイプのリファレンス (p. 5289)
• Amazon QuickSight リソースタイプのリファレンス (p. 5298)
• AWS Resource Access Manager リソースタイプのリファレンス (p. 5411)
• Amazon Relational Database Service リソースタイプのリファレンス (p. 5414)
• Amazon Redshift リソースタイプのリファレンス (p. 5516)
• AWS Resource Groups リソースタイプのリファレンス (p. 5542)
• AWS RoboMaker リソースタイプのリファレンス (p. 5556)
• Amazon Route 53 リソースタイプのリファレンス (p. 5577)
• Amazon Route 53 リカバリ制御 リソースタイプのリファレンス (p. 5631)
• Amazon Route 53 リカバリの準備状況 リソースタイプのリファレンス (p. 5641)
• Amazon Route 53 Resolver リソースタイプのリファレンス (p. 5652)
• Amazon Simple Storage Service リソースタイプのリファレンス (p. 5679)
• Amazon Simple Storage Service Object Lambda リソースタイプのリファレンス (p. 5818)
• Amazon Simple Storage Service on Outposts リソースタイプのリファレンス (p. 5823)
• Amazon SageMaker リソースタイプのリファレンス (p. 5845)
• AWS Secrets Manager リソースタイプのリファレンス (p. 6059)
• AWS Service Catalog リソースタイプのリファレンス (p. 6096)
• AWS Service Catalog アプリケーションレジストリ リソースタイプのリファレンス (p. 6137)
• AWS Security Hub リソースタイプのリファレンス (p. 6143)
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• Amazon Simple Email Service リソースタイプのリファレンス (p. 6144)
• AWS Signer リソースタイプのリファレンス (p. 6180)
• Amazon SimpleDB リソースタイプのリファレンス (p. 6183)
• Amazon Simple Notification Service リソースタイプのリファレンス (p. 6184)
• Amazon Simple Queue Service リソースタイプのリファレンス (p. 6195)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) リソースタイプのリファレン
ス (p. 6206)
• AWS Step Functions リソースタイプのリファレンス (p. 6216)
• AWS Systems Manager リソースタイプのリファレンス (p. 6230)
• Amazon Timestream リソースタイプのリファレンス (p. 6355)
• AWS Transfer Family リソースタイプのリファレンス (p. 6359)
• AWS WAF リソースタイプのリファレンス (p. 6379)
• AWS WAF Regional リソースタイプのリファレンス (p. 6422)
• AWS WAF V2 リソースタイプのリファレンス (p. 6477)
• Amazon WorkSpaces リソースタイプのリファレンス (p. 6591)
• AWS X-Ray リソースタイプのリファレンス (p. 6598)
• 共有プロパティタイプのリファレンス (p. 6612)

AWS Private Certificate Authority リソースタイプのリ
ファレンス
ACM Private CA is not available in the China (Beijing) Region or China (Ningxia) Region.
リソースタイプ
• AWS::ACMPCA::Certificate (p. 760)
• AWS::ACMPCA::CertificateAuthority (p. 779)
• AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation (p. 805)

AWS::ACMPCA::Certificate
AWS::ACMPCA::Certificate リソースは、プライベート認証機関を使用して証明書を発行するために
使用されます。詳細については、「IssueCertificate」アクションを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ACMPCA::Certificate",
"Properties" : {
"ApiPassthrough" : ApiPassthrough (p. 763),
"CertificateAuthorityArn" : String,
"CertificateSigningRequest" : String,
"SigningAlgorithm" : String,
"TemplateArn" : String,
"Validity" : Validity (p. 778),
"ValidityNotBefore" : Validity (p. 778)
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}

}

YAML
Type: AWS::ACMPCA::Certificate
Properties:
ApiPassthrough:
ApiPassthrough (p. 763)
CertificateAuthorityArn: String
CertificateSigningRequest: String
SigningAlgorithm: String
TemplateArn: String
Validity:
Validity (p. 778)
ValidityNotBefore:
Validity (p. 778)

プロパティ
ApiPassthrough
発行する証明書に含める X.509 証明書情報を指定します。APIPassthrough または
APICSRPassthrough テンプレートのバリアントを選択する必要があります。選択しないと、このパ
ラメータは無視されます。
必須: いいえ
タイプ: ApiPassthrough (p. 763)
Update requires: Replacement
CertificateAuthorityArn
証明書の発行に使用されるプライベート CA の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificateSigningRequest
証明書の証明書署名リクエスト (CSR)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SigningAlgorithm
発行する証明書の署名に使用されるアルゴリズムの名前。
このパラメータを、CreateCertificateAuthority アクションで CSR の署名に使用する
SigningAlgorithm パラメータと混同しないでください。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: SHA256WITHECDSA | SHA256WITHRSA | SHA384WITHECDSA | SHA384WITHRSA
| SHA512WITHECDSA | SHA512WITHRSA
Update requires: Replacement
TemplateArn
証明書の発行時に使用するカスタム設定テンプレートを指定します。このパラメータを指定しない場
合、ACM Private CA はデフォルトで EndEntityCertificate/V1 テンプレートになります。ACM
プライベート CA テンプレートの詳細については、「テンプレートの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Validity
証明書が有効になる期間。
必須: はい
タイプ: Validity (p. 778)
Update requires: Replacement
ValidityNotBefore
証明書の有効期間の開始を説明する情報。このパラメータは、証明書の「Not Before (有効期間の開始
日)」の日付を設定します。
デフォルトでは、証明書を発行するとき、ACM プライベート CA は「Not Before (有効期間の開始
日)」の日付を発行時間から 60 分引いた日付に設定します。これにより、コンピュータシステム間の
クロックの不整合が補正されます。ValidityNotBefore パラメータは、「Not Before (有効期間の
開始日)」の値をカスタマイズするために使用できます。
Validity パラメータとは異なり、ValidityNotBefore パラメータはオプションです。
ValidityNotBefore 値は、Validity 型の値 ABSOLUTE を使用して、明示的な日付と時刻で表さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: Validity (p. 778)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
この参照は、CloudFormation テンプレートでは使用しないでください。
代わりに、AWS::ACMPCA::Certificate.Arn を使用して証明書を識別
し、AWS::ACMPCA::Certificate.CertificateAuthorityArn を使用して認証機関を識別します。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
発行された証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。
Certificate
発行済みの Base64 PEM エンコードされた証明書。

AWS::ACMPCA::Certificate ApiPassthrough
発行された証明書に配置する X.509 証明書情報が含まれます。APIPassthrough または
APICSRPassthrough テンプレートのバリアントを選択する必要があります。選択しないと、このパラ
メータは無視されます。
競合または重複する証明書情報が他のソースから提供されると、ACM プライベート CA は運用ルールの順
序を適用して、使用される情報を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Extensions" : Extensions (p. 765),
"Subject" : Subject (p. 774)

YAML
Extensions:
Extensions (p. 765)
Subject:
Subject (p. 774)

プロパティ
Extensions
証明書の X.509 拡張機能の情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 拡張機能 (p. 765)
Update requires: Replacement
Subject
証明書のサブジェクトに関する情報が含まれています。証明書の [サブジェクト] フィールドで、証明
書の公開キーを所有または制御するエンティティを識別します。エンティティには、ユーザー、コン
ピュータ、デバイス、またはサービスを指定できます。サブジェクトには、X.500 識別名 (DN) を含め
る必要があります。DN は、相対識別名 (RDN) のシーケンスです。証明書では、RDN はカンマで区切
られます。
必須: いいえ
タイプ: Subject (p. 774)
Update requires: Replacement
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AWS::ACMPCA::Certificate EdiPartyName
RFC 5280 のサブジェクトの代替名で定義されている電子データ交換 (EDI) エンティティについて説明し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NameAssigner" : String,
"PartyName" : String

YAML
NameAssigner: String
PartyName: String

プロパティ
NameAssigner
名前の割り当てを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement
PartyName
パーティ名を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate ExtendedKeyUsage
KeyUsage 拡張機能に示されている基本目な的以外で、認定されたパブリックキーを使用する追加の目的
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ExtendedKeyUsageObjectIdentifier" : String,
"ExtendedKeyUsageType" : String

YAML
ExtendedKeyUsageObjectIdentifier: String
ExtendedKeyUsageType: String

プロパティ
ExtendedKeyUsageObjectIdentifier
オブジェクト識別子 (OID) を持つカスタム ExtendedKeyUsage を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
ExtendedKeyUsageType
RFC 5280 で定義されている標準 ExtendedKeyUsage を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CERTIFICATE_TRANSPARENCY | CLIENT_AUTH | CODE_SIGNING |
DOCUMENT_SIGNING | EMAIL_PROTECTION | OCSP_SIGNING | SERVER_AUTH |
SMART_CARD_LOGIN | TIME_STAMPING
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate Extensions
証明書の X.509 拡張機能の情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CertificatePolicies" : [ PolicyInformation (p. 772), ... ],
"ExtendedKeyUsage" : [ ExtendedKeyUsage (p. 764), ... ],
"KeyUsage" : KeyUsage (p. 769),
"SubjectAlternativeNames" : [ GeneralName (p. 767), ... ]
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}

YAML
CertificatePolicies:
- PolicyInformation (p. 772)
ExtendedKeyUsage:
- ExtendedKeyUsage (p. 764)
KeyUsage:
KeyUsage (p. 769)
SubjectAlternativeNames:
- GeneralName (p. 767)

プロパティ
CertificatePolicies
1 つ以上のポリシー情報の用語のシーケンスが含まれます。各用語は、オブジェクト識別子 (OID) と
オプションの修飾子で構成されます。詳細については、NIST のオブジェクト識別子 (OID) の定義を参
照してください。
エンドエンティティ証明書では、これらの用語は、証明書が発行されたポリシーとその使用目的を示
します。CA 証明書では、これらの用語は、この証明書を含む認定パスのポリシーのセットを制限し
ます。
必須: いいえ
タイプ: PolicyInformation (p. 772) のリスト
最大: 20
Update requires: Replacement
ExtendedKeyUsage
KeyUsage 拡張機能に示されている基本目な的以外で、認定されたパブリックキーを使用する追加の
目的を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ExtendedKeyUsage (p. 764) のリスト (p. 764)
最大: 20
Update requires: Replacement
KeyUsage
証明書に含まれるキーが使用される 1 つ以上の目的を定義します。各オプションのデフォルト値は
false です。
必須: いいえ
タイプ: KeyUsage (p. 769)
Update requires: Replacement
SubjectAlternativeNames
サブジェクト代替名拡張子を使用すると、ID を証明書のサブジェクトにバインドできます。これらの
ID は、証明書の [サブジェクト] フィールドに追加するか、ID の代わりに使用することができます。
必須: いいえ
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タイプ: GeneralName (p. 767) のリスト
最大: 20
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate GeneralName
RFC 5280 で定義されている ASN.1 X.400 GeneralName について説明します。次の命名オプションから
1 つのみを指定する必要があります。複数のオプションを指定すると、InvalidArgsException エラー
が発生します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DirectoryName" : Subject (p. 774),
"DnsName" : String,
"EdiPartyName" : EdiPartyName (p. 764),
"IpAddress" : String,
"OtherName" : OtherName (p. 771),
"RegisteredId" : String,
"Rfc822Name" : String,
"UniformResourceIdentifier" : String

YAML
DirectoryName:
Subject (p. 774)
DnsName: String
EdiPartyName:
EdiPartyName (p. 764)
IpAddress: String
OtherName:
OtherName (p. 771)
RegisteredId: String
Rfc822Name: String
UniformResourceIdentifier: String

プロパティ
DirectoryName
証明書のサブジェクトに関する情報が含まれています。証明書は、プライベート認証機関 (CA) に
よって発行された証明書でも、プライベート CA 証明書でもかまいません。証明書の [サブジェク
ト] フィールドで、証明書の公開キーを所有または制御するエンティティを識別します。エンティ
ティには、ユーザー、コンピュータ、デバイス、またはサービスを指定できます。サブジェクトに
は、X.500 識別名 (DN) を含める必要があります。DN は、相対識別名 (RDN) のシーケンスです。証
明書では、RDN はカンマで区切られます。DN は各エンティティに対して一意にする必要があります
が、プライベート CA では、1 つのエンティティに対して同じ DN を持つ複数の証明書を発行できま
す。
必須: いいえ
タイプ: Subject (p. 774)
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Update requires: Replacement
DnsName
DNS 名として GeneralName を表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 253
Update requires: Replacement
EdiPartyName
GeneralName を EdiPartyName オブジェクトとして表します。
必須: いいえ
タイプ: EdiPartyName (p. 764)
Update requires: Replacement
IpAddress
GeneralName を IPv4 または IPv6 アドレスとして表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 39
Update requires: Replacement
OtherName
OtherName オブジェクトを使用して GeneralName を表します。
必須: いいえ
タイプ: OtherName (p. 771)
Update requires: Replacement
RegisteredId
GeneralName をオブジェクト識別子 (OID) として表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
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Rfc822Name
GeneralName を RFC 822 の E メールアドレスとして表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement
UniformResourceIdentifier
GeneralName を URI として表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 253
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate KeyUsage
証明書に含まれるキーが使用される 1 つ以上の目的を定義します。各オプションのデフォルト値は false
です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CRLSign" : Boolean,
"DataEncipherment" : Boolean,
"DecipherOnly" : Boolean,
"DigitalSignature" : Boolean,
"EncipherOnly" : Boolean,
"KeyAgreement" : Boolean,
"KeyCertSign" : Boolean,
"KeyEncipherment" : Boolean,
"NonRepudiation" : Boolean

YAML
CRLSign: Boolean
DataEncipherment: Boolean
DecipherOnly: Boolean
DigitalSignature: Boolean
EncipherOnly: Boolean
KeyAgreement: Boolean
KeyCertSign: Boolean
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KeyEncipherment: Boolean
NonRepudiation: Boolean

プロパティ
CRLSign
キーは CRL の署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DataEncipherment
キーはデータの解読に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DecipherOnly
キーはデータの解読にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DigitalSignature
キーはデジタル署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EncipherOnly
キーは、データの暗号化にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KeyAgreement
キーはキー合意プロトコルに使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
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KeyCertSign
キーは証明書の署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KeyEncipherment
キーはデータの暗号化に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
NonRepudiation
キーは非否認に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate OtherName
オブジェクト識別子 (OID) と値を使用して、カスタム ASN.1 X.400 GeneralName を定義します。OID
は、以下に示す正規表現を満たす必要があります。詳細については、NIST のObject Identifier (OID) の定義
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TypeId" : String,
"Value" : String

YAML
TypeId: String
Value: String

プロパティ
TypeId
OID を指定します。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
Value
OID 値を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate PolicyInformation
X.509 CertificatePolicies 拡張機能を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertPolicyId" : String,
"PolicyQualifiers" : [ PolicyQualifierInfo (p. 773), ... ]

YAML
CertPolicyId: String
PolicyQualifiers:
- PolicyQualifierInfo (p. 773)

プロパティ
CertPolicyId
証明書が発行された証明書のポリシーのオブジェクト識別子 (OID) を指定します。詳細について
は、NIST のオブジェクト識別子 (OID) の定義を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
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パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
PolicyQualifiers
修飾子を使用して、指定された CertPolicyId を修正します。ACM プライベート CA は、サーティ
フィケーションプラクティスステートメント (CPS) の修飾子をサポートしています。
必須: いいえ
タイプ: PolicyQualifierInfo (p. 773) のリスト
最大: 20
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate PolicyQualifierInfo
修飾子を使用して、PolicyInformation オブジェクトの CertPolicyId を修正します。ACM プライ
ベート CA は、サーティフィケーションプラクティスステートメント (CPS) の修飾子をサポートしていま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PolicyQualifierId" : String,
"Qualifier" : Qualifier (p. 774)

YAML
PolicyQualifierId: String
Qualifier:
Qualifier (p. 774)

プロパティ
PolicyQualifierId
CertPolicyId を変更する修飾子を識別します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CPS
Update requires: Replacement
Qualifier
修飾子のタイプを定義します。ACM プライベート CA は、このフィールドでの CPS 修飾子の URI の
使用をサポートします。
必須: はい
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タイプ: 修飾子 (p. 774)
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate Qualifier
PolicyInformation 修飾子を定義します。ACM プライベート CA は、RFC 5280 で定義されてい
るサーティフィケーションプラクティスステートメント (CPS) 修飾子をサポートしています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CpsUri" : String

YAML
CpsUri: String

プロパティ
CpsUri
CA によって発行されたサーティフィケーションプラクティスステートメント (CPS) へのポインタが
含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate Subject
証明書のサブジェクトに関する情報が含まれています。証明書の Subject フィールドは、証明書のパブ
リックキーを所有または制御するエンティティを識別します。エンティティには、ユーザー、コンピュー
タ、デバイス、またはサービスを指定できます。Subject には、X.500 識別名 (DN) を含める必要があ
ります。DN は、相対識別名 (RDN) のシーケンスです。証明書では、RDN はカンマで区切られます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CommonName" : String,
"Country" : String,
"DistinguishedNameQualifier" : String,

API バージョン 2010-05-15
774

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Private CA

}

"GenerationQualifier" : String,
"GivenName" : String,
"Initials" : String,
"Locality" : String,
"Organization" : String,
"OrganizationalUnit" : String,
"Pseudonym" : String,
"SerialNumber" : String,
"State" : String,
"Surname" : String,
"Title" : String

YAML
CommonName: String
Country: String
DistinguishedNameQualifier: String
GenerationQualifier: String
GivenName: String
Initials: String
Locality: String
Organization: String
OrganizationalUnit: String
Pseudonym: String
SerialNumber: String
State: String
Surname: String
Title: String

プロパティ
CommonName
プライベート PKI の CA 証明書およびエンドエンティティ証明書では、共通名 (CN) に長さ制限内の
任意の文字列を指定できます。
注: パブリックに信頼された証明書では、共通名は証明書のサブジェクトに関連付けられた完全修飾ド
メイン名 (FQDN) である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
Update requires: Replacement
Country
証明書のサブジェクトが存在する国を指定する 2 桁のコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 2
パターン: [A-Za-z]{2}
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Update requires: Replacement
DistinguishedNameQualifier
証明書のサブジェクトの情報の明確化。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: [a-zA-Z0-9'()+-.?:/= ]*
Update requires: Replacement
GenerationQualifier
通常、個人の名前に付加される修飾子。例としては、ジュニアには Jr.、シニアには Sr.、三世には III
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 3
Update requires: Replacement
GivenName
名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 16
Update requires: Replacement
Initials
通常、GivenName の最初の文字、ミドルネームがある場合はその最初の文字、および SurName の最
初の文字を含む文字列の連結です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 5
Update requires: Replacement
Locality
証明書のサブジェクトがあるローカリティ (都市や町など)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: Replacement
Organization
証明書のサブジェクトが所属する組織の正式な名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
Update requires: Replacement
OrganizationalUnit
証明書のサブジェクトが所属する組織のサブディビジョンまたは単位 (販売や財務など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
Update requires: Replacement
Pseudonym
通常、長い GivenName の短縮版です。例えば、ジョナサンは多くの場合ジョンに短縮されます。エ
リザベスは多くの場合ベス、リズ、エリザに短縮されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: Replacement
SerialNumber
証明書のシリアル番号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
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パターン: [a-zA-Z0-9'()+-.?:/= ]*
Update requires: Replacement
State
証明書のサブジェクトが存在する状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: Replacement
Surname
姓。たとえば、米国や英国では、個人の姓が最後になります。アジア文化では、通常、姓が最初にな
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 40
Update requires: Replacement
Title
Mr.、Ms. などの称号で、証明書の正式なサブジェクトを指すため、名前の前に付加されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::Certificate Validity
プライベート認証局 (CA) またはプライベート CA 自体によって発行された証明書の有効期間 (日、月、ま
たは年)。証明書を発行するには、IssueCertificate 操作を呼び出します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : Double
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YAML
Type: String
Value: Double

プロパティ
Type
Value パラメータが日、月、または年のいずれを表すかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ABSOLUTE | DAYS | END_DATE | MONTHS | YEARS
Update requires: Replacement
Value
Type の値に従って解釈される長整数。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority リソースを使用して、プライベート CA を
作成します。CA が存在したら、AWS::ACMPCA::Certificate リソースを使用して新
しい CA 証明書を発行できます。または、オンプレミス CA を使用して CA 証明書を発行
し、AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation リソースを使用して新しい CA 証明書をイ
ンポートし、CA をアクティブ化することもできます。

Note
CloudFormation スタックから AWS::ACMPCA::CertificateAuthority リソースを削除
する前に、影響を受ける CA を無効にします。そうしない場合、アクションは失敗します。
関連付けられている AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation リソースを
CloudFormation から削除することで、CA を無効にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ACMPCA::CertificateAuthority",
"Properties" : {
"CsrExtensions" : CsrExtensions (p. 794),
"KeyAlgorithm" : String,
"KeyStorageSecurityStandard" : String,
"RevocationConfiguration" : RevocationConfiguration (p. 801),
"SigningAlgorithm" : String,
"Subject" : Subject (p. 802),
"Tags" : [ Tag, ... ],
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}

}

"Type" : String

YAML
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Properties:
CsrExtensions:
CsrExtensions (p. 794)
KeyAlgorithm: String
KeyStorageSecurityStandard: String
RevocationConfiguration:
RevocationConfiguration (p. 801)
SigningAlgorithm: String
Subject:
Subject (p. 802)
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
CsrExtensions
証明書署名リクエスト (CSR) の拡張セクションに追加する情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: CsrExtensions (p. 794)
Update requires: Replacement
KeyAlgorithm
パブリックキーアルゴリズムのタイプと、CA が証明書を発行するときに作成するキーペアのサイズ
(ビット単位)。下位 CA を作成するときは、親 CA でサポートされているキーアルゴリズムを使用する
必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EC_prime256v1 | EC_secp384r1 | RSA_2048 | RSA_4096
Update requires: Replacement
KeyStorageSecurityStandard
CA キーの処理に使用される暗号化キー管理のコンプライアンススタンダードを指定します。
デフォルト:FIPS_140_2_LEVEL_3_OR_HIGHER
注: リージョン ap-northeast-3 では FIPS_140_2_LEVEL_3_OR_HIGHER はサポートされていま
せん。ap-northeast-3 で CA を作成する場合は、KeyStorageSecurityStandard の引数として
FIPS_140_2_LEVEL_2_OR_HIGHER を指定する必要があります 。これを実行しないと、「指定さ
れたセキュリティスタンダードを使用して、このリージョンで認証局が作成されません」というメッ
セージが出てInvalidArgsException になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: FIPS_140_2_LEVEL_2_OR_HIGHER | FIPS_140_2_LEVEL_3_OR_HIGHER
Update requires: Replacement
RevocationConfiguration
プライベート CA によって作成および管理される証明書失効リスト (CRL) に関する情
報。CreateCertificateAuthority および UpdateCertificateAuthority アクションで使用される証明書失効
情報。認証機関は、証明書失効リスト (CRL) を作成およびメンテナンスできます。CRL には、失効し
た証明書に関する情報が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: RevocationConfiguration (p. 801)
Update requires: No interruption
SigningAlgorithm
プライベート CA が証明書リクエストに署名するために使用するアルゴリズムの名前。
このパラメータは、発行時に証明書に署名するために使用する SigningAlgorithm パラメータと混
同しないでください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SHA256WITHECDSA | SHA256WITHRSA | SHA384WITHECDSA | SHA384WITHRSA
| SHA512WITHECDSA | SHA512WITHRSA
Update requires: Replacement
Subject
プライベート CA の X.500 識別名情報を含む構造。
必須: はい
タイプ: Subject (p. 802)
Update requires: Replacement
Tags
新しいプライベート CA にアタッチされるキーと値のペア。1 つのプライベート CA に最大 50 個の
タグを関連付けることができます。IAM でタグを使用してアクセス許可を管理する方法については、
「IAM タグを使用したアクセスの制御」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
プライベート CA のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ROOT | SUBORDINATE
API バージョン 2010-05-15
781

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Private CA

Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
証明書機関の Amazon リソースネーム (ARN)。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
証明書を発行したプライベート CA の Amazon リソースネーム (ARN)。
CertificateSigningRequest
認証機関証明書の Base64 PEM エンコード証明書署名リクエスト (CSR)。

例

以下の CloudFormation テンプレートの例では、CA 階層を設定します。この例
は、AWS::ACMPCA::Certificate、AWS::ACMPCA::CertificateAuthority、AWS::ACMPCA::CertificateAu
リソースの使い方を示しています。

プライベート CA 階層の宣言
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Description":"Cloudformation template to setup CA.",
"Resources":{
"RootCA":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthority",
"Properties":{
"Type":"ROOT",
"KeyAlgorithm":"RSA_2048",
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"Subject":{
"Country":"US",
"Organization":"string",
"OrganizationalUnit":"string",
"DistinguishedNameQualifier":"string",
"State":"string",
"CommonName":"123",
"SerialNumber":"string",
"Locality":"string",
"Title":"string",
"Surname":"string",
"GivenName":"string",
"Initials":"DG",
"Pseudonym":"string",
"GenerationQualifier":"DBG"
},
"RevocationConfiguration":{
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}

}

"CrlConfiguration":{
"Enabled":false
}

},
"RootCACertificate":{
"Type":"AWS::ACMPCA::Certificate",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"RootCA"
},
"CertificateSigningRequest":{
"Fn::GetAtt":[
"RootCA",
"CertificateSigningRequest"
]
},
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1",
"Validity":{
"Type":"DAYS",
"Value":100
}
}
},
"RootCAActivation":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"RootCA"
},
"Certificate":{
"Fn::GetAtt":[
"RootCACertificate",
"Certificate"
]
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
"SubordinateCAOne":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthority",
"Properties":{
"Type":"SUBORDINATE",
"KeyAlgorithm":"RSA_2048",
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"Subject":{
"Country":"US",
"Organization":"string",
"OrganizationalUnit":"string",
"DistinguishedNameQualifier":"string",
"State":"string",
"CommonName":"Sub1",
"SerialNumber":"string",
"Locality":"string",
"Title":"string",
"Surname":"string",
"GivenName":"string",
"Initials":"DG",
"Pseudonym":"string",
"GenerationQualifier":"DBG"
},
"RevocationConfiguration":{
},
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"Tags":[
}

V1",

]

},
"SubordinateCAOneCACertificate":{
"DependsOn":"RootCAActivation",
"Type":"AWS::ACMPCA::Certificate",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"RootCA"
},
"CertificateSigningRequest":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCAOne",
"CertificateSigningRequest"
]
},
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/SubordinateCACertificate_PathLen3/
"Validity":{
"Type":"DAYS",
"Value":90
}

}
},
"SubordinateCAOneActivation":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"SubordinateCAOne"
},
"Certificate":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCAOneCACertificate",
"Certificate"
]
},
"CertificateChain":{
"Fn::GetAtt":[
"RootCAActivation",
"CompleteCertificateChain"
]
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
"SubordinateCATwo":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthority",
"Properties":{
"Type":"SUBORDINATE",
"KeyAlgorithm":"RSA_2048",
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"Subject":{
"Country":"US",
"Organization":"string",
"OrganizationalUnit":"string",
"DistinguishedNameQualifier":"string",
"State":"string",
"SerialNumber":"string",
"Locality":"string",
"Title":"string",
"Surname":"string",
"GivenName":"string",
"Initials":"DG",
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"Pseudonym":"string",
"GenerationQualifier":"DBG"

},
"Tags":[
{
"Key":"Key1",
"Value":"Value1"
},
{
"Key":"Key2",
"Value":"Value2"
}
]

V1",

}
},
"SubordinateCATwoCACertificate":{
"DependsOn":"SubordinateCAOneActivation",
"Type":"AWS::ACMPCA::Certificate",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"SubordinateCAOne"
},
"CertificateSigningRequest":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCATwo",
"CertificateSigningRequest"
]
},
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"TemplateArn":"arn:aws:acm-pca:::template/SubordinateCACertificate_PathLen2/
"Validity":{
"Type":"DAYS",
"Value":80
}

}
},
"SubordinateCATwoActivation":{
"Type":"AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"SubordinateCATwo"
},
"Certificate":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCATwoCACertificate",
"Certificate"
]
},
"CertificateChain":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCAOneActivation",
"CompleteCertificateChain"
]
}
}
},
"EndEntityCertificate":{
"DependsOn":"SubordinateCATwoActivation",
"Type":"AWS::ACMPCA::Certificate",
"Properties":{
"CertificateAuthorityArn":{
"Ref":"SubordinateCATwo"
},
"CertificateSigningRequest":{
"Fn::Join":[

API バージョン 2010-05-15
785

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Private CA
"\n",
[
"-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----",
"MIICvDCCAaQCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgMBFV0YWgxDzANBgNV",
"BAcMBkxpbmRvbjEWMBQGA1UECgwNRGlnaUNlcnQgSW5jLjERMA8GA1UECwwIRGln",
"aUNlcnQxHTAbBgNVBAMMFGV4YW1wbGUuZGlnaWNlcnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG",
"9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8+To7d+2kPWeBv/orU3LVbJwDrSQbeKamCmo",
"wp5bqDxIwV20zqRb7APUOKYoVEFFOEQs6T6gImnIolhbiH6m4zgZ/CPvWBOkZc+c",
"1Po2EmvBz+AD5sBdT5kzGQA6NbWyZGldxRthNLOs1efOhdnWFuhI162qmcflgpiI",
"WDuwq4C9f+YkeJhNn9dF5+owm8cOQmDrV8NNdiTqin8q3qYAHHJRW28glJUCZkTZ",
"wIaSR6crBQ8TbYNE0dc+Caa3DOIkz1EOsHWzTx+n0zKfqcbgXi4DJx+C1bjptYPR",
"BPZL8DAeWuA8ebudVT44yEp82G96/Ggcf7F33xMxe0yc+Xa6owIDAQABoAAwDQYJ",
"KoZIhvcNAQEFBQADggEBAB0kcrFccSmFDmxox0Ne01UIqSsDqHgL+XmHTXJwre6D",
"hJSZwbvEtOK0G3+dr4Fs11WuUNt5qcLsx5a8uk4G6AKHMzuhLsJ7XZjgmQXGECpY",
"Q4mC3yT3ZoCGpIXbw+iP3lmEEXgaQL0Tx5LFl/okKbKYwIqNiyKWOMj7ZR/wxWg/",
"ZDGRs55xuoeLDJ/ZRFf9bI+IaCUd1YrfYcHIl3G87Av+r49YVwqRDT0VDV7uLgqn",
"29XI1PpVUNCPQGn9p/eX6Qo7vpDaPybRtA2R7XLKjQaF9oXWeCUqy1hvJac9QFO2",
"97Ob1alpHPoZ7mWiEuJwjBPii6a9M9G30nUo39lBi1w=",
"-----END CERTIFICATE REQUEST-----"
]

}

}

}

]
},
"SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
"Validity":{
"Type":"DAYS",
"Value":70
}

},
"Outputs":{
"CompleteCertificateChain":{
"Value":{
"Fn::GetAtt":[
"SubordinateCATwoActivation",
"CompleteCertificateChain"
]
}
},
"CertificateArn":{
"Value":{
"Fn::GetAtt":[
"EndEntityCertificate",
"Arn"
]
}
}
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Cloudformation template to setup CA.
Resources:
RootCA:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Properties:
Type: ROOT
KeyAlgorithm: RSA_2048
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
Subject:
Country: US
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Organization: string
OrganizationalUnit: string
DistinguishedNameQualifier: string
State: string
CommonName: '123'
SerialNumber: string
Locality: string
Title: string
Surname: string
GivenName: string
Initials: DG
Pseudonym: string
GenerationQualifier: DBG
RevocationConfiguration:
CrlConfiguration:
Enabled: false
RootCACertificate:
Type: AWS::ACMPCA::Certificate
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: RootCA
CertificateSigningRequest:
Fn::GetAtt:
- RootCA
- CertificateSigningRequest
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
TemplateArn: arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1
Validity:
Type: DAYS
Value: 100
RootCAActivation:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: RootCA
Certificate:
Fn::GetAtt:
- RootCACertificate
- Certificate
Status: ACTIVE
SubordinateCAOne:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Properties:
Type: SUBORDINATE
KeyAlgorithm: RSA_2048
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
Subject:
Country: US
Organization: string
OrganizationalUnit: string
DistinguishedNameQualifier: string
State: string
CommonName: Sub1
SerialNumber: string
Locality: string
Title: string
Surname: string
GivenName: string
Initials: DG
Pseudonym: string
GenerationQualifier: DBG
RevocationConfiguration: {}
Tags: []
SubordinateCAOneCACertificate:
DependsOn: RootCAActivation
Type: AWS::ACMPCA::Certificate
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Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: RootCA
CertificateSigningRequest:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCAOne
- CertificateSigningRequest
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
TemplateArn: arn:aws:acm-pca:::template/SubordinateCACertificate_PathLen3/V1
Validity:
Type: DAYS
Value: 90
SubordinateCAOneActivation:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: SubordinateCAOne
Certificate:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCAOneCACertificate
- Certificate
CertificateChain:
Fn::GetAtt:
- RootCAActivation
- CompleteCertificateChain
Status: ACTIVE
SubordinateCATwo:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Properties:
Type: SUBORDINATE
KeyAlgorithm: RSA_2048
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
Subject:
Country: US
Organization: string
OrganizationalUnit: string
DistinguishedNameQualifier: string
State: string
SerialNumber: string
Locality: string
Title: string
Surname: string
GivenName: string
Initials: DG
Pseudonym: string
GenerationQualifier: DBG
Tags:
- Key: Key1
Value: Value1
- Key: Key2
Value: Value2
SubordinateCATwoCACertificate:
DependsOn: SubordinateCAOneActivation
Type: AWS::ACMPCA::Certificate
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: SubordinateCAOne
CertificateSigningRequest:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCATwo
- CertificateSigningRequest
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
TemplateArn: arn:aws:acm-pca:::template/SubordinateCACertificate_PathLen2/V1
Validity:
Type: DAYS
Value: 80
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SubordinateCATwoActivation:
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: SubordinateCATwo
Certificate:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCATwoCACertificate
- Certificate
CertificateChain:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCAOneActivation
- CompleteCertificateChain
EndEntityCertificate:
DependsOn: SubordinateCATwoActivation
Type: AWS::ACMPCA::Certificate
Properties:
CertificateAuthorityArn:
Ref: SubordinateCATwo
CertificateSigningRequest:
Fn::Join:
- "\n"
- - "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----"
- MIICvDCCAaQCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgMBFV0YWgxDzANBgNV
- BAcMBkxpbmRvbjEWMBQGA1UECgwNRGlnaUNlcnQgSW5jLjERMA8GA1UECwwIRGln
- aUNlcnQxHTAbBgNVBAMMFGV4YW1wbGUuZGlnaWNlcnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
- 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8+To7d+2kPWeBv/orU3LVbJwDrSQbeKamCmo
- wp5bqDxIwV20zqRb7APUOKYoVEFFOEQs6T6gImnIolhbiH6m4zgZ/CPvWBOkZc+c
- 1Po2EmvBz+AD5sBdT5kzGQA6NbWyZGldxRthNLOs1efOhdnWFuhI162qmcflgpiI
- WDuwq4C9f+YkeJhNn9dF5+owm8cOQmDrV8NNdiTqin8q3qYAHHJRW28glJUCZkTZ
- wIaSR6crBQ8TbYNE0dc+Caa3DOIkz1EOsHWzTx+n0zKfqcbgXi4DJx+C1bjptYPR
- BPZL8DAeWuA8ebudVT44yEp82G96/Ggcf7F33xMxe0yc+Xa6owIDAQABoAAwDQYJ
- KoZIhvcNAQEFBQADggEBAB0kcrFccSmFDmxox0Ne01UIqSsDqHgL+XmHTXJwre6D
- hJSZwbvEtOK0G3+dr4Fs11WuUNt5qcLsx5a8uk4G6AKHMzuhLsJ7XZjgmQXGECpY
- Q4mC3yT3ZoCGpIXbw+iP3lmEEXgaQL0Tx5LFl/okKbKYwIqNiyKWOMj7ZR/wxWg/
- ZDGRs55xuoeLDJ/ZRFf9bI+IaCUd1YrfYcHIl3G87Av+r49YVwqRDT0VDV7uLgqn
- 29XI1PpVUNCPQGn9p/eX6Qo7vpDaPybRtA2R7XLKjQaF9oXWeCUqy1hvJac9QFO2
- 97Ob1alpHPoZ7mWiEuJwjBPii6a9M9G30nUo39lBi1w=
- "-----END CERTIFICATE REQUEST-----"
SigningAlgorithm: SHA256WITHRSA
Validity:
Type: DAYS
Value: 70
Outputs:
CompleteCertificateChain:
Value:
Fn::GetAtt:
- SubordinateCATwoActivation
- CompleteCertificateChain
CertificateArn:
Value:
Fn::GetAtt:
- EndEntityCertificate
- Arn

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority AccessDescription
RFC 5280 で説明されている authorityInfoAccess および subjectInfoAccess 拡張機能で使用され
るアクセス情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AccessLocation" : GeneralName (p. 795),
"AccessMethod" : AccessMethod (p. 790)

YAML
AccessLocation:
GeneralName (p. 795)
AccessMethod:
AccessMethod (p. 790)

プロパティ
AccessLocation
AccessDescription 情報の場所。
必須: はい
タイプ: GeneralName (p. 795)
Update requires: Replacement
AccessMethod
AccessDescription 情報の種類と形式。
必須: はい
タイプ: AccessMethod (p. 790)
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority AccessMethod
拡張アクセスのタイプと形式について説明します。CustomObjectIdentifier または
AccessMethodType のどちらか 1 つのみが提供されます。どちらの結果も InvalidArgsException で
提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccessMethodType" : String,
"CustomObjectIdentifier" : String

YAML
AccessMethodType: String
CustomObjectIdentifier: String
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プロパティ
AccessMethodType
AccessMethod を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CA_REPOSITORY | RESOURCE_PKI_MANIFEST | RESOURCE_PKI_NOTIFY
Update requires: Replacement
CustomObjectIdentifier
AccessMethod を指定するオブジェクト識別子 (OID)。OID は、以下に示す正規表現を満たす必要が
あります。詳細については、NIST のObject Identifier (OID) の定義を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority CrlConfiguration
証明書失効リスト (CRL) の設定情報が含まれています。プライベート認証機関 (CA) がベース CRL を作成
します。デルタ CRL はサポートされません。Enabled パラメータを true に設定することで、新規または
既存のプライベート CA の CRL を有効にできます。プライベート CA は S3BucketName パラメータで指
定した S3 バケットに CRL を書き込みます。CustomCname パラメータに値を指定することで、バケット
の名前を非表示にできます。プライベート CA は発行する各証明書の CRL ディストリビューションポイン
ト拡張に CNAME または S3 バケット名をコピーします。S3 バケットポリシーで ACM プライベート CA
への書き込み権限を付与する必要があります。
Amazon S3 に保存されている ACM プライベート CA アセットは、暗号化で保護できます。詳細について
は、「CRL の暗号化」を参照してください。
プライベート CA は、ExpirationInDays パラメータの値を使用して、CRL の nextUpdate フィールドを計
算します。CRL は次の更新の経過時間の半分で、または証明書が失効したときに更新されます。証明書が
失効すると、生成される次の CRL と次の監査レポートに記録されます。CRL には期間が有効な証明書の
みが表示されます。期限切れの証明書は含まれません。
CRL は通常、証明書が取り消された約 30 分後に更新されます。何らかの理由で CRL の更新が失敗した場
合、ACM プライベート CA は 15 分ごとにさらに試行します。
CRL には、次のフィールドが含まれています。
• バージョン: RFC 5280 で定義されている現在のバージョン番号は V2 です。整数値は 0x1 です。
• 署名アルゴリズム: CRL の署名に使用されるアルゴリズムの名前。
• 発行者: CRL を発行したプライベート CA の X.500 識別名。
• 最終更新: この CRL の発行日時。
• 次の更新: 次の CRL が発行される日時の期限。
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• 失効した証明書: 失効した証明書のリスト。各リスト項目には、次の情報が含まれています。
• シリアル番号：失効した証明書のシリアル番号 (16 進形式)。
• 失効日付: 証明書が失効した日時。
• CRL エントリ拡張: CRL エントリのオプションの拡張機能。
• X509v3 CRL 理由コード: 証明書が失効した理由。
• CRL 拡張: CRL のオプションの拡張機能。
• X509v3 認証キー識別子: 証明書の署名に使用されるプライベートキーに関連付けられたパブリック
キーを識別します。
• X509v3 CRL番号:: CRL の 10 進数のシーケンス番号。
• 署名アルゴリズム: プライベート CA が CRL への署名に使用するアルゴリズム。
• 署名値: CRL で計算された署名。
ACM プライベート CA によって作成された証明書失効リストは、DER でエンコードされます。CRL を表
示するには、次の OpenSSL コマンドを使用できます。
openssl crl -inform DER -text -in crl_path -noout
詳細については、AWS Private Certificate Authority (PCA) ユーザーガイドの「証明書失効リスト (CRL) の
計画」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomCname" : String,
"Enabled" : Boolean,
"ExpirationInDays" : Integer,
"S3BucketName" : String,
"S3ObjectAcl" : String

YAML
CustomCname: String
Enabled: Boolean
ExpirationInDays: Integer
S3BucketName: String
S3ObjectAcl: String

プロパティ
CustomCname
CRL ディストリビューションポイントのエイリアスを使用できるようにする証明書の CRL ディスト
リビューションポイント拡張に挿入された名前。S3 バケットの名前をパブリックにしない場合は、こ
の値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 253
Update requires: No interruption
Enabled
証明書失効リスト (CRL) を有効にするかどうかを指定するブール値。この値
はCreateCertificateAuthority 操作を呼び出すときに新しい CA に対して、または
UpdateCertificateAuthority 操作を呼び出すときに既存の CA に対して証明書失効を有効にす
るために使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExpirationInDays
CRL の有効期間 (日数)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 5000
Update requires: No interruption
S3BucketName
CRL を含む S3 バケットの名前。CustomCname 引数の値を指定しない場合、S3 バケットの名前は発
行された証明書の CRL ディストリビューションポイント拡張に配置されます。バケットの名前を変
更するには、UpdateCertificateAuthority オペレーションを呼び出します。ACM プライベート CA がバ
ケットに CRL を書き込むことを許可するバケットポリシーを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
Update requires: No interruption
S3ObjectAcl
CRL を CRL Amazon S3 バケットで公開するか、非公開にするかを決定します。PUBLIC_READ
を選択すると、CRL はパブリックインターネット経由でアクセスできるようになりま
す。BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL を選択した場合、CRL S3 バケットの所有者だけが CRL に
アクセスでき、PKI クライアントには別のアクセス方法が必要になる場合があります。
値が指定されていない場合、デフォルトは PUBLIC_READ です。
注: このデフォルトにより、状況によっては CA の作成が失敗することがあります。S3 アカ
ウントで Block Public Access (BPA) 機能を有効にしている場合は、このパラメータの値を
BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL として指定する必要があります。これを指定しない場合にはエラー
が発生します。S3 で BPA を無効にした場合は、値として BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL または
PUBLIC_READ を指定できます。
詳細については、S3 バケットへのパブリックアクセスをブロックするを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority CsrExtensions
証明書署名リクエスト (CSR) に追加する証明書の拡張機能について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyUsage" : KeyUsage (p. 798),
"SubjectInformationAccess" : [ AccessDescription (p. 789), ... ]

YAML
KeyUsage:
KeyUsage (p. 798)
SubjectInformationAccess:
- AccessDescription (p. 789)

プロパティ
KeyUsage
証明書と、証明書に含まれるキーの目的を示します。
必須: いいえ
タイプ: KeyUsage (p. 798)
Update requires: Replacement
SubjectInformationAccess
CA 証明書で、失効やポリシーなどの CA に関する追加情報へのパスを指定します。詳細については、
「RFC 5280 のサブジェクトに関する情報へのアクセス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AccessDescription (p. 789) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority EdiPartyName
RFC 5280 のサブジェクトの代替名で定義されている電子データ交換 (EDI) エンティティについて説明し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"NameAssigner" : String,
"PartyName" : String

YAML
NameAssigner: String
PartyName: String

プロパティ
NameAssigner
名前の割り当てを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement
PartyName
パーティ名を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority GeneralName
RFC 5280 で定義されている ASN.1 X.400 GeneralName について説明します。次の命名オプションから
1 つのみを指定する必要があります。複数のオプションを指定すると、InvalidArgsException エラー
が発生します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DirectoryName" : Subject (p. 802),
"DnsName" : String,
"EdiPartyName" : EdiPartyName (p. 794),
"IpAddress" : String,
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}

"OtherName" : OtherName (p. 800),
"RegisteredId" : String,
"Rfc822Name" : String,
"UniformResourceIdentifier" : String

YAML
DirectoryName:
Subject (p. 802)
DnsName: String
EdiPartyName:
EdiPartyName (p. 794)
IpAddress: String
OtherName:
OtherName (p. 800)
RegisteredId: String
Rfc822Name: String
UniformResourceIdentifier: String

プロパティ
DirectoryName
証明書のサブジェクトに関する情報が含まれています。証明書は、プライベート認証機関 (CA) に
よって発行された証明書でも、プライベート CA 証明書でもかまいません。証明書の [サブジェク
ト] フィールドで、証明書の公開キーを所有または制御するエンティティを識別します。エンティ
ティには、ユーザー、コンピュータ、デバイス、またはサービスを指定できます。サブジェクトに
は、X.500 識別名 (DN) を含める必要があります。DN は、相対識別名 (RDN) のシーケンスです。証
明書では、RDN はカンマで区切られます。DN は各エンティティに対して一意にする必要があります
が、プライベート CA では、1 つのエンティティに対して同じ DN を持つ複数の証明書を発行できま
す。
必須: いいえ
タイプ: Subject (p. 802)
Update requires: Replacement
DnsName
DNS 名として GeneralName を表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 253
Update requires: Replacement
EdiPartyName
GeneralName を EdiPartyName オブジェクトとして表します。
必須: いいえ
タイプ: EdiPartyName (p. 794)
Update requires: Replacement
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IpAddress
GeneralName を IPv4 または IPv6 アドレスとして表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 39
Update requires: Replacement
OtherName
OtherName オブジェクトを使用して GeneralName を表します。
必須: いいえ
タイプ: OtherName (p. 800)
Update requires: Replacement
RegisteredId
GeneralName をオブジェクト識別子 (OID) として表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
Rfc822Name
GeneralName を RFC 822 の E メールアドレスとして表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement
UniformResourceIdentifier
GeneralName を URI として表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 253
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Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority KeyUsage
証明書に含まれるキーが使用される 1 つ以上の目的を定義します。各オプションのデフォルト値は false
です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CRLSign" : Boolean,
"DataEncipherment" : Boolean,
"DecipherOnly" : Boolean,
"DigitalSignature" : Boolean,
"EncipherOnly" : Boolean,
"KeyAgreement" : Boolean,
"KeyCertSign" : Boolean,
"KeyEncipherment" : Boolean,
"NonRepudiation" : Boolean

YAML
CRLSign: Boolean
DataEncipherment: Boolean
DecipherOnly: Boolean
DigitalSignature: Boolean
EncipherOnly: Boolean
KeyAgreement: Boolean
KeyCertSign: Boolean
KeyEncipherment: Boolean
NonRepudiation: Boolean

プロパティ
CRLSign
キーは CRL の署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DataEncipherment
キーはデータの解読に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DecipherOnly
キーはデータの解読にのみ使用できます。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DigitalSignature
キーはデジタル署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EncipherOnly
キーは、データの暗号化にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KeyAgreement
キーはキー合意プロトコルに使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KeyCertSign
キーは証明書の署名に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KeyEncipherment
キーはデータの暗号化に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
NonRepudiation
キーは非否認に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
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AWS::ACMPCA::CertificateAuthority OcspConfiguration
証明書の失効状態を検証するためのオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) を有効にして設定す
るための情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"OcspCustomCname" : String

YAML
Enabled: Boolean
OcspCustomCname: String

プロパティ
Enabled
証明書失効ステータスを検証するためのオンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) の使用を有
効にするフラグを立てます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
OcspCustomCname
デフォルトでは、ACM プライベート CA は、オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) によっ
て検証される証明書に Amazon ドメインを挿入します。または、このオブジェクトを使用して、カス
タマイズされた OCSP ドメインを指定する CNAME を定義することもできます。
注: CNAME の値には、「http://」や「https://」などのプロトコルプレフィックスを含めることはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 253
Update requires: No interruption

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority OtherName
オブジェクト識別子 (OID) と値を使用して、カスタム ASN.1 X.400 GeneralName を定義します。OID
は、以下に示す正規表現を満たす必要があります。詳細については、NIST のObject Identifier (OID) の定義
を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TypeId" : String,
"Value" : String

YAML
TypeId: String
Value: String

プロパティ
TypeId
OID を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 64
パターン: ^([0-2])\.([0-9]|([0-3][0-9]))((\.([0-9]+)){0,126})$
Update requires: Replacement
Value
OID 値を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority RevocationConfiguration
CreateCertificateAuthority および UpdateCertificateAuthority アクションで使用される証明書失効情
報。Private Certificate Authority (CA) は、オンライン証明書状態プロトコル (OCSP) のサポートを設定し
たり、証明書失効リスト (CRL) を維持したりすることができます。OCSP は、クライアントのリクエスト
に応じて証明書に関する検証情報を返し、CRL には、CA によって取り消された証明書の更新されたリス
トが含まれています。詳細については、「RevokeCertificate」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"CrlConfiguration" : CrlConfiguration (p. 791),
"OcspConfiguration" : OcspConfiguration (p. 800)

YAML
CrlConfiguration:
CrlConfiguration (p. 791)
OcspConfiguration:
OcspConfiguration (p. 800)

プロパティ
CrlConfiguration
プライベート CA によって管理されている証明書失効リスト (CRL) (存在する場合) の設定。
必須: いいえ
タイプ: CrlConfiguration (p. 791)
Update requires: No interruption
OcspConfiguration
オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) サポートの設定 (存在する場合) は、プライベート
CA によって維持されます。
必須: いいえ
タイプ: OcspConfiguration (p. 800)
Update requires: No interruption

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority サブジェクト
認証機関の ASN1 サブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CommonName" : String,
"Country" : String,
"DistinguishedNameQualifier" : String,
"GenerationQualifier" : String,
"GivenName" : String,
"Initials" : String,
"Locality" : String,
"Organization" : String,
"OrganizationalUnit" : String,
"Pseudonym" : String,
"SerialNumber" : String,
"State" : String,
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}

"Surname" : String,
"Title" : String

YAML
CommonName: String
Country: String
DistinguishedNameQualifier: String
GenerationQualifier: String
GivenName: String
Initials: String
Locality: String
Organization: String
OrganizationalUnit: String
Pseudonym: String
SerialNumber: String
State: String
Surname: String
Title: String

プロパティ
CommonName
証明書のサブジェクトに関連付けられた完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Country
証明書のサブジェクトが存在する国を指定する 2 桁のコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DistinguishedNameQualifier
証明書のサブジェクトの情報の明確化。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GenerationQualifier
通常、個人の名前に付加される修飾子。例としては、ジュニアには Jr.、シニアには Sr.、三世には III
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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GivenName
名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Initials
通常、GivenName の最初の文字、ミドルネームがある場合は最初の文字、SurName の最初の文字を
含む連結です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Locality
証明書のサブジェクトがあるローカリティ (都市や町など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Organization
証明書のサブジェクトが所属する組織の正式な名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OrganizationalUnit
証明書のサブジェクトが所属する組織のサブディビジョンまたは単位 (販売や財務など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Pseudonym
通常、長い GivenName の短縮版です。例えば、ジョナサンは多くの場合ジョンに短縮されます。エ
リザベスは多くの場合ベス、リズ、エリザに短縮されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SerialNumber
証明書のシリアル番号。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
State
証明書のサブジェクトが存在する状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Surname
姓。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Title
氏などの個人的なタイトル
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation リソースは、CA 証明書を作成し、CA にインス
トールします。ステータスを指定しない場合、AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
リソースのステータスはデフォルトで ACTIVE になります。CA に CA 証明書がインストールされると、
リソースを使用して CA ステータスフィールドを ACTIVE と DISABLED の間で切り替えることができま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation",
"Properties" : {
"Certificate" : String,
"CertificateAuthorityArn" : String,
"CertificateChain" : String,
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
Properties:
Certificate: String
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CertificateAuthorityArn: String
CertificateChain: String
Status: String

プロパティ
Certificate
Base64 PEM でエンコードされた認証機関証明書。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CertificateAuthorityArn
プライベート CA の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificateChain
プライベート CA 証明書の署名に使用したルート CA 証明書までチェーンする Base64 PEM エンコー
ド証明書チェーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
プライベート CA のステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
証明書機関の Amazon リソースネーム (ARN)。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CompleteCertificateChain
認証機関証明書を含む Base64 PEM でエンコードされた完全な証明書チェーン。
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AWS Amplify コンソール リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::Amplify::App (p. 807)
• AWS::Amplify::Branch (p. 817)
• AWS::Amplify::Domain (p. 822)

AWS::Amplify::App
AWS::Amplify::App リソースは、Amplify コンソールにアプリケーションを作成します。アプリはブランチ
の集合です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Amplify::App",
"Properties" : {
"AccessToken" : String,
"AutoBranchCreationConfig" : AutoBranchCreationConfig (p. 811),
"BasicAuthConfig" : BasicAuthConfig (p. 813),
"BuildSpec" : String,
"CustomHeaders" : String,
"CustomRules" : [ CustomRule (p. 814), ... ],
"Description" : String,
"EnableBranchAutoDeletion" : Boolean,
"EnvironmentVariables" : [ EnvironmentVariable (p. 816), ... ],
"IAMServiceRole" : String,
"Name" : String,
"OauthToken" : String,
"Repository" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Amplify::App
Properties:
AccessToken: String
AutoBranchCreationConfig:
AutoBranchCreationConfig (p. 811)
BasicAuthConfig:
BasicAuthConfig (p. 813)
BuildSpec: String
CustomHeaders: String
CustomRules:
- CustomRule (p. 814)
Description: String
EnableBranchAutoDeletion: Boolean
EnvironmentVariables:
- EnvironmentVariable (p. 816)
IAMServiceRole: String
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Name: String
OauthToken: String
Repository: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AccessToken
Amplify アプリケーション用のサードパーティのソース管理システム用のパーソナルアクセストーク
ン。webhook および読み取り専用のデプロイキーを作成するために使用されます。トークンは保存さ
れません。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AutoBranchCreationConfig
自動ブランチ作成の設定を設定します。
必須: いいえ
タイプ: AutoBranchCreationConfig (p. 811)
Update requires: No interruption
BasicAuthConfig
Amplify アプリの基本認証の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: BasicAuthConfig (p. 813)
Update requires: No interruption
BuildSpec
Amplify アプリのビルド仕様。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 25000 文字です。
パターン: (?s).+
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomHeaders
Amplify アプリのカスタム HTTP ヘッダー。
長さの制限: 最小長は 0 文字です。最大長は 25000 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomRules
Amplify アプリのカスタム書き換えおよびリダイレクトルール。
必須: いいえ
タイプ: CustomRule (p. 814) のリスト
Update requires: No interruption
Description
Amplify アプリケーションの説明。
長さの制限: 最大長は 1000 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableBranchAutoDeletion
Git リポジトリからブランチを削除したときに、Amplify コンソールでブランチを自動的に切断しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnvironmentVariables
Amplify アプリの環境変数マップ。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentVariable (p. 816) のリスト
Update requires: No interruption
IAMServiceRole
Amplify アプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN) の AWS Identity and Access
Management (IAM) サービスロール。
長さの制限: 最小長は 0 文字です。最大長は 1000 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
Amplify アプリケーションの名前。
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長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
パターン: (?s).+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OauthToken
Amplify アプリケーション用のサードパーティーソース管理システム用の OAuth トークン。OAuth
トークンは、webhook と読み取り専用デプロイキーを作成するために使用されます。OAuth トークン
は保存されません。
長さの制限: 最大長は 1000 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Repository
Amplify アプリケーションのリポジトリ。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
Amplify アプリのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
AppId
Amplify アプリケーションの一意の ID。
AppName
Amplify アプリケーションの名前。
Arn
Amplify アプリケーションの ARN。
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DefaultDomain
Amplify アプリケーションのデフォルトドメイン。

AWS::Amplify::App AutoBranchCreationConfig
AutoBranchCreationConfig プロパティタイプを使用して、特定のパターンに一致するブランチを自動的に
作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutoBranchCreationPatterns" : [ String, ... ],
"BasicAuthConfig" : BasicAuthConfig (p. 813),
"BuildSpec" : String,
"EnableAutoBranchCreation" : Boolean,
"EnableAutoBuild" : Boolean,
"EnablePerformanceMode" : Boolean,
"EnablePullRequestPreview" : Boolean,
"EnvironmentVariables" : [ EnvironmentVariable (p. 816), ... ],
"PullRequestEnvironmentName" : String,
"Stage" : String

YAML
AutoBranchCreationPatterns:
- String
BasicAuthConfig:
BasicAuthConfig (p. 813)
BuildSpec: String
EnableAutoBranchCreation: Boolean
EnableAutoBuild: Boolean
EnablePerformanceMode: Boolean
EnablePullRequestPreview: Boolean
EnvironmentVariables:
- EnvironmentVariable (p. 816)
PullRequestEnvironmentName: String
Stage: String

プロパティ
AutoBranchCreationPatterns
Amplify アプリケーションのために自動的にブランチを作成する glob パターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
BasicAuthConfig
自動作成されたブランチのパスワード保護を設定します。
必須: いいえ
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タイプ: BasicAuthConfig (p. 813)
Update requires: No interruption
BuildSpec
自動作成されたブランチのビルド仕様 (ビルドスペック)。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 25000 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableAutoBranchCreation
Amplify アプリケーションのブランチの自動作成を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableAutoBuild
自動作成されたブランチの自動構築を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnablePerformanceMode
ブランチのパフォーマンスモードを有効にします。
パフォーマンスモードは、コンテンツをより長い間隔でエッジにキャッシュしておくことで、ホス
ティングパフォーマンスを最適化して高速化します。パフォーマンスモードを有効にすると、ホスト
構成またはコードの変更がロールアウトされるまで最大 10 分かかることがあります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnablePullRequestPreview
Amplify コンソールがアプリに自動的に作成するブランチごとにプルリクエストのプレビューを有効
にするかどうかを設定します。Amplify コンソールは、ブランチのプルリクエストが開かれるたびに、
アプリを一意の URL にデプロイしてプレビューを作成します。開発チームと QA チームは、このプレ
ビューを使用して、プルリクエストをプロダクションまたは統合ブランチにマージする前にテストで
きます。
プレビューのバックエンドサポートを提供するため、Amplify コンソールは、プルリクエストが閉じ
られたときに削除する一時的なバックエンド環境を自動的にプロビジョンします。プレビュー専用の
バックエンド環境を指定する場合は、PullRequestEnvironmentName プロパティを使用します。
詳細については、AWS Amplify コンソールユーザーガイドの Web Previews を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnvironmentVariables
自動作成されたブランチの環境変数。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentVariable (p. 816) のリスト
Update requires: No interruption
PullRequestEnvironmentName
プルリクエストのプレビューが有効になっている場合、このプロパティを使用して、プレビュー専用
のバックエンド環境を指定できます。例えば、Amplify CLI で初期化した prod、test、または dev
という名前の環境を指定できます。
プルリクエストのプレビューを有効にするには、EnablePullRequestPreview プロパティを
[true] に設定します。
環境を指定しない場合、Amplify コンソールは、一時的なバックエンド環境を自動的にプロビジョニン
グすることにより、各プレビューのバックエンドサポートを提供します。プルリクエストが閉じられ
ると、Amplify コンソールはこの環境を削除します。
バックエンド環境の作成の詳細については、AWS Amplify コンソールユーザーガイドの Feature
Branch Deployments and Team Workflows を参照してください。
長さの制限: 最大長は 20 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Stage
自動作成されたブランチのステージ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::App BasicAuthConfig
BasicAuthConfig プロパティタイプでは、アプリレベルですべてのブランチにパスワード保護を設定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"EnableBasicAuth" : Boolean,
"Password" : String,
"Username" : String

YAML
EnableBasicAuth: Boolean
Password: String
Username: String

プロパティ
EnableBasicAuth
Amplify アプリのブランチの基本認証を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Password
基本認証のパスワード。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
基本認証のユーザー名。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::App CustomRule
CustomRule プロパティタイプでは、リダイレクト、書き換え、リバースプロキシを指定できます。リダ
イレクトを使用すると、ウェブアプリで 1 つの URL から別の URL にナビゲーションを再ルートすること
ができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Condition" : String,
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}

"Source" : String,
"Status" : String,
"Target" : String

YAML
Condition: String
Source: String
Status: String
Target: String

プロパティ
Condition
URL 書き換えまたはリダイレクトルールの条件 (例: 国コード)。
長さの制限: 最小長は 0 文字です。最大長は 2048 です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source
URL 書き換えまたはリダイレクトルールのソースパターン。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 2048 です。
パターン: (?s).+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
URL 書き換えまたはリダイレクトルールのステータスコード。
200
200 書き換えルールを表します。
301
301 (永続的に移動) リダイレクトルールを表します。これ以降のすべてのリクエストはターゲッ
ト URL に送信する必要があります。
302
302 一時リダイレクトルールを表します。
404
404 リダイレクトルールを表します。
404-200
404 書き換えルールを表します。
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長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 7 文字です。
パターン: .{3,7}
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Target
URL 書き換えまたはリダイレクトルールのターゲットパターン。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 2048 です。
パターン: (?s).+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::App EnvironmentVariable
環境変数は、ビルド時に利用可能なキーと値のペアです。アプリのすべてのブランチの環境変数を設定し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
環境変数の名前。
長さの制限: 最大長は 255 文字です。
パターン: (?s).*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Value
環境変数の値。
長さの制限: 最大長は 5500 文字です。
パターン: (?s).*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::Branch
AWS::Amplify::Branch リソースは、アプリ内で新しいブランチを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Amplify::Branch",
"Properties" : {
"AppId" : String,
"BasicAuthConfig" : BasicAuthConfig (p. 820),
"BranchName" : String,
"BuildSpec" : String,
"Description" : String,
"EnableAutoBuild" : Boolean,
"EnablePerformanceMode" : Boolean,
"EnablePullRequestPreview" : Boolean,
"EnvironmentVariables" : [ EnvironmentVariable (p. 821), ... ],
"PullRequestEnvironmentName" : String,
"Stage" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Amplify::Branch
Properties:
AppId: String
BasicAuthConfig:
BasicAuthConfig (p. 820)
BranchName: String
BuildSpec: String
Description: String
EnableAutoBuild: Boolean
EnablePerformanceMode: Boolean
EnablePullRequestPreview: Boolean
EnvironmentVariables:
- EnvironmentVariable (p. 821)
PullRequestEnvironmentName: String
Stage: String
Tags:
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- Tag

プロパティ
AppId
Amplify アプリの一意の ID。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 20 文字です。
パターン: d[a-z0-9]+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BasicAuthConfig
Amplify アプリのブランチの基本認証の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: BasicAuthConfig (p. 820)
Update requires: No interruption
BranchName
ブランチの名前。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
パターン: (?s).+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BuildSpec
ブランチのビルド仕様。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 25000 文字です。
パターン: (?s).+
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
Amplify アプリケーションの一部であるブランチの説明。
長さの制限: 最大長は 1000 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableAutoBuild
ブランチの自動構築を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnablePerformanceMode
ブランチのパフォーマンスモードを有効にします。
パフォーマンスモードは、コンテンツをより長い間隔でエッジにキャッシュしておくことで、ホス
ティングパフォーマンスを最適化して高速化します。パフォーマンスモードを有効にすると、ホスト
構成またはコードの変更がロールアウトされるまで最大 10 分かかることがあります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnablePullRequestPreview
Amplify コンソールがこのブランチに対して行われたプルリクエストごとにプレビューを作成するか
どうかを設定します。このプロパティが有効な場合、各プルリクエストが開かれた後に、Amplify コン
ソールはアプリケーションを一意のプレビュー URL にデプロイします。開発チームと QA チームは、
このプレビューを使用して、プルリクエストをプロダクションまたは統合ブランチにマージする前に
テストできます。
プレビューのバックエンドサポートを提供するため、Amplify コンソールは、プルリクエストが閉じ
られたときに削除する一時的なバックエンド環境を自動的にプロビジョンします。プレビュー専用の
バックエンド環境を指定する場合は、PullRequestEnvironmentName プロパティを使用します。
詳細については、AWS Amplify コンソールユーザーガイドの Web Previews を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnvironmentVariables
ブランチの環境変数。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentVariable (p. 821) のリスト
Update requires: No interruption
PullRequestEnvironmentName
プルリクエストのプレビューがこのブランチに対して有効になっている場合、このプロパティを使用
して、プレビュー専用のバックエンド環境を指定できます。例えば、Amplify CLI で初期化してこのブ
ランチにマッピングした prod、test、または dev という名前の環境を指定できます。
プルリクエストのプレビューを有効にするには、EnablePullRequestPreview プロパティを
[true] に設定します。
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環境を指定しない場合、Amplify コンソールは、一時的なバックエンド環境を自動的にプロビジョン
することにより、各プレビューのバックエンドサポートを提供します。プルリクエストが閉じられる
と、Amplify コンソールはこの環境を削除します。
バックエンド環境の作成の詳細については、AWS Amplify コンソールユーザーガイドの Feature
Branch Deployments and Team Workflows を参照してください。
長さの制限: 最大長は 20 文字です。
パターン: (?s).*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Stage
ブランチの現在のステージを表します。
有効な値: PRODUCTION | BETA | DEVELOPMENT | EXPERIMENTAL | PULL_REQUEST
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ブランチのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
Amplify アプリケーションの一部であるブランチの ARN。
BranchName
Amplify アプリケーションの一部であるブランチの名前。

AWS::Amplify::Branch BasicAuthConfig
BasicAuthConfig プロパティタイプでは、特定のブランチのパスワード保護を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"EnableBasicAuth" : Boolean,
"Password" : String,
"Username" : String

YAML
EnableBasicAuth: Boolean
Password: String
Username: String

プロパティ
EnableBasicAuth
ブランチの基本認可をイネーブルにします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Password
基本認証のパスワード。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
基本認証のユーザー名。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::Branch EnvironmentVariable
EnvironmentVariable プロパティタイプでは、特定のブランチの環境変数を設定します。環境変数は、ビル
ド時に利用可能なキーと値のペアです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,
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}

"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
環境変数の名前。
長さの制限: 最大長は 255 文字です。
パターン: (?s).*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
環境変数の値。
長さの制限: 最大長は 5500 文字です。
パターン: (?s).*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Amplify::Domain
AWS::Amplify::Domain により、カスタムドメインをアプリに接続できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Amplify::Domain",
"Properties" : {
"AppId" : String,
"AutoSubDomainCreationPatterns" : [ String, ... ],
"AutoSubDomainIAMRole" : String,
"DomainName" : String,
"EnableAutoSubDomain" : Boolean,
"SubDomainSettings" : [ SubDomainSetting (p. 824), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::Amplify::Domain
Properties:
AppId: String
AutoSubDomainCreationPatterns:
- String
AutoSubDomainIAMRole: String
DomainName: String
EnableAutoSubDomain: Boolean
SubDomainSettings:
- SubDomainSetting (p. 824)

プロパティ
AppId
Amplify アプリの一意の ID。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 20 文字です。
パターン: d[a-z0-9]+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AutoSubDomainCreationPatterns
サブドメインの自動作成のためのブランチパターンを設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AutoSubDomainIAMRole
サブドメインを自動的に作成するための Amazon リソースネーム (ARN) に必要な AWS Identity and
Access Management (IAM) サービスロール。
長さの制限: 最大長は 1000 文字です。
パターン: ^$|^arn:aws:iam::\d{12}:role.+
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainName
ドメインの関連付けのドメイン名。
長さの制限: 最大長は 255 文字です。
パターン: ^(((?!-)[A-Za-z0-9-]{0,62}[A-Za-z0-9])\.)+((?!-)[A-Za-z0-9-]{1,62}[A-Za-z0-9])(\.)?$
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
EnableAutoSubDomain
ブランチのサブドメインの自動作成を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SubDomainSettings
サブドメインの設定。
必須: はい
タイプ: SubDomainSetting (p. 824) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
ドメインの関連付けの ARN。
AutoSubDomainCreationPatterns
自動的に作成されるサブドメインのブランチパターン。
AutoSubDomainIAMRole
サブドメインの IAM サービスのロール。
CertificateRecord
証明書認証の DNS レコード。
DomainName
ドメインの名前。
DomainStatus
ドメインの関連付けのステータス。
EnableAutoSubDomain
ブランチのサブドメインの自動作成を有効にするかどうかを指定します。
StatusReason
ドメインの現在のステータスの理由。

AWS::Amplify::Domain SubDomainSetting
SubDomainSetting プロパティタイプを使用すると、サブドメイン (例: example.exampledomain.com) を
特定のブランチに接続できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"BranchName" : String,
"Prefix" : String

YAML
BranchName: String
Prefix: String

プロパティ
BranchName
サブドメインのブランチ名の設定。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
パターン: (?s).+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
サブドメインのプレフィックスの設定。
長さの制限: 最大長は 255 文字です。
パターン: (?s).*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon API Gateway リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ApiGateway::Account (p. 826)
• AWS::ApiGateway::ApiKey (p. 828)
• AWS::ApiGateway::Authorizer (p. 833)
• AWS::ApiGateway::BasePathMapping (p. 837)
• AWS::ApiGateway::ClientCertificate (p. 838)
• AWS::ApiGateway::Deployment (p. 840)
• AWS::ApiGateway::DocumentationPart (p. 852)
• AWS::ApiGateway::DocumentationVersion (p. 857)
• AWS::ApiGateway::DomainName (p. 861)
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• AWS::ApiGateway::GatewayResponse (p. 870)
•
•
•
•
•

AWS::ApiGateway::Method (p. 874)
AWS::ApiGateway::Model (p. 888)
AWS::ApiGateway::RequestValidator (p. 891)
AWS::ApiGateway::Resource (p. 894)
AWS::ApiGateway::RestApi (p. 896)

• AWS::ApiGateway::Stage (p. 906)
• AWS::ApiGateway::UsagePlan (p. 916)
• AWS::ApiGateway::UsagePlanKey (p. 921)
• AWS::ApiGateway::VpcLink (p. 923)

AWS::ApiGateway::Account
AWS::ApiGateway::Account リソースは、Amazon API Gateway が API ログを Amazon CloudWatch
Logs に書き込むために使用する IAM ロールを指定します。

Important
AWS account で API Gateway のリソースを作成したことがない場
合、AWS::ApiGateway::RestApi または AWS::ApiGateway::ApiKey リソースなど、別の API
Gateway リソースで依存関係を追加する必要があります。
API Gateway リソースが AWS account で既に作成されている場合、依存関係は (そのリソースが
削除されていても) 必要ありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Account",
"Properties" : {
"CloudWatchRoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Account
Properties:
CloudWatchRoleArn: String

プロパティ
CloudWatchRoleArn
アカウント内の CloudWatch Logs への書き込み権限がある IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
mysta-accou-01234b567890example など、リソースの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IAM ロールとアカウントを関連付ける
次の例では、ログを CloudWatch Logs にプッシュするために API Gateway に割り当て可能な IAM ロール
を作成します。例では、ロールを AWS::ApiGateway::Account resourceに関連付けます。

JSON
{

}

"CloudWatchRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"apigateway.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs"
]
}
},
"Account": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Account",
"Properties": {
"CloudWatchRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"CloudWatchRole",
"Arn"
]
}
}
}

YAML
CloudWatchRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
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Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- apigateway.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- >arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonAPIGatewayPushToCloudWatchLogs
Account:
Type: 'AWS::ApiGateway::Account'
Properties:
CloudWatchRoleArn: !GetAtt
- CloudWatchRole
- Arn

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「account:update」

AWS::ApiGateway::ApiKey
AWS::ApiGateway::ApiKey リソースは、API キーを必要とする API Gateway Method リソースを実行
しているクライアントに配信できる固有キーを作成します。クライアントがどの API キーを使用するべき
かを指定するには、キーを必要とするメソッドを含む RestApi および Stage リソースに API キーをマッ
ピングします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::ApiKey",
"Properties" : {
"CustomerId" : String,
"Description" : String,
"Enabled" : Boolean,
"GenerateDistinctId" : Boolean,
"Name" : String,
"StageKeys" : [ StageKey (p. 832), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Value" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::ApiKey
Properties:
CustomerId: String
Description: String
Enabled: Boolean
GenerateDistinctId: Boolean
Name: String
StageKeys:
- StageKey (p. 832)
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Tags:
- Tag
Value: String

プロパティ
CustomerId
AWS SaaS Marketplace との統合時に使用する AWS Marketplace カスタマー識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
API キーの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
API キーがクライアントで使用できるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
GenerateDistinctId
キー識別子が作成された API キーの値と異なるかどうかを指定します。このパラメータは廃止される
ため、使用しないでください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Name
API キーの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID
を API キー名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StageKeys
この API キーに関連付けられるステージのリスト。
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必須: いいえ
タイプ: StageKey (p. 832) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
API キーに関連付ける任意のタグの配列（キーと値のペア）。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Value
API キーの値。20 文字以上にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
m2m1k7sybf など、API キー ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
APIKeyId
API キーの ID。例: abc123。

例
API キー
次の例では、API キーを作成し、Test デプロイメントの TestAPIDeployment ステージに関連付けま
す。API キーの前に AWS CloudFormation によってステージとデプロイメントが作成されるように (同じ
テンプレート内のどこかで宣言します)、例ではデプロイメントとステージに対する依存関係の明示を追加
しています。この依存関係がないと、AWS CloudFormation で先に API キーが作成され、デプロイメント
とステージが存在しないために関連付けに失敗する可能性があります。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
830

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

}

"ApiKey": {
"Type": "AWS::ApiGateway::ApiKey",
"DependsOn": [
"TestAPIDeployment",
"Test"
],
"Properties": {
"Name": "TestApiKey",
"Description": "CloudFormation API Key V1",
"Enabled": true,
"StageKeys": [
{
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"StageName": "Test"
}
]
}
}

YAML
ApiKey:
Type: 'AWS::ApiGateway::ApiKey'
DependsOn:
- TestAPIDeployment
- Test
Properties:
Name: TestApiKey
Description: CloudFormation API Key V1
Enabled: true
StageKeys:
- RestApiId: !Ref RestApi
StageName: Test

カスタマー ID
次の例では、API キーを作成し、顧客 ID と、個別の ID を作成するかどうかを指定できるようにします。

JSON
{

"Parameters": {
"apiKeyName": {
"Type": "String"
},
"customerId": {
"Type": "String"
},
"generateDistinctId": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ApiKey": {
"Type": "AWS::ApiGateway::ApiKey",
"Properties": {
"CustomerId": {
"Ref": "customerId"
},
"GenerateDistinctId": {
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}

}

}

}

"Ref": "generateDistinctId"
},
"Name": {
"Ref": "apiKeyName"
}

YAML
Parameters:
apiKeyName:
Type: String
customerId:
Type: String
generateDistinctId:
Type: String
Resources:
ApiKey:
Type: AWS::ApiGateway::ApiKey
Properties:
CustomerId: !Ref customerId
GenerateDistinctId: !Ref generateDistinctId
Name: !Ref apiKeyName

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「apikey:create」

AWS::ApiGateway::ApiKey StageKey
StageKey は、AWS::ApiGateway::ApiKey リソースのプロパティであり、API キーと関連付けるステージ
を指定します。この関連付けにより、キーを持つクライアントだけがそのステージ内のメソッドにリクエ
ストを行うことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RestApiId" : String,
"StageName" : String

YAML
RestApiId: String
StageName: String

プロパティ
RestApiId
API キーを関連付けるステージを含む RestApi リソースの ID。
API バージョン 2010-05-15
832

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StageName
API キーを関連付けるステージの名前。ステージは、RestApi プロパティで指定した RestApiId リ
ソースに含める必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「stageKeys」

AWS::ApiGateway::Authorizer
AWS::ApiGateway::Authorizer リソースは、認証が有効になったメソッド用に API Gateway がアク
ティブ化する認証レイヤーを作成します。API Gateway は、クライアントがそれらのメソッドを呼び出す
と認証をアクティブ化します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Authorizer",
"Properties" : {
"AuthorizerCredentials" : String,
"AuthorizerResultTtlInSeconds" : Integer,
"AuthorizerUri" : String,
"AuthType" : String,
"IdentitySource" : String,
"IdentityValidationExpression" : String,
"Name" : String,
"ProviderARNs" : [ String, ... ],
"RestApiId" : String,
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Authorizer
Properties:
AuthorizerCredentials: String
AuthorizerResultTtlInSeconds: Integer
AuthorizerUri: String
AuthType: String
IdentitySource: String
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IdentityValidationExpression: String
Name: String
ProviderARNs:
- String
RestApiId: String
Type: String

プロパティ
AuthorizerCredentials
認証に必要な認証情報。API Gateway が引き受ける IAM ロールを指定するには、ロールの Amazon
リソースネーム (ARN) を指定します。Lambda 関数でリソースベースのアクセス許可を使用するに
は、null を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerResultTtlInSeconds
API Gateway が認証結果をキャッシュする時間を指定する有効期限 (TTL) (秒) です。0 より大き
い値を指定した場合、API Gateway は認証レスポンスをキャッシュします。デフォルトでは、API
Gateway はこのプロパティを 300 に設定します。最大値は 3600、つまり 1 時間です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AuthorizerUri
認証の Uniform Resource Identifier (URI)。認証の TOKEN プロパティ
に Type を指定した場合、Lambda 関数の URI を指定します。形式
は、arn:aws:apigateway:region:lambda:path/path です。パスの形式は通常 /2015-03-31/
functions/LambdaFunctionARN/invocations 呼び出しです。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthType
機能に影響を与えずに OpenApi インポートおよびエクスポートで使用されるオプションの顧客定義の
フィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdentitySource
受信リクエストの ID のソース。
Type プロパティに TOKEN または COGNITO_USER_POOLS を指定した場
合、method.request.header.name のフォームを使用してヘッダーのマッピング式を指定しま
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す。name は、クライアントがそのリクエストの一部として送信するカスタム認証ヘッダーの名前で
す。
Type プロパティに REQUEST を指定した場合は、method.request.parameter.name のフォーム
を使用して、指定したリクエストパラメータの 1 つ以上のマッピング式のカンマ区切り文字列を指
定してください。サポートされているパラメータのタイプについては、API Gateway 開発者ガイドの
「API Gateway コンソールを使用して Lambda オーソライザーを設定する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdentityValidationExpression
入力のアイデンティティの検証表現。認証の TOKEN プロパティに Type を指定した場合、正規表現
を指定します。API Gateway は、この式を使用して受信クライアントトークンの一致を調べ、トーク
ンが一致した場合は続行します。トークンが一致しない場合、API Gateway は、401 (リクエスト未承
認) エラーコードで応答します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
認証の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProviderARNs
Amazon リソースネーム (ARN) がこのオーソライザーと関連付ける Amazon Cognito ユーザープー
ルのリスト。詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「Amazon Cognito ユーザープールの使
用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RestApiId
API Gateway が認証を作成する RestApi リソースの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
オーソライザーのタイプ。有効な値を次に示します。
• TOKEN: Lambda 関数を使用するカスタムオーソライザー。
• COGNITO_USER_POOLS: Amazon Cognito ユーザープールを使用するオーソライザー。
• REQUEST: 受信リクエストパラメータで Lambda 関数を使用するオーソライザー。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abcde1 など、オーソライザーの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
オーソライザーを作成する
次の例では、AWS Lambda 関数であるカスタム認証を作成します。

JSON
{

"Authorizer": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Authorizer",
"Properties": {
"AuthorizerCredentials": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaInvocationRole",
"Arn"
]
},
"AuthorizerResultTtlInSeconds": "300",
"AuthorizerUri": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:apigateway:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":lambda:path/2015-03-31/functions/",
{
"Fn::GetAtt": [
"LambdaAuthorizer",
"Arn"
]
},
"/invocations"
]
]
},
"Type": "TOKEN",
"IdentitySource": "method.request.header.Auth",
"Name": "DefaultAuthorizer",
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
}
}
}
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YAML
Authorizer:
Type: 'AWS::ApiGateway::Authorizer'
Properties:
AuthorizerCredentials: !GetAtt
- LambdaInvocationRole
- Arn
AuthorizerResultTtlInSeconds: '300'
AuthorizerUri: !Join
- ''
- - 'arn:aws:apigateway:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':lambda:path/2015-03-31/functions/'
- !GetAtt
- LambdaAuthorizer
- Arn
- /invocations
Type: TOKEN
IdentitySource: method.request.header.Auth
Name: DefaultAuthorizer
RestApiId: !Ref RestApi

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「authorizer:create」

AWS::ApiGateway::BasePathMapping
AWS::ApiGateway::BasePathMapping リソースは、API を呼び出すクライアントが呼び出し URL で
必ず使用する基本パスを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::BasePathMapping",
"Properties" : {
"BasePath" : String,
"DomainName" : String,
"RestApiId" : String,
"Stage" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::BasePathMapping
Properties:
BasePath: String
DomainName: String
RestApiId: String
Stage: String
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プロパティ
BasePath
API の呼び出し元が URL でドメイン名に続けて指定する必要がある基本パス名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DomainName
AWS::ApiGateway::DomainName リソースの DomainName。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestApiId
API の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Stage
API のステージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「basepathmapping:create」

AWS::ApiGateway::ClientCertificate
AWS::ApiGateway::ClientCertificate リソースは、統合エンドポイントにリクエストを送信する
際、API Gateway がクライアント側の SSL 認証を設定するために使用するクライアント証明書を作成しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApiGateway::ClientCertificate",
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}

"Properties" : {
"Description" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::ClientCertificate
Properties:
Description: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
クライアント証明書の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
クライアント証明書に関連付ける任意のタグの配列（キーと値のペア）。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abc123 など、クライアント証明書名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次
を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ClientCertificateId
クライアント証明書の ID。例: abc123。

例
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クライアント証明書を作成する
次の例では、API Gateway のデプロイメントとステージに使用できるクライアント証明書を作成します。

JSON
{

}

"TestClientCertificate": {
"Type": "AWS::ApiGateway::ClientCertificate",
"Properties": {
"Description": "A test client certificate"
}
}

YAML
TestClientCertificate:
Type: 'AWS::ApiGateway::ClientCertificate'
Properties:
Description: A test client certificate

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「clientcertificate:generate」

AWS::ApiGateway::Deployment
AWS::ApiGateway::Deployment リソースは API Gateway RestApi リソースをステージにデプロイし
て、クライアントがインターネットを介して API を呼び出すことができるようにします。ステージは環境
として機能します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Deployment",
"Properties" : {
"DeploymentCanarySettings" : DeploymentCanarySettings (p. 845),
"Description" : String,
"RestApiId" : String,
"StageDescription" : StageDescription (p. 848),
"StageName" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Deployment
Properties:
DeploymentCanarySettings:
DeploymentCanarySettings (p. 845)
Description: String
RestApiId: String
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StageDescription (p. 848)
StageName: String

プロパティ
DeploymentCanarySettings
Canary デプロイの設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: DeploymentCanarySettings (p. 845)
Update requires: Replacement
Description
API Gateway デプロイメントの目的の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestApiId
デプロイする RestApi リソースの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StageDescription
このデプロイメントで API Gateway が作成するステージを設定します。
必須: いいえ
タイプ: StageDescription (p. 848)
Update requires: No interruption
StageName
このデプロイメントで API Gateway が作成するステージの名前。英数字のみを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
123abc など、デプロイメント ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
以下のセクションでは、API Gateway デプロイメントを宣言する例を示します。

空の埋め込みステージでのデプロイメント
次の例では、MyApi API を DummyStage という名前のステージにデプロイします。

JSON
{

}

"Deployment": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Deployment",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"Description": "My deployment",
"StageName": "DummyStage"
}
}

YAML
Deployment:
Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment'
Properties:
RestApiId: !Ref MyApi
Description: My deployment
StageName: DummyStage

AWS::ApiGateway::Method Dependency
AWS::ApiGateway::RestApi リソースとそのメソッド (AWS::ApiGateway::Method を使用して) をデプロ
イメントと同じテンプレートに作成する場合、デプロイメントは RestApi のメソッドに依存する必要
があります。依存関係を作成するには、デプロイメントに DependsOn 属性を追加します。追加しない
と、AWS CloudFormation によってメソッドを含まない RestApi リソースの作成後すぐにデプロイメン
トが作成され、AWS CloudFormation でエラー The REST API doesn't contain any methods が発
生します。

JSON
{

}

"Deployment": {
"DependsOn": "MyMethod",
"Type": "AWS::ApiGateway::Deployment",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"Description": "My deployment",
"StageName": "DummyStage"
}
}

YAML
Deployment:
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DependsOn: MyMethod
Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment'
Properties:
RestApiId: !Ref MyApi
Description: My deployment
StageName: DummyStage

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「deployment:create」

AWS::ApiGateway::Deployment AccessLogSetting
AccessLogSetting プロパティタイプでは、この段階でアクセスを記録するための設定を指定します。
AccessLogSetting は、StageDescription プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationArn" : String,
"Format" : String

YAML
DestinationArn: String
Format: String

プロパティ
DestinationArn
アクセスログを受け取るための CloudWatch Logs ロググループの Amazon リソースネーム (ARN)、
または Kinesis Data Firehose 配信ストリーム。Kinesis Data Firehose 配信ストリームを指定する場
合、ストリーム名は amazon-apigateway- で始まる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Format
選択された $context 変数 で指定されたデータのアクセスログの単一の行の形式。形式には
$context.requestId が含まれている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「accessLogSettings」

AWS::ApiGateway::Deployment CanarySetting
CanarySetting プロパティタイプでは、この段階で Canary デプロイの設定を行います。
CanarySetting は、StageDescription プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PercentTraffic" : Double,
"StageVariableOverrides" : {Key : Value, ...},
"UseStageCache" : Boolean

YAML
PercentTraffic: Double
StageVariableOverrides:
Key : Value
UseStageCache: Boolean

プロパティ
PercentTraffic
Canary デプロイに転送されたトラフィックの割合 (0-100)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
StageVariableOverrides
Canary で導入された新しいステージ変数を含む、Canary リリースのデプロイでステージ変数は上書
きされます。これらのステージ変数は、ステージ変数名とその値の間の文字列間マップとして表され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
UseStageCache
Canary デプロイで、ステージキャッシュを使用するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」

AWS::ApiGateway::Deployment DeploymentCanarySettings
DeploymentCanarySettings プロパティタイプでは、Canary デプロイの設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PercentTraffic" : Double,
"StageVariableOverrides" : {Key : Value, ...},
"UseStageCache" : Boolean

YAML
PercentTraffic: Double
StageVariableOverrides:
Key : Value
UseStageCache: Boolean

プロパティ
PercentTraffic
Canary デプロイに転送されたトラフィックの割合 (0-100)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
StageVariableOverrides
Canary で導入された新しいステージ変数を含む、Canary リリースのデプロイでステージ変数は上書
きされます。これらのステージ変数は、ステージ変数名とその値の間の文字列間マップとして表され
ます。
重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
UseStageCache
Canary デプロイで、ステージキャッシュを使用するかどうかを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Deployment」

AWS::ApiGateway::Deployment MethodSetting
MethodSetting プロパティタイプでは、ステージのすべてのメソッドの設定を行います。
Amazon API Gateway Deployment StageDescription プロパティタイプの MethodSettings プロパティに
は、MethodSetting プロパティタイプのリストが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CacheDataEncrypted" : Boolean,
"CacheTtlInSeconds" : Integer,
"CachingEnabled" : Boolean,
"DataTraceEnabled" : Boolean,
"HttpMethod" : String,
"LoggingLevel" : String,
"MetricsEnabled" : Boolean,
"ResourcePath" : String,
"ThrottlingBurstLimit" : Integer,
"ThrottlingRateLimit" : Double

YAML
CacheDataEncrypted: Boolean
CacheTtlInSeconds: Integer
CachingEnabled: Boolean
DataTraceEnabled: Boolean
HttpMethod: String
LoggingLevel: String
MetricsEnabled: Boolean
ResourcePath: String
ThrottlingBurstLimit: Integer
ThrottlingRateLimit: Double

プロパティ
CacheDataEncrypted
キャッシュされたレスポンスが暗号化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
CacheTtlInSeconds
API Gateway キャッシュが応答する時間を指定する有効期限 (TTL) (秒) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CachingEnabled
リクエストに対してレスポンスがキャッシュされ返されるかどうかを示します。レスポンスをキャッ
シュするには、ステージのキャッシュクラスターを有効にする必要があります。詳細については、API
Gateway 開発者ガイドの「API のパフォーマンス向上のためにステージで API Gateway キャッシュを
有効にする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DataTraceEnabled
データトレースロギングがステージのメソッドに対して有効かどうかを示します。API Gateway はこ
れらのログを Amazon CloudWatch Logs にプッシュします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HttpMethod
HTTP メソッド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoggingLevel
このメソッドのログレベル。有効な値については、Amazon API Gateway API リファレンスの Stage
リソースの loggingLevel プロパティを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricsEnabled
Amazon CloudWatch メトリクスがステージのメソッドで有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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ResourcePath
このメソッドのリソースのパス。スラッシュ (/) は ~1 としてエンコードされ、最初のスラッシュ
にはスラッシュを含める必要があります。たとえば、パス値 /resource/subresource は /
~1resource~1subresource としてエンコードされる必要があります。ルートパスを指定するに
は、スラッシュのみ (/) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ThrottlingBurstLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりのバース
トリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロット
リングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThrottlingRateLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりの定常状
態のリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロッ
トリングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」

AWS::ApiGateway::Deployment StageDescription
StageDescription は、AWS::ApiGateway::Deployment リソースのプロパティであり、デプロイステー
ジを設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AccessLogSetting" : AccessLogSetting (p. 843),
"CacheClusterEnabled" : Boolean,
"CacheClusterSize" : String,
"CacheDataEncrypted" : Boolean,
"CacheTtlInSeconds" : Integer,
"CachingEnabled" : Boolean,
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}

"CanarySetting" : CanarySetting (p. 844),
"ClientCertificateId" : String,
"DataTraceEnabled" : Boolean,
"Description" : String,
"DocumentationVersion" : String,
"LoggingLevel" : String,
"MethodSettings" : [ MethodSetting (p. 846), ... ],
"MetricsEnabled" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThrottlingBurstLimit" : Integer,
"ThrottlingRateLimit" : Double,
"TracingEnabled" : Boolean,
"Variables" : {Key : Value, ...}

YAML
AccessLogSetting:
AccessLogSetting (p. 843)
CacheClusterEnabled: Boolean
CacheClusterSize: String
CacheDataEncrypted: Boolean
CacheTtlInSeconds: Integer
CachingEnabled: Boolean
CanarySetting:
CanarySetting (p. 844)
ClientCertificateId: String
DataTraceEnabled: Boolean
Description: String
DocumentationVersion: String
LoggingLevel: String
MethodSettings:
- MethodSetting (p. 846)
MetricsEnabled: Boolean
Tags:
- Tag
ThrottlingBurstLimit: Integer
ThrottlingRateLimit: Double
TracingEnabled: Boolean
Variables:
Key : Value

プロパティ
AccessLogSetting
この段階でアクセスを記録するための設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AccessLogSetting (p. 843)
Update requires: No interruption
CacheClusterEnabled
ステージでキャッシュのクラスタリングが有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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CacheClusterSize
ステージのキャッシュクラスターのサイズ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheDataEncrypted
キャッシュされたレスポンスが暗号化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CacheTtlInSeconds
API Gateway キャッシュが応答する時間を指定する有効期限 (TTL) (秒) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CachingEnabled
リクエストに対してレスポンスがキャッシュされ返されるかどうかを示します。レスポンスをキャッ
シュするには、ステージのキャッシュクラスターを有効にする必要があります。詳細については、API
Gateway 開発者ガイドの「API のパフォーマンス向上のためにステージで API Gateway キャッシュを
有効にする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CanarySetting
この段階で Canary デプロイの設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: CanarySetting (p. 844)
Update requires: No interruption
ClientCertificateId
API Gateway がステージで統合エンドポイントを呼び出すために使用するクライアント証明書の識別
子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataTraceEnabled
データトレースロギングがステージのメソッドに対して有効かどうかを示します。API Gateway はこ
れらのログを Amazon CloudWatch Logs にプッシュします。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
ステージの目的の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DocumentationVersion
API ドキュメントスナップショットのバージョン識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoggingLevel
このメソッドのログレベル。有効な値については、Amazon API Gateway API リファレンスの Stage
リソースの loggingLevel プロパティを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MethodSettings
ステージのすべてのメソッドを設定します。
必須: いいえ
タイプ: MethodSetting (p. 846) のリスト
Update requires: No interruption
MetricsEnabled
Amazon CloudWatch メトリクスがステージのメソッドで有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Tags
ステージに関連付ける任意のタグの配列 (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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ThrottlingBurstLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりのバース
トリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロット
リングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThrottlingRateLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりの定常状
態のリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロッ
トリングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TracingEnabled
X 線を用いたアクティブなトレーシングをこのステージで有効にするかどうかを指定します。
詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの Trace API Gateway API Execution with AWS XRay を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Variables
ステージ変数を定義するマップ。変数名は、英数字で構成されている必要があり、値は正規表現 [AZa-z0-9-._~:/?#&=,]+ に一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」

AWS::ApiGateway::DocumentationPart
AWS::ApiGateway::DocumentationPart リソースで、API のドキュメントパーツを作成します。詳細
については、『API Gateway 開発者ガイド』の「API Gateway での API ドキュメントの表現」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::DocumentationPart",
"Properties" : {
"Location" : Location (p. 855),
"Properties" : String,
"RestApiId" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationPart
Properties:
Location:
Location (p. 855)
Properties: String
RestApiId: String

プロパティ
Location
ドキュメントが適用される API エンティティの場所。
必須: はい
タイプ: Location (p. 855)
Update requires: Replacement
Properties
ターゲット API エンティティのドキュメントコンテンツマップ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestApiId
ターゲット API エンティティの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
abc123 など、ドキュメントパーツの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
ドキュメントパーツをドキュメントバージョンに関連付ける
以下の例では、API エンティティのドキュメントパーツをドキュメントバージョンに関連付けています。

JSON
{

"Parameters": {
"apiName": {
"Type": "String"
},
"description": {
"Type": "String"
},
"version": {
"Type": "String"
},
"type": {
"Type": "String"
},
"property": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}
},
"DocumentationPart": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DocumentationPart",
"Properties": {
"Location": {
"Type": {
"Ref": "type"
}
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"Property": {
"Ref": "property"
}
}
},
"DocumentationVersion": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DocumentationVersion",
"Properties": {
"Description": {
"Ref": "description"
},
"DocumentationVersion": {
"Ref": "version"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
}
},
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}

}

}

"DependsOn": "DocumentationPart"

YAML
Parameters:
apiName:
Type: String
description:
Type: String
version:
Type: String
type:
Type: String
property:
Type: String
Resources:
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: !Ref apiName
DocumentationPart:
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationPart
Properties:
Location:
Type: !Ref type
RestApiId: !Ref RestApi
Property: !Ref property
DocumentationVersion:
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationVersion
Properties:
Description: !Ref description
DocumentationVersion: !Ref version
RestApiId: !Ref RestApi
DependsOn: DocumentationPart

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「documentationpart:create」

AWS::ApiGateway::DocumentationPart Location
Location プロパティでは、ドキュメントが適用される Amazon API Gateway API エンティティの場所を
指定します。Location は AWS::ApiGateway::DocumentationPart リソースのプロパティです。

Note
各プロパティの詳細 (制約や有効な値など) については、Amazon API Gateway REST API リファ
レンスの「DocumentationPart」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Method" : String,
"Name" : String,
"Path" : String,
"StatusCode" : String,
"Type" : String

YAML
Method: String
Name: String
Path: String
StatusCode: String
Type: String

プロパティ
Method
メソッドの HTTP 動詞。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
ターゲット API エンティティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Path
ターゲットの URL パス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StatusCode
レスポンスの HTTP ステータスコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
ドキュメントコンテンツが適用される API エンティティのタイプ。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「DocumentationPart」

AWS::ApiGateway::DocumentationVersion
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion リソースで、API のドキュメントのスナップショットを
作成します。詳細については、『API Gateway 開発者ガイド』の「API Gateway での API ドキュメントの
表現」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::DocumentationVersion",
"Properties" : {
"Description" : String,
"DocumentationVersion" : String,
"RestApiId" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationVersion
Properties:
Description: String
DocumentationVersion: String
RestApiId: String

プロパティ
Description
API ドキュメントスナップショットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DocumentationVersion
API ドキュメントスナップショットのバージョン識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
RestApiId
API の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
ドキュメントバージョンをステージに関連付ける
以下の例では、ドキュメントバージョンを API ステージに関連付けています。

JSON
{

"Parameters": {
"apiName": {
"Type": "String"
},
"description": {
"Type": "String"
},
"property": {
"Type": "String"
},
"stageName": {
"Type": "String"
},
"type": {
"Type": "String"
},
"version": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Deployment": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Deployment",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
}
},
"DependsOn": [
"Method"
]
},
"DocumentationPart": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DocumentationPart",
"Properties": {
"Location": {
"Type": {
"Ref": "type"
}
},
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"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"Property": {
"Ref": "property"
}

}
},
"DocumentationVersion": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DocumentationVersion",
"Properties": {
"Description": {
"Ref": "description"
},
"DocumentationVersion": {
"Ref": "version"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
}
},
"DependsOn": "DocumentationPart"
},
"Method": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Method",
"Properties": {
"AuthorizationType": "NONE",
"HttpMethod": "POST",
"ResourceId": {
"Fn::GetAtt": [
"RestApi",
"RootResourceId"
]
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"Integration": {
"Type": "MOCK"
}
}
},
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}
},
"Stage": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Stage",
"Properties": {
"DeploymentId": {
"Ref": "Deployment"
},
"DocumentationVersion": {
"Ref": "version"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"StageName": {
"Ref": "stageName"
}
},
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}

}

}

"DependsOn": "DocumentationVersion"

YAML
Parameters:
apiName:
Type: String
description:
Type: String
property:
Type: String
stageName:
Type: String
type:
Type: String
version:
Type: String
Resources:
Deployment:
Type: AWS::ApiGateway::Deployment
Properties:
RestApiId: !Ref RestApi
DependsOn:
- Method
DocumentationPart:
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationPart
Properties:
Location:
Type: !Ref type
RestApiId: !Ref RestApi
Property: !Ref property
DocumentationVersion:
Type: AWS::ApiGateway::DocumentationVersion
Properties:
Description: !Ref description
DocumentationVersion: !Ref version
RestApiId: !Ref RestApi
DependsOn: DocumentationPart
Method:
Type: AWS::ApiGateway::Method
Properties:
AuthorizationType: NONE
HttpMethod: POST
ResourceId: !GetAtt
- RestApi
- RootResourceId
RestApiId: !Ref RestApi
Integration:
Type: MOCK
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: !Ref apiName
Stage:
Type: AWS::ApiGateway::Stage
Properties:
DeploymentId: !Ref Deployment
DocumentationVersion: !Ref version
RestApiId: !Ref RestApi
StageName: !Ref stageName
DependsOn: DocumentationVersion
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以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「documentationpart:create」

AWS::ApiGateway::DomainName
AWS::ApiGateway::DomainName リソースは、API Gateway で API のカスタムドメイン名を指定しま
す。
カスタムドメイン名を使用して、より直感的で記憶しやすい URL を提供できます。カスタムドメイン名を
使用するための詳細については、『API Gateway 開発者ガイド』の「API Gateway での API のカスタムド
メイン名の設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::DomainName",
"Properties" : {
"CertificateArn" : String,
"DomainName" : String,
"EndpointConfiguration" : EndpointConfiguration (p. 868),
"MutualTlsAuthentication" : MutualTlsAuthentication (p. 869),
"OwnershipVerificationCertificateArn" : String,
"RegionalCertificateArn" : String,
"SecurityPolicy" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::DomainName
Properties:
CertificateArn: String
DomainName: String
EndpointConfiguration:
EndpointConfiguration (p. 868)
MutualTlsAuthentication:
MutualTlsAuthentication (p. 869)
OwnershipVerificationCertificateArn: String
RegionalCertificateArn: String
SecurityPolicy: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CertificateArn
このドメイン名のエッジで最適化されたエンドポイントが使用する AWS マネージド証明書への
リファレンス。AWS Certificate Manager は、サポートされている唯一のソースです。証明書の
セットアップについての要件および追加情報については、API Gateway デベロッパーガイドの Get
Certificates Ready in AWS Certificate Manager を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainName
API のカスタムドメイン名。大文字はサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EndpointConfiguration
ドメイン名のエンドポイントタイプのリスト。
必須: いいえ
タイプ: EndpointConfiguration (p. 868)
Update requires: No interruption
MutualTlsAuthentication
カスタムドメイン名の相互 TLS 認証設定。
必須: いいえ
タイプ: MutualTlsAuthentication (p. 869)
Update requires: No interruption
OwnershipVerificationCertificateArn
カスタムドメインの所有権を検証するために ACM によって発行されたパブリック証明書の ARN。相
互 TLS を設定し、ACM インポートまたはプライベート CA 証明書 ARN を RegionalCertificateArn と
して使用する場合のみ必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RegionalCertificateArn
ドメイン名のリージョン別エンドポイントが使用する AWS マネージド証明書へのリファレン
ス。AWS Certificate Manager は、サポートされている唯一のソースです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityPolicy
このドメイン名の Transport Layer Security (TLS) バージョン + 暗号スイート。
有効な値は、TLS_1_0 および TLS_1_2 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Tags
ドメイン名に関連付ける任意のタグの配列（キーと値のペア）。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ドメイン名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DistributionDomainName
カスタムドメイン名にマッピングされた Amazon CloudFront ディストリビューションドメイン名。こ
れは、タイプが EDGE のエンドポイントにのみ適用されます。
例: d111111abcdef8.cloudfront.net
DistributionHostedZoneId
エッジに最適化されたエンドポイントのリージョンに依存しない Amazon Route 53 ホストゾーン
ID。有効な値は、すべてのリージョンで Z2FDTNDATAQYW2 のみです。
RegionalDomainName
このカスタムドメイン名のリージョンのエンドポイントに関連付けられているドメイン名。この関連
付けを設定するには、カスタムドメイン名をポイントする DNS レコードをこのリージョン別ドメイ
ン名に追加します。
RegionalHostedZoneId
リージョンエンドポイントのリージョン固有の Amazon Route 53 ホストゾーン ID。

例
カスタムドメインの作成
次の例では、カスタムドメイン名 api.mydomain.com を作成します。

JSON
{

"MyDomainName": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DomainName",
"Properties": {
"DomainName": "api.mydomain.com",
"CertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/fb1b9770a305-495d-aefb-27e5e101ff3"
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}

}

}

YAML
MyDomainName:
Type: 'AWS::ApiGateway::DomainName'
Properties:
DomainName: api.mydomain.com
CertificateArn: >arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/fb1b9770-a305-495d-aefb-27e5e101ff3

パラメータからのカスタムドメインの作成
次の例では、カスタムドメイン名 example.mydomain.com を作成します。

JSON
{

"Parameters": {
"basePath": {
"Type": "String",
"Default": "examplepath"
},
"domainName": {
"Type": "String",
"Default": "example.mydomain.com"
},
"restApiName": {
"Type": "String",
"Default": "exampleapi"
}
},
"Resources": {
"myCertificate": {
"Type": "AWS::CertificateManager::Certificate",
"Properties": {
"DomainName": {
"Ref": "domainName"
}
}
},
"myDomainName": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DomainName",
"Properties": {
"CertificateArn": {
"Ref": "myCertificate"
},
"DomainName": {
"Ref": "domainName"
}
}
},
"myMapping": {
"Type": "AWS::ApiGateway::BasePathMapping",
"Properties": {
"BasePath": {
"Ref": "basePath"
},
"DomainName": {
"Ref": "myDomainName"
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"RestApiId": {
"Ref": "myRestApi"
}

}
},
"myRestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "restApiName"
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"domainName": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDomainName",
"DistributionDomainName"
]
}
}
}

YAML
Parameters:
basePath:
Type: String
Default: examplepath
domainName:
Type: String
Default: example.mydomain.com
restApiName:
Type: String
Default: exampleapi
Resources:
myCertificate:
Type: 'AWS::CertificateManager::Certificate'
Properties:
DomainName: !Ref domainName
myDomainName:
Type: 'AWS::ApiGateway::DomainName'
Properties:
CertificateArn: !Ref myCertificate
DomainName: !Ref domainName
myMapping:
Type: 'AWS::ApiGateway::BasePathMapping'
Properties:
BasePath: !Ref basePath
DomainName: !Ref myDomainName
RestApiId: !Ref myRestApi
myRestApi:
Type: 'AWS::ApiGateway::RestApi'
Properties:
Name: !Ref restApiName
Outputs:
domainName:
Value: !GetAtt
- myDomainName
- DistributionDomainName
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EndpointConfiguration でドメイン名を作成する
次の例では、リージョン別証明書 ARN とエンドポイントタイプを指定するカスタムドメイン名を作成し
ます。

JSON
{

}

"Parameters": {
"cfnDomainName": {
"Type": "String"
},
"certificateArn": {
"Type": "String"
},
"type": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"myDomainName": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DomainName",
"Properties": {
"CertificateArn": {
"Ref": "certificateArn"
},
"DomainName": {
"Ref": "cfnDomainName"
},
"EndpointConfiguration": {
"Types": [
{
"Ref": "type"
}
]
},
"RegionalCertificateArn": {
"Ref": "certificateArn"
}
}
}
},
"Outputs": {
"DomainName": {
"Value": {
"Ref": "myDomainName"
}
}
}

YAML
Parameters:
cfnDomainName:
Type: String
certificateArn:
Type: String
type:
Type: String
Resources:
myDomainName:
Type: AWS::ApiGateway::DomainName
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CertificateArn: !Ref certificateArn
DomainName: !Ref cfnDomainName
EndpointConfiguration:
Types:
- !Ref type
RegionalCertificateArn: !Ref certificateArn
Outputs:
DomainName:
Value: !Ref myDomainName

ドメイン名とゾーン ID を出力として作成する
次の例では、スタックからの出力として、ディストリビューションとリージョン別ドメイン名、および
ディストリビューションとリージョン別ホストゾーン ID を定義しています。

JSON
{

"Resources": {
"myDomainName": {
"Type": "AWS::ApiGateway::DomainName",
"Properties": {
"CertificateArn": {
"Ref": "certificateArn"
},
"DomainName": {
"Ref": "cfnDomainName"
},
"EndpointConfiguration": {
"Types": [
{
"Ref": "type"
}
]
},
"RegionalCertificateArn": {
"Ref": "certificateArn"
}
}
}
},
"Outputs": {
"DistributionDomainName": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDomainName",
"DistributionDomainName"
]
}
},
"DistributionHostedZoneId": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDomainName",
"DistributionHostedZoneId"
]
}
},
"RegionalDomainName": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDomainName",
"RegionalDomainName"
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}

}

}

]

},
"RegionalHostedZoneId": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDomainName",
"RegionalHostedZoneId"
]
}
}

YAML
Resources:
myDomainName:
Type: 'AWS::ApiGateway::DomainName'
Properties:
CertificateArn: !Ref certificateArn
DomainName: !Ref cfnDomainName
EndpointConfiguration:
Types:
- !Ref type
RegionalCertificateArn: !Ref certificateArn
Outputs:
DistributionDomainName:
Value: !GetAtt
- myDomainName
- DistributionDomainName
DistributionHostedZoneId:
Value: !GetAtt
- myDomainName
- DistributionHostedZoneId
RegionalDomainName:
Value: !GetAtt
- myDomainName
- RegionalDomainName
RegionalHostedZoneId:
Value: !GetAtt
- myDomainName
- RegionalHostedZoneId

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの domainname:create

AWS::ApiGateway::DomainName EndpointConfiguration
EndpointConfiguration プロパティタイプでは、Amazon API Gateway ドメイン名のエンドポイント
タイプを指定します。
EndpointConfiguration は、AWS::ApiGateway::DomainName リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Types" : [ String, ... ]

YAML
Types:
- String

プロパティ
Types
API のエンドポイントタイプまたはそのカスタムドメイン名のリスト。エッジに最適化された API と
そのカスタムドメイン名の場合、エンドポイントタイプは EDGE です。リージョン別 API とそのカス
タムドメイン名の場合、エンドポイントタイプは REGIONAL です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「DomainName」

AWS::ApiGateway::DomainName MutualTlsAuthentication
指定すると、API Gateway はクライアントとサーバーの間で相互認証を実行します。クライアント
は、API にアクセスするために信頼できる証明書を提示する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TruststoreUri" : String,
"TruststoreVersion" : String

YAML
TruststoreUri: String
TruststoreVersion: String

プロパティ
TruststoreUri
相互 TLS 認証用のトラストストアを指定する Amazon S3 の URL (例: s3://bucket-name/keyname)。トラストストアには、パブリックまたはプライベートの証明機関からの証明書を含めること
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ができます。トラストストアを更新するには、新しいバージョンを S3 にアップロードし、この新
しいバージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新します。トラストストアを更新するに
は、S3 オブジェクトにアクセスするためのアクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TruststoreVersion
トラストストアが含まれている S3 オブジェクトのバージョン。バージョンを指定するには、S3 バ
ケットのバージョニングを有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGateway::GatewayResponse
AWS::ApiGateway::GatewayResponse リソースは、API のゲートウェイレスポンスを作成します。詳
細については、『API Gateway 開発者ガイド』の「API Gateway のレスポンス」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::GatewayResponse",
"Properties" : {
"ResponseParameters" : {Key : Value, ...},
"ResponseTemplates" : {Key : Value, ...},
"ResponseType" : String,
"RestApiId" : String,
"StatusCode" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::GatewayResponse
Properties:
ResponseParameters:
Key : Value
ResponseTemplates:
Key : Value
ResponseType: String
RestApiId: String
StatusCode: String

プロパティ
ResponseParameters
レスポンスのレスポンスパラメータ (パス、クエリ文字列、ヘッダー)。重複は許可されません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ResponseTemplates
レスポンスのレスポンステンプレート。重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ResponseType
レスポンスのタイプ。有効な値については、API Gateway API リファレンスの「GatewayResponse」
を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestApiId
API の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StatusCode
レスポンスの HTTP ステータスコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
404 Response
以下の例では、CORS リクエストの認証トークンが見つからないのではなくリソースが見つからないこと
を示す、404 ステータスコードを返しています (セキュアでない API または無制限な API に該当)。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": "myRestApi"
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}

}

}
},
"GatewayResponse": {
"Type": "AWS::ApiGateway::GatewayResponse",
"Properties": {
"ResponseParameters": {
"gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Origin": "'*'",
"gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Headers": "'*'"
},
"ResponseType": "MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN",
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"StatusCode": "404"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: myRestApi
GatewayResponse:
Type: AWS::ApiGateway::GatewayResponse
Properties:
ResponseParameters:
gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Origin: "'*'"
gatewayresponse.header.Access-Control-Allow-Headers: "'*'"
ResponseType: MISSING_AUTHENTICATION_TOKEN
RestApiId: !Ref RestApi
StatusCode: '404'

パラメータ化されたレスポンス
以下の例では、指定したパラメータに基づいて API のレスポンスを作成しています。

JSON
{

"Parameters": {
"apiName": {
"Type": "String"
},
"responseParameter1": {
"Type": "String"
},
"responseParameter2": {
"Type": "String"
},
"responseType": {
"Type": "String"
},
"statusCode": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"RestApi": {
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"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}

}

}

},
"GatewayResponse": {
"Type": "AWS::ApiGateway::GatewayResponse",
"Properties": {
"ResponseParameters": {
"gatewayresponse.header.k1": {
"Ref": "responseParameter1"
},
"gatewayresponse.header.k2": {
"Ref": "responseParameter2"
}
},
"ResponseType": {
"Ref": "responseType"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"StatusCode": {
"Ref": "statusCode"
}
}
}

YAML
Parameters:
apiName :
Type : String
responseParameter1:
Type : String
responseParameter2:
Type : String
responseType:
Type : String
statusCode:
Type : String
Resources :
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: !Ref apiName
GatewayResponse:
Type: AWS::ApiGateway::GatewayResponse
Properties:
ResponseParameters:
gatewayresponse.header.k1 : !Ref responseParameter1
gatewayresponse.header.k2 : !Ref responseParameter2
ResponseType: !Ref responseType
RestApiId: !Ref RestApi
StatusCode: !Ref statusCode

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの gatewayresponse:put
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AWS::ApiGateway::Method
AWS::ApiGateway::Method リソースは、クライアントがそのリクエストを送信する必要があるパラ
メータと本文を定義する API Gateway メソッドを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Method",
"Properties" : {
"ApiKeyRequired" : Boolean,
"AuthorizationScopes" : [ String, ... ],
"AuthorizationType" : String,
"AuthorizerId" : String,
"HttpMethod" : String,
"Integration" : Integration (p. 881),
"MethodResponses" : [ MethodResponse (p. 887), ... ],
"OperationName" : String,
"RequestModels" : {Key : Value, ...},
"RequestParameters" : {Key : Value, ...},
"RequestValidatorId" : String,
"ResourceId" : String,
"RestApiId" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Method
Properties:
ApiKeyRequired: Boolean
AuthorizationScopes:
- String
AuthorizationType: String
AuthorizerId: String
HttpMethod: String
Integration:
Integration (p. 881)
MethodResponses:
- MethodResponse (p. 887)
OperationName: String
RequestModels:
Key : Value
RequestParameters:
Key : Value
RequestValidatorId: String
ResourceId: String
RestApiId: String

プロパティ
ApiKeyRequired
メソッドがクライアントに有効な API キーの送信を要求するかどうかを示します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AuthorizationScopes
メソッドに設定されている承認スコープのリスト。このスコープは、メソッド呼び出しを承認する
COGNITO_USER_POOLS オーソライザーで使用されます。認証は、メソッドのスコープを受信リクエ
ストのアクセストークンから解析されたスコープと照合することによって機能します。いずれかのメ
ソッドスコープがアクセストークンの登録されたスコープと一致する場合、メソッド呼び出しは承認
されます。それ以外の場合、呼び出しは認証されません。メソッドスコープが設定されている場合、
クライアントは認証のために ID トークンの代わりにアクセストークンを提供する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AuthorizationType
メソッドの認証タイプ。このパラメータは必須です。有効な値については、API Gateway API リファ
レンスの「メソッド」を参照してください。

Note
AuthorizerId プロパティを指定した場合、このプロパティには CUSTOM または
COGNITO_USER_POOLS を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerId
このメソッドで使用する認証の識別子。このプロパティを指定した場合、AuthorizationType プロ
パティには CUSTOM または COGNITO_USER_POOLS を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HttpMethod
クライアントがこのメソッドの呼び出しに使用する HTTP メソッド。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Integration
リクエストを受け取ったときにメソッドが呼び出すバックエンドシステム。
必須: いいえ
タイプ: 統合 (p. 881)
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Update requires: No interruption
MethodResponses
メソッドを呼び出すクライアントに送信可能なレスポンス。
必須: いいえ
タイプ: MethodResponse (p. 887) のリスト
Update requires: No interruption
OperationName
メソッドのフレンドリ操作名。たとえば、GET /pets メソッドのために ListPets の
OperationName を割り当てることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestModels
応答のコンテンツタイプに使用されるリソース。応答モデルをキーと値のペア (文字列から文字列への
マッピング) として指定します。コンテンツタイプがキーであり、Model リソース名が値です。コン
テンツタイプに関係なく同じモデルを使用するには、キーとして $default を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
RequestParameters
API Gateway が受け入れる要求パラメータ。リクエストパラメータをキーと値のペア (String から
Boolean へのマッピング) として指定します。送信元がキー、Boolean が値です。Boolean はパラメー
タが必須かどうかを指定します。送信元の形式は method.request.location.name にする必要が
あります。location はクエリ文字列、パス、またはヘッダーで、name は一意の有効なパラメータ名で
す。
必須: いいえ
タイプ: ブールのマップ
Update requires: No interruption
RequestValidatorId
関連付けられたリクエスト認証の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
API Gateway リソース のID。ルートリソースメソッドの場合、{ "Fn::GetAtt":
["MyRestApi", "RootResourceId"] } などの RestApi ルートリソース ID を指定します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestApiId
API Gateway がメソッドを作成する RestApi リソースの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
mysta-metho-01234b567890example などのメソッド ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Mock メソッド
次の例では、MyApi API のモック GET メソッドを作成します。

JSON
{

}

"MockMethod": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Method",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"ResourceId": {
"Fn::GetAtt": [
"MyApi",
"RootResourceId"
]
},
"HttpMethod": "GET",
"AuthorizationType": "NONE",
"Integration": {
"Type": "MOCK"
}
}
}

YAML
MockMethod:
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Type: 'AWS::ApiGateway::Method'
Properties:
RestApiId: !Ref MyApi
ResourceId: !GetAtt
- MyApi
- RootResourceId
HttpMethod: GET
AuthorizationType: NONE
Integration:
Type: MOCK

Lambda Proxy
次の例では、キャッチオール ANY メソッドの単一の統合セットアップでクライアントが Lambda 関
数を呼び出すようにするプロキシリソースを作成します。Uri プロパティは Lambda 関数を指定しま
す。Lambda プロキシ統合とサンプルの Lambda 関数の詳細については、API Gateway 開発者ガイドの
「プロキシリソースを通じて Lambda プロキシと統合された API を作成する」を参照してください。

Note
AWS::Lambda::Permission リソースを使用して API Gateway に、Lambda 関数を呼び出すアクセ
ス許可を付与することができます。

JSON
{

"ProxyResource": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Resource",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "LambdaSimpleProxy"
},
"ParentId": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaSimpleProxy",
"RootResourceId"
]
},
"PathPart": "{proxy+}"
}
},
"ProxyResourceANY": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Method",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "LambdaSimpleProxy"
},
"ResourceId": {
"Ref": "ProxyResource"
},
"HttpMethod": "ANY",
"AuthorizationType": "NONE",
"Integration": {
"Type": "AWS_PROXY",
"IntegrationHttpMethod": "POST",
"Uri": {
"Fn::Sub": "arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/${LambdaForSimpleProxy.Arn}/invocations"
}
}
}
}
}
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YAML
ProxyResource:
Type: 'AWS::ApiGateway::Resource'
Properties:
RestApiId: !Ref LambdaSimpleProxy
ParentId: !GetAtt
- LambdaSimpleProxy
- RootResourceId
PathPart: '{proxy+}'
ProxyResourceANY:
Type: 'AWS::ApiGateway::Method'
Properties:
RestApiId: !Ref LambdaSimpleProxy
ResourceId: !Ref ProxyResource
HttpMethod: ANY
AuthorizationType: NONE
Integration:
Type: AWS_PROXY
IntegrationHttpMethod: POST
Uri: !Sub >arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/
${LambdaForSimpleProxy.Arn}/invocations

関連付け済みのリクエスト検証
次の例では、REST API、メソッド、リクエスト検証を作成し、リクエスト検証とメソッドを関連付けま
す。リクエストペイロードを変換する方法を指定することもできます。

JSON
{

"Parameters": {
"contentHandling": {
"Type": "String"
},
"operationName": {
"Type": "String",
"Default": "testoperationName"
},
"restApiName": {
"Type": "String",
"Default": "testrestApiName"
},
"validatorName": {
"Type": "String",
"Default": "testvalidatorName"
},
"validateRequestBody": {
"Type": "String",
"Default": "testvalidateRequestBody"
},
"validateRequestParameters": {
"Type": "String",
"Default": true
}
},
"Resources": {
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "restApiName"
}
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}
},
"Method": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Method",
"Properties": {
"HttpMethod": "POST",
"ResourceId": {
"Fn::GetAtt": [
"RestApi",
"RootResourceId"
]
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"AuthorizationType": "NONE",
"Integration": {
"Type": "MOCK",
"ContentHandling": {
"Ref": "contentHandling"
},
"IntegrationResponses": [
{
"ContentHandling": {
"Ref": "contentHandling"
},
"StatusCode": 400
}
]
},
"RequestValidatorId": {
"Ref": "RequestValidator"
},
"OperationName": {
"Ref": "operationName"
}
}
},
"RequestValidator": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RequestValidator",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "validatorName"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"ValidateRequestBody": {
"Ref": "validateRequestBody"
},
"ValidateRequestParameters": {
"Ref": "validateRequestParameters"
}
}
}

},
"Outputs": {
"RootResourceId": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"RestApi",
"RootResourceId"
]
}
}
}
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}

YAML
Parameters:
contentHandling:
Type: String
operationName:
Type: String
Default: testoperationName
restApiName:
Type: String
Default: testrestApiName
validatorName:
Type: String
Default: testvalidatorName
validateRequestBody:
Type: String
Default: testvalidateRequestBody
validateRequestParameters:
Type: String
Default: true
Resources:
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: !Ref restApiName
Method:
Type: AWS::ApiGateway::Method
Properties:
HttpMethod: POST
ResourceId: !GetAtt RestApi.RootResourceId
RestApiId: !Ref RestApi
AuthorizationType: NONE
Integration:
Type: MOCK
ContentHandling: !Ref contentHandling
IntegrationResponses:
- ContentHandling: !Ref contentHandling
StatusCode: 400
RequestValidatorId: !Ref RequestValidator
OperationName: !Ref operationName
RequestValidator:
Type: AWS::ApiGateway::RequestValidator
Properties:
Name: !Ref validatorName
RestApiId: !Ref RestApi
ValidateRequestBody: !Ref validateRequestBody
ValidateRequestParameters: !Ref validateRequestParameters
Outputs:
RootResourceId:
Value: !GetAtt RestApi.RootResourceId

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの method:put

AWS::ApiGateway::Method Integration
Integration は、AWS::ApiGateway::Method リソースのプロパティであり、メソッドが呼び出すター
ゲットバックエンドに関する情報を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CacheKeyParameters" : [ String, ... ],
"CacheNamespace" : String,
"ConnectionId" : String,
"ConnectionType" : String,
"ContentHandling" : String,
"Credentials" : String,
"IntegrationHttpMethod" : String,
"IntegrationResponses" : [ IntegrationResponse (p. 886), ... ],
"PassthroughBehavior" : String,
"RequestParameters" : {Key : Value, ...},
"RequestTemplates" : {Key : Value, ...},
"TimeoutInMillis" : Integer,
"Type" : String,
"Uri" : String

YAML
CacheKeyParameters:
- String
CacheNamespace: String
ConnectionId: String
ConnectionType: String
ContentHandling: String
Credentials: String
IntegrationHttpMethod: String
IntegrationResponses:
- IntegrationResponse (p. 886)
PassthroughBehavior: String
RequestParameters:
Key : Value
RequestTemplates:
Key : Value
TimeoutInMillis: Integer
Type: String
Uri: String

プロパティ
CacheKeyParameters
API Gateway がキャッシュする値を含むリクエストパラメータのリスト。統合タイプで
RequestParameters を設定できる場合、これらのパラメータを、CacheKeyParameters でサポート
される RequestParameters でも指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CacheNamespace
キャッシュされた関連パラメータの API 固有のタググループ。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionId
connectionType=VPC_LINK の場合に統合に使用される VpcLink の ID、それ以外の場合は未定
義。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionType
統合エンドポイントへのネットワーク接続のタイプです。有効な値は、ルーティング可能なパブリッ
クインターネットを介した接続の場合は INTERNET、API Gateway と VPC 内のネットワークロード
バランサー間でのプライベート接続の場合は VPC_LINK です。デフォルト値は INTERNET です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ContentHandling
リクエストペイロードのコンテンツタイプの変換を処理する方法を指定します。有効な値は次のとお
りです。
• CONVERT_TO_BINARY: リクエストペイロードを Base64 でエンコードされた文字列からバイナリ
BLOB に変換します。
• CONVERT_TO_TEXT: リクエストペイロードをバイナリ BLOB から Base64 でエンコードされた文
字列に変換します。
このプロパティが定義されていない場合は、リクエストペイロードは変更されずにメソッドリクエス
トから統合リクエストに渡されます。ただし、PassthroughBehaviors プロパティがペイロードの
パススルーをサポートするために設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Credentials
統合に必要な認証情報。API Gateway が想定する AWS Identity and Access Management (IAM) ロー
ルを指定するには、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。呼び出し元の ID をリク
エストから渡すよう要求するには、arn:aws:iam::*:user/* を指定します。
AWS Lambda (Lambda) 関数でリソースベースの許可を使用するには、このプロパティを指定しない
でください。AWS::Lambda::Permission リソースを使用して、API Gateway による関数の呼び出し
を許可します。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの Allow Amazon API Gateway to
Invoke a Lambda Function を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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IntegrationHttpMethod
統合の HTTP メソッドタイプ。
Type プロパティでは、MOCK を指定した場合、このプロパティはオプションです。他のすべてのタイ
プでは、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationResponses
メソッドのバックエンドがリクエストの処理を完了した後に API Gateway が提供するレスポン
ス。API Gateway がバックエンドレスポンスを開示する方法を制御できるように、API Gateway は
バックエンドのレスポンスを傍受します。たとえば、定義したコードに、バックエンドステータス
コードをマッピングできます。
必須: いいえ
タイプ: IntegrationResponse (p. 886) のリスト
Update requires: No interruption
PassthroughBehavior
API Gateway が対象バックエンドにリクエストを渡すタイミングを示します。この動作は、リクエス
トの Content-Type ヘッダーと、そのマッピングテンプレートを定義するかどうかによって異なり
ます。
詳細と有効な値については、API Gateway API リファレンスの「passthroughBehavior」フィールドを
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestParameters
API Gateway がバックエンドリクエストとともに送信するリクエストパラメータ。リクエストパラ
メータをキーと値のペア (文字列から文字列へのマッピング) として指定します。送信先がキー、ソー
スが値です。
パターン integration.request.location.name を使用して送信先を指定します。ここ
で、location はクエリ文字列、パス、またはヘッダー、name は有効な一意のパラメータ名です。
ソースは、既存のメソッドリクエストパラメータまたは静的な値である必要があります。静的な値は
一重引用符で囲み、リクエストの送信先に基づいて事前に値をエンコードする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
RequestTemplates
リクエストペイロードに適用される Apache Velocity テンプレートのマップ。API Gateway が使用
するテンプレートは、クライアントにより送信される Content-Type ヘッダーの値に基づいていま
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す。コンテンツタイプ値はキーで、テンプレートは次のスニペットのような値 (文字列として指定) で
す。
"application/json": "{\n \"statusCode\": 200\n}"
テンプレートの詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway マッピングテンプレー
トとアクセスのログ記録の変数リファレンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
TimeoutInMillis
カスタムタイムアウトは 50～29,000 ミリ秒の間。デフォルト値は 29,000 ミリ秒または 29 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Type
メソッドが実行するバックエンドのタイプ (HTTP、MOCK など)。すべての有効な値について
は、Amazon API Gateway REST API リファレンスの Integration リソースの type プロパティを参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Uri
統合の Uniform Resource Identifier (URI)。
Type プロパティに HTTP を指定した場合、API エンドポイント URL を指定します。
Type プロパティに MOCK を指定した場合、このプロパティを指定しないでください。
Type プロパティに AWS を指定する場合、arn:aws:apigateway:region:subdomain.service|service:path|
action/service_api という形式に従う AWS のサービスを指定します。たとえば、Lambda 関数 URI
は、arn:aws:apigateway:region:lambda:path/path という形式に従います。パスは通常、/2015-03-31/
functions/LambdaFunctionARN/invocations という形式です。詳細については、Amazon API Gateway
REST API リファレンスの Integration リソースの uri プロパティを参照してください。
Type プロパティに HTTP または AWS を指定した場合は、このプロパティを指定する必要がありま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Method」
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AWS::ApiGateway::Method IntegrationResponse
IntegrationResponse は、Amazon API Gateway Method Integration プロパティタイプのプロパティで
あり、メソッドのバックエンドでリクエストの処理が完了した後で API Gateway から送信されるレスポン
スを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContentHandling" : String,
"ResponseParameters" : {Key : Value, ...},
"ResponseTemplates" : {Key : Value, ...},
"SelectionPattern" : String,
"StatusCode" : String

YAML
ContentHandling: String
ResponseParameters:
Key : Value
ResponseTemplates:
Key : Value
SelectionPattern: String
StatusCode: String

プロパティ
ContentHandling
リクエストペイロードのコンテンツタイプの変換を処理する方法を指定します。有効な値は次のとお
りです。
• CONVERT_TO_BINARY: リクエストペイロードを Base64 でエンコードされた文字列からバイナリ
BLOB に変換します。
• CONVERT_TO_TEXT: リクエストペイロードをバイナリ BLOB から Base64 でエンコードされた文
字列に変換します。
このプロパティが定義されていない場合、リクエストペイロードは変更されずにメソッドリクエスト
から統合リクエストに渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseParameters
API Gateway がメソッドレスポンスに送信するバックエンドレスポンスからのレスポンスパラメー
タ。リソースパラメータをキーと値のペアとして指定します (文字列間のマッピング)。
送信先をキーとして、ソースを値として使用します。
• 送信先は MethodResponse プロパティの既存のレスポンスパラメータである必要があります。
• ソースは、既存のメソッドリクエストパラメータまたは静的な値である必要があります。静的な値
は一重引用符で囲み、リクエスト内で指定された送信先に基づいて事前に値をエンコードする必要
があります。
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テンプレートの詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway マッピングテンプレー
トとアクセスのログ記録の変数リファレンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ResponseTemplates
統合レスポンス本文の変換に使用するテンプレート。テンプレートをキーと値のペア (文字列から文字
列へのマッピング) として指定します。コンテンツタイプがキー、テンプレートが値です。詳細につい
ては、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway マッピングテンプレートとアクセスのログ記録の
変数リファレンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
SelectionPattern
バックエンドマップから統合レスポンスへのエラー文字列またはステータスコードを指定する正規表
現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StatusCode
API Gateway が統合レスポンスを MethodResponse ステータスコードにマッピングするために使用す
るステータスコード。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Method」

AWS::ApiGateway::Method MethodResponse
MethodResponse は、AWS::ApiGateway::Method リソースのプロパティであり、メソッドを呼び出すク
ライアントに送信できるレスポンスを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ResponseModels" : {Key : Value, ...},
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}

"ResponseParameters" : {Key : Value, ...},
"StatusCode" : String

YAML
ResponseModels:
Key : Value
ResponseParameters:
Key : Value
StatusCode: String

プロパティ
ResponseModels
レスポンスのコンテンツタイプに使用されるリソース。レスポンスモデルをキーと値のペア (文字列か
ら文字列へのマッピング) として指定します。コンテンツタイプがキーであり、Model リソース名が値
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ResponseParameters
メソッドを呼び出したクライアントに API Gateway が送信するレスポンスパラメータ。レスポン
スパラメータをキーと値のペア (String から Boolean へのマッピング) として指定します。送信先が
キー、Boolean が値です。method.response.header.name というパターンを使用して送信先を指
定します。name は有効な一意のヘッダー名です。Boolean はパラメータが必須かどうかを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブールのマップ
Update requires: No interruption
StatusCode
IntegrationResponse にマッピングするメソッドレスポンスのステータスコード。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Method」

AWS::ApiGateway::Model
AWS::ApiGateway::Model リソースは、API メソッドのリクエストまたは応答ペイロードの構造を定義
します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Model",
"Properties" : {
"ContentType" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"RestApiId" : String,
"Schema" : Json
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Model
Properties:
ContentType: String
Description: String
Name: String
RestApiId: String
Schema: Json

プロパティ
ContentType
モデルのコンテンツタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
このモデルを識別する記述。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
モデルの名前です。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その
ID をモデル名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestApiId
このモデルが関連付けられている REST API の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Schema
1 つまたは複数の形式にデータを変換するために使用するスキーマ。スキーマを指定しない場合
は、null ({}) を指定します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
myModel などのモデル名 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
モデルの作成
次の例では、入力データを前述のスキーマに変換するモデルを作成します。

JSON
{

"PetsModelNoFlatten": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Model",
"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"ContentType": "application/json",
"Description": "Schema for Pets example",
"Name": "PetsModelNoFlatten",
"Schema": {
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "PetsModelNoFlatten",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"number": {
"type": "integer"
},
"class": {
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}

}

}

}

}

}

"type": "string"
},
"salesPrice": {
"type": "number"
}

YAML
PetsModelNoFlatten:
Type: 'AWS::ApiGateway::Model'
Properties:
RestApiId: !Ref RestApi
ContentType: application/json
Description: Schema for Pets example
Name: PetsModelNoFlatten
Schema:
$schema: 'http://json-schema.org/draft-04/schema#'
title: PetsModelNoFlatten
type: array
items:
type: object
properties:
number:
type: integer
class:
type: string
salesPrice:
type: number

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの model:create。

AWS::ApiGateway::RequestValidator
AWS::ApiGateway::RequestValidator リソースで、API への受信リクエストに対する基本的な検証
ルールを設定します。詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway で API へのリクエス
トに対する基本的な検証を有効にする」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApiGateway::RequestValidator",
"Properties" : {
"Name" : String,
"RestApiId" : String,
"ValidateRequestBody" : Boolean,
"ValidateRequestParameters" : Boolean
}
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YAML
Type: AWS::ApiGateway::RequestValidator
Properties:
Name: String
RestApiId: String
ValidateRequestBody: Boolean
ValidateRequestParameters: Boolean

プロパティ
Name
このリクエスト検証元の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestApiId
ターゲット API エンティティの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ValidateRequestBody
ターゲットの API とメソッドの設定済みスキーマに従ってリクエスト本体を検証するかどうかを示し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ValidateRequestParameters
リクエストパラメータを検証するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abc123 などのリクエスト認証の ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
API バージョン 2010-05-15
892

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RequestValidatorId
リクエストバリデーターの ID。例: abc123。

例
リクエスト検証の作成
以下の例では、指定したパラメータに基づいて、リクエスト検証元を関連付けて、API Gateway API を作
成しています。

JSON
{

"Parameters": {
"apiName": {
"Type": "String"
},
"validatorName": {
"Type": "String"
},
"validateRequestBody": {
"Type": "String"
},
"validateRequestParameters": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}
},
"RequestValidator": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RequestValidator",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "validatorName"
},
"RestApiId": {
"Ref": "RestApi"
},
"ValidateRequestBody": {
"Ref": "validateRequestBody"
},
"ValidateRequestParameters": {
"Ref": "validateRequestParameters"
}
}
}
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}

}

YAML
Parameters:
apiName:
Type: String
validatorName:
Type: String
validateRequestBody:
Type: String
validateRequestParameters:
Type: String
Resources:
RestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
Name: !Ref apiName
RequestValidator:
Type: AWS::ApiGateway::RequestValidator
Properties:
Name: !Ref validatorName
RestApiId: !Ref RestApi
ValidateRequestBody: !Ref validateRequestBody
ValidateRequestParameters: !Ref validateRequestParameters

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンス の requestvalidator:create。

AWS::ApiGateway::Resource
AWS::ApiGateway::Resource リソースは API にリソースを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::Resource",
"Properties" : {
"ParentId" : String,
"PathPart" : String,
"RestApiId" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Resource
Properties:
ParentId: String
PathPart: String
RestApiId: String
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プロパティ
ParentId
子リソースを作成する場合の、親リソースの ID。親のないリソースの場合は、{ "Fn::GetAtt":
["MyRestApi", "RootResourceId"] } のような RestApi のルートリソース ID を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PathPart
リソースのパス名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestApiId
このリソースを作成する RestApi リソースの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
abc123 などのリソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
ResourceId
Property description not available.

例
リソースの作成
次の例では、stack API の MyApi リソースを作成します。

JSON
{

"Stack": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Resource",
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}

}

"Properties": {
"RestApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"ParentId": {
"Fn::GetAtt": [
"MyApi",
"RootResourceId"
]
},
"PathPart": "stack"
}

YAML
Stack:
Type: 'AWS::ApiGateway::Resource'
Properties:
RestApiId: !Ref MyApi
ParentId: !GetAtt
- MyApi
- RootResourceId
PathPart: stack

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの resource:create。

AWS::ApiGateway::RestApi
AWS::ApiGateway::RestApi リソースによって、REST API が作成されます。詳細について
は、Amazon API Gateway REST API リファレンスの「restapi:create」を参照してください。

Note
2016 年 1 月 1 日に、Swagger 仕様が OpenAPI Initiative に提供され、OpenAPI 仕様の基礎とな
りました。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties" : {
"ApiKeySourceType" : String,
"BinaryMediaTypes" : [ String, ... ],
"Body" : Json,
"BodyS3Location" : S3Location (p. 905),
"CloneFrom" : String,
"Description" : String,
"DisableExecuteApiEndpoint" : Boolean,
"EndpointConfiguration" : EndpointConfiguration (p. 904),
"FailOnWarnings" : Boolean,
"MinimumCompressionSize" : Integer,
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}

}

"Mode" : String,
"Name" : String,
"Parameters" : {Key : Value, ...},
"Policy" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
ApiKeySourceType: String
BinaryMediaTypes:
- String
Body: Json
BodyS3Location:
S3Location (p. 905)
CloneFrom: String
Description: String
DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
EndpointConfiguration:
EndpointConfiguration (p. 904)
FailOnWarnings: Boolean
MinimumCompressionSize: Integer
Mode: String
Name: String
Parameters:
Key : Value
Policy: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
ApiKeySourceType
使用量プランに沿ってリクエストを計測するための API キーのソース。有効な値は次のとおりです。
• リクエストの HEADER ヘッダーから API キーを読み込むための X-API-Key。
• Lambda オーソライザーからの UsageIdentifierKey から API キーを読み込むための
AUTHORIZER。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BinaryMediaTypes
RestApi リソースでサポートされているバイナリメディアタイプのリスト。メディアタイプで / の代
わりに ~1 を使用します (image~1png または application~1octet-stream など)。デフォルトで
は、RestApi は UTF-8 でエンコードされたテキストペイロードのみをサポートしています。重複は
許可されません。詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway のバイナリペイロー
ドのサポートの有効化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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Body
JSON 形式で RESTful API のセットを定義する OpenAPI 仕様。YAML テンプレートについて
は、YAML 形式で仕様を提供できます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
BodyS3Location
OpenAPI ファイルを示す Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所。RESTful API のセッ
トを JSON または YAML 形式で定義します。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 905)
Update requires: No interruption
CloneFrom
クローンする RestApi リソースの ID です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
RestApi リソースの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisableExecuteApiEndpoint
クライアントがデフォルトの execute-api エンドポイントを使用して API を呼び出すことができ
るかどうかを指定します。デフォルトでは、クライアントはデフォルトの https://{api_id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com エンドポイントを使用して API を呼び出すことができます。クライアント
がカスタムドメイン名を使用して API を呼び出すように要求するには、デフォルトのエンドポイント
を無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EndpointConfiguration
API のエンドポイントタイプのリスト。API の作成時にこのプロパティを使用します。既存の API を
インポートする場合、Parameters プロパティを使用してエンドポイントの設定タイプを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: EndpointConfiguration (p. 904)
API バージョン 2010-05-15
898

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

Update requires: No interruption
FailOnWarnings
API Gateway で RestApi リソースが作成されているときに警告が発生した場合に、リソースをロー
ルバックするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MinimumCompressionSize
API で圧縮を有効にするために使用される (0 から 10485760 (10M) バイト (を含む) 負でない数)、ま
たは圧縮を無効にする (null 値)、null が使用可能な整数。圧縮を有効にした場合、ペイロードサイズが
この値よりも小さいとペイロードに圧縮または解凍が適用されません。ゼロに設定すると、任意のペ
イロードサイズの圧縮を許可します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Mode
このプロパティは、OpenAPI を使用して REST API を定義するときにのみ適用されます。Mode
は、API Gateway がリソース更新を処理する方法を決定します。
有効な値は overwrite または merge です。
overwrite では、既存の API 定義が新しい API 定義に置き換えられます。既存の API 識別子は変更
されません。
merge では、新しい API 定義が優先されますが、エンドポイント設定やバイナリメディアタイプなど
のコンテナタイプは既存の API とマージされます。OpenAPI を使用するだけでなく、トップレベル
RestApi のプロパティを定義する場合に merge を使用します。一般に、これらのプロパティをモデ
リングするには、API Gateway の OpenAPI 拡張機能を使用することをお勧めします。
このプロパティを指定しない場合、デフォルト値が選択されます。2021 年 3 月 29 日より前に作成さ
れた REST API の場合、デフォルトは overwrite です。それ以外の場合、デフォルト値は merge で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
RestApi リソースの名前。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
リクエストのカスタムヘッダーパラメータ。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Policy
RestApi リソースのアクセス許可を含むポリシードキュメント。ポリシーの ARN を設定するには、
区切り記号および "execute-api:/" と "*" の値として、"" と !Join 組み込み関数を使用しま
す。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
API に関連付ける任意のタグの配列（キーと値のペア）。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: a1bcdef2gh のような
RestApi ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RootResourceId
RestApi リソースのルートソース ID (a0bc123d4e など)。

例
OpenAPI 仕様に基づいて
次の例では、OpenAPI 仕様に基づいて API Gateway RestApi リソースを作成します。

JSON
{

"MyRestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",

API バージョン 2010-05-15
900

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

}

}

"Properties": {
"Body": {
"OpenAPI specification": null
},
"Description": "A test API",
"Name": "MyRestAPI"
}

YAML
MyRestApi:
Type: 'AWS::ApiGateway::RestApi'
Properties:
Body:
OpenAPI specification: null
Description: A test API
Name: MyRestAPI

エンドポイントタイプを使用
次の例では、エンドポイントタイプを使用して API Gateway RestApi リソースを作成します。

JSON
{

}

"Parameters": {
"apiName": {
"Type": "String"
},
"type": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyRestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"EndpointConfiguration": {
"Types": [
{
"Ref": "type"
}
]
},
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}
}
}

YAML
Parameters:
apiName:
Type: String
type:
Type: String
Resources:
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MyRestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
EndpointConfiguration:
Types:
- !Ref type
Name: !Ref apiName

リージョンのエンドポイントタイプの使用
次の例では、リージョンのエンドポイントタイプを使用して API Gateway RestApi リソースをインポート
します。

JSON
{

}

"Resources": {
"RestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"Body": {
"swagger": 2,
"info": {
"version": "0.0.1",
"title": "test"
},
"basePath": "/pete",
"schemes": [
"https"
],
"definitions": {
"Empty": {
"type": "object"
}
}
},
"Name": "myApi",
"Parameters": {
"endpointConfigurationTypes": "REGIONAL"
}
}
}
}

YAML
Resources :
RestApi :
Type : AWS::ApiGateway::RestApi
Properties :
Body :
swagger : 2.0
info :
version : 0.0.1
title : test
basePath : /pete
schemes :
- https
definitions:
Empty :
type : object
Name : myApi
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Parameters:
endpointConfigurationTypes: REGIONAL

ApiKeySourceType の使用
次の例では、ApiKeySourceType、BinaryMediaTypes および MinimumCompressionSize を使用した API
Gateway RestApi リソースを作成します。

JSON
{

}

"Parameters": {
"apiKeySourceType": {
"Type": "String"
},
"apiName": {
"Type": "String"
},
"binaryMediaType1": {
"Type": "String"
},
"binaryMediaType2": {
"Type": "String"
},
"minimumCompressionSize": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyRestApi": {
"Type": "AWS::ApiGateway::RestApi",
"Properties": {
"ApiKeySourceType": {
"Ref": "apiKeySourceType"
},
"BinaryMediaTypes": [
{
"Ref": "binaryMediaType1"
},
{
"Ref": "binaryMediaType2"
}
],
"MinimumCompressionSize": {
"Ref": "minimumCompressionSize"
},
"Name": {
"Ref": "apiName"
}
}
}
}

YAML
Parameters:
apiKeySourceType:
Type: String
apiName:
Type: String
binaryMediaType1:
Type: String
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binaryMediaType2:
Type: String
minimumCompressionSize:
Type: String
Resources:
MyRestApi:
Type: AWS::ApiGateway::RestApi
Properties:
ApiKeySourceType: !Ref apiKeySourceType
BinaryMediaTypes:
- !Ref binaryMediaType1
- !Ref binaryMediaType2
MinimumCompressionSize: !Ref minimumCompressionSize
Name: !Ref apiName

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの restapi:create。

AWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfiguration
EndpointConfiguration プロパティタイプでは、REST API のエンドポイントタイプを指定します。
EndpointConfiguration は、AWS::ApiGateway::RestApi リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Types" : [ String, ... ],
"VpcEndpointIds" : [ String, ... ]

YAML
Types:
- String
VpcEndpointIds:
- String

プロパティ
Types
API のエンドポイントタイプまたはそのカスタムドメイン名のリスト。有効な値を次に示します。
• EDGE: エッジ最適化された API とそのカスタムドメイン名の場合。
• REGIONAL: リージョン API とそのカスタムドメイン名の場合。
• PRIVATE: プライベート API の場合。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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VpcEndpointIds
Route53 エイリアスを作成する API (AWS::ApiGateway::RestApi) の VPC エンドポイント ID のリス
ト。PRIVATE エンドポイントタイプでのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「RestApi」

AWS::ApiGateway::RestApi S3Location
S3Location は、AWS::ApiGateway::RestApi リソースのプロパティであり、JSON または YAML で
RESTful API のセットを定義する OpenAPI (以前の Swagger) ファイルの Amazon S3 の場所を指定しま
す。

Note
2016 年 1 月 1 日に、Swagger 仕様が OpenAPI Initiative に提供され、OpenAPI 仕様の基礎とな
りました。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"ETag" : String,
"Key" : String,
"Version" : String

YAML
Bucket: String
ETag: String
Key: String
Version: String

プロパティ
Bucket
OpenAPI ファイルが保存されている S3 バケットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ETag
OpenAPI ファイルの Amazon S3 ETag (ファイルチェックサム)。値を指定しない限り、API Gateway
はこの OpenAPI ファイルの ETag 検証をスキップします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
OpenAPI ファイルのファイル名 (Amazon S3 オブジェクト名)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
バージョニングが有効なバケットに対する、OpenAPI ファイルの特定のバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「RestApi」

AWS::ApiGateway::Stage
AWS::ApiGateway::Stage リソースは、デプロイするためのステージを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApiGateway::Stage",
"Properties" : {
"AccessLogSetting" : AccessLogSetting (p. 911),
"CacheClusterEnabled" : Boolean,
"CacheClusterSize" : String,
"CanarySetting" : CanarySetting (p. 912),
"ClientCertificateId" : String,
"DeploymentId" : String,
"Description" : String,
"DocumentationVersion" : String,
"MethodSettings" : [ MethodSetting (p. 913), ... ],
"RestApiId" : String,
"StageName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
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}

}

"TracingEnabled" : Boolean,
"Variables" : {Key : Value, ...}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::Stage
Properties:
AccessLogSetting:
AccessLogSetting (p. 911)
CacheClusterEnabled: Boolean
CacheClusterSize: String
CanarySetting:
CanarySetting (p. 912)
ClientCertificateId: String
DeploymentId: String
Description: String
DocumentationVersion: String
MethodSettings:
- MethodSetting (p. 913)
RestApiId: String
StageName: String
Tags:
- Tag
TracingEnabled: Boolean
Variables:
Key : Value

プロパティ
AccessLogSetting
この段階でアクセスを記録するための設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AccessLogSetting (p. 911)
Update requires: No interruption
CacheClusterEnabled
ステージでキャッシュのクラスタリングが有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CacheClusterSize
ステージのキャッシュクラスターサイズ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CanarySetting
この段階で Canary デプロイの設定を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: CanarySetting (p. 912)
Update requires: No interruption
ClientCertificateId
API Gateway がステージで統合エンドポイントを呼び出すために使用するクライアント証明書の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeploymentId
ステージが関連付けられるデプロイの ID。このパラメータは、ステージの作成に必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
ステージの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DocumentationVersion
API ドキュメントスナップショットのバージョン ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MethodSettings
ステージのすべてのメソッドの設定。
必須: いいえ
タイプ: MethodSetting (p. 913) のリスト
Update requires: No interruption
RestApiId
このステージでデプロイする RestApi リソースの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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StageName
API Gateway によって呼び出された Uniform Resource Identifier (URI) で最初のパスセグメントとして
使用されるステージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
ステージに関連付ける任意のタグの配列 (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TracingEnabled
アクティブな X 線トレーシングをこのステージで有効にするかどうかを指定します。
詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの Trace API Gateway API Execution with AWS XRay を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Variables
ステージ変数を定義するマップ (文字列間のマップ)。変数名はキー、変数値は値です。変数名に使用
できるのは英数字のみです。値は次の正規表現に一致する必要があります。[A-Za-z0-9-._~:/?
#&=,]+。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
MyTestStage などのステージの名前 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次
を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ステージの作成
次の例では、TestDeployment のデプロイメント用のステージを作成します。ステージは、MyRestApi
API のメソッド設定も指定します。
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JSON
{

}

"Resources": {
"Prod": {
"Type": "AWS::ApiGateway::Stage",
"Properties": {
"StageName": "Prod",
"Description": "Prod Stage",
"RestApiId": {
"Ref": "MyRestApi"
},
"DeploymentId": {
"Ref": "TestDeployment"
},
"DocumentationVersion": {
"Ref": "MyDocumentationVersion"
},
"ClientCertificateId": {
"Ref": "ClientCertificate"
},
"Variables": {
"Stack": "Prod"
},
"MethodSettings": [
{
"ResourcePath": "/",
"HttpMethod": "GET",
"MetricsEnabled": "true",
"DataTraceEnabled": "false"
},
{
"ResourcePath": "/stack",
"HttpMethod": "POST",
"MetricsEnabled": "true",
"DataTraceEnabled": "false",
"ThrottlingBurstLimit": "999"
},
{
"ResourcePath": "/stack",
"HttpMethod": "GET",
"MetricsEnabled": "true",
"DataTraceEnabled": "false",
"ThrottlingBurstLimit": "555"
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
Prod:
Type: AWS::ApiGateway::Stage
Properties:
StageName: Prod
Description: Prod Stage
RestApiId: !Ref MyRestApi
DeploymentId: !Ref TestDeployment
DocumentationVersion: !Ref MyDocumentationVersion
ClientCertificateId: !Ref ClientCertificate
Variables:
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Stack: Prod
MethodSettings:
- ResourcePath: /
HttpMethod: GET
MetricsEnabled: 'true'
DataTraceEnabled: 'false'
- ResourcePath: /stack
HttpMethod: POST
MetricsEnabled: 'true'
DataTraceEnabled: 'false'
ThrottlingBurstLimit: '999'
- ResourcePath: /stack
HttpMethod: GET
MetricsEnabled: 'true'
DataTraceEnabled: 'false'
ThrottlingBurstLimit: '555'

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの stage:create

AWS::ApiGateway::Stage AccessLogSetting
AccessLogSetting プロパティタイプでは、この段階でアクセスを記録するための設定を指定します。
AccessLogSetting は、AWS::ApiGateway::Stage リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationArn" : String,
"Format" : String

YAML
DestinationArn: String
Format: String

プロパティ
DestinationArn
アクセスログを受け取るための CloudWatch Logs ロググループの Amazon リソースネーム (ARN)、
または Kinesis Data Firehose 配信ストリーム。Kinesis Data Firehose 配信ストリームを指定する場
合、ストリーム名は amazon-apigateway- で始まる必要があります。このパラメータは、アクセス
ログを有効にするために必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Format
選択された $context 変数 で指定されたデータのアクセスログの単一の行の形式。形式には
$context.requestId が含まれている必要があります。このパラメータは、アクセスログを有効に
するために必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」

AWS::ApiGateway::Stage CanarySetting
CanarySetting プロパティタイプでは、この段階で Canary デプロイの設定を指定します。
CanarySetting は、AWS::ApiGateway::Stage リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeploymentId" : String,
"PercentTraffic" : Double,
"StageVariableOverrides" : {Key : Value, ...},
"UseStageCache" : Boolean

YAML
DeploymentId: String
PercentTraffic: Double
StageVariableOverrides:
Key : Value
UseStageCache: Boolean

プロパティ
DeploymentId
ステージが指すデプロイメントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PercentTraffic
Canary デプロイに転送されたトラフィックの割合 (0-100)。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
StageVariableOverrides
Canary で導入された新しいステージ変数を含む、Canary リリースのデプロイでステージ変数は上書
きされます。これらのステージ変数は、ステージ変数名とその値の間の文字列間マップとして表され
ます。
重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
UseStageCache
Canary デプロイで、ステージキャッシュを使用するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」

AWS::ApiGateway::Stage MethodSetting
MethodSetting プロパティタイプでは、ステージのすべてのメソッドの設定を行います。
AWS::ApiGateway::Stage リソースの MethodSettings プロパティには、MethodSetting プロパ
ティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CacheDataEncrypted" : Boolean,
"CacheTtlInSeconds" : Integer,
"CachingEnabled" : Boolean,
"DataTraceEnabled" : Boolean,
"HttpMethod" : String,
"LoggingLevel" : String,
"MetricsEnabled" : Boolean,
"ResourcePath" : String,
"ThrottlingBurstLimit" : Integer,
"ThrottlingRateLimit" : Double
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YAML
CacheDataEncrypted: Boolean
CacheTtlInSeconds: Integer
CachingEnabled: Boolean
DataTraceEnabled: Boolean
HttpMethod: String
LoggingLevel: String
MetricsEnabled: Boolean
ResourcePath: String
ThrottlingBurstLimit: Integer
ThrottlingRateLimit: Double

プロパティ
CacheDataEncrypted
キャッシュされたレスポンスが暗号化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CacheTtlInSeconds
API Gateway キャッシュが応答する時間を指定する有効期限 (TTL) (秒) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CachingEnabled
リクエストに対してレスポンスがキャッシュされ返されるかどうかを示します。レスポンスをキャッ
シュするには、ステージのキャッシュクラスターを有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DataTraceEnabled
データトレースロギングがステージのメソッドに対して有効かどうかを示します。API Gateway はこ
れらのログを Amazon CloudWatch Logs にプッシュします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HttpMethod
HTTP メソッド。複数のリソースおよびメソッドに設定を適用するには、HttpMethod にアスタリス
ク (*)、ResourcePath に /* を指定します。このパラメーターは、MethodSetting を指定すると
きに必須です 。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
LoggingLevel
このメソッドのログレベル。有効な値については、Amazon API Gateway API リファレンスの Stage
リソースの loggingLevel プロパティを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricsEnabled
Amazon CloudWatch メトリクスがステージのメソッドで有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourcePath
このメソッドのリソースのパス。スラッシュ (/) は ~1 としてエンコードされ、最初のスラッシュ
にはスラッシュを含める必要があります。たとえば、パス値 /resource/subresource は /
~1resource~1subresource としてエンコードされる必要があります。ルートパスを指定す
るには、スラッシュのみ (/) を使用します。複数のリソースおよびメソッドに設定を適用するに
は、HttpMethod にアスタリスク (*)、ResourcePath に /* を指定します。このパラメーター
は、MethodSetting を指定するときに必須です 。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ThrottlingBurstLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりのバース
トリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロット
リングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThrottlingRateLimit
API Gateway が AWS account のすべての API、ステージ、メソッドで許可する 1 秒あたりの定常状
態のリクエスト数。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API リクエストのスロッ
トリングの管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「Stage」
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AWS::ApiGateway::UsagePlan
AWS::ApiGateway::UsagePlan リソースによってデプロイされた API の使用量プランが作成されま
す。使用量プランは、個々のクライアント API キーのスロットリングとクォータ制限を適用します。詳細
については、API Gateway 開発者ガイドの「Amazon API Gateway で API 使用量プランを作成し使用す
る」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::UsagePlan",
"Properties" : {
"ApiStages" : [ ApiStage (p. 918), ... ],
"Description" : String,
"Quota" : QuotaSettings (p. 919),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Throttle" : ThrottleSettings (p. 920),
"UsagePlanName" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::UsagePlan
Properties:
ApiStages:
- ApiStage (p. 918)
Description: String
Quota:
QuotaSettings (p. 919)
Tags:
- Tag
Throttle:
ThrottleSettings (p. 920)
UsagePlanName: String

プロパティ
ApiStages
この使用量プランに関連付ける API ステージです。
必須: いいえ
タイプ: ApiStage (p. 918) のリスト
Update requires: No interruption
Description
使用量プランの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Quota
指定された間隔内にユーザーが実行できるリクエストの数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: QuotaSettings (p. 919)
Update requires: No interruption
Tags
使用量プランに関連付ける任意のタグの配列（キーと値のペア）。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Throttle
全体的なリクエスト率 (1 秒あたりの平均リクエスト数) と増大するキャパシティーを設定します。
必須: いいえ
タイプ: ThrottleSettings (p. 920)
Update requires: No interruption
UsagePlanName
使用量ランの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abc123 などの使用量プラン ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返し
ます: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
使用量プランの作成
次の例では、1 か月あたり 5000 リクエストのクォータと 1 秒あたり 100 リクエストのレート制限で Prod
API ステージの使用量プランを作成します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
917

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway

}

"usagePlan": {
"Type": "AWS::ApiGateway::UsagePlan",
"Properties": {
"ApiStages": [
{
"ApiId": {
"Ref": "MyRestApi"
},
"Stage": {
"Ref": "Prod"
}
}
],
"Description": "Customer ABC's usage plan",
"Quota": {
"Limit": 5000,
"Period": "MONTH"
},
"Throttle": {
"BurstLimit": 200,
"RateLimit": 100
},
"UsagePlanName": "Plan_ABC"
}
}

YAML
usagePlan:
Type: 'AWS::ApiGateway::UsagePlan'
Properties:
ApiStages:
- ApiId: !Ref MyRestApi
Stage: !Ref Prod
Description: Customer ABC's usage plan
Quota:
Limit: 5000
Period: MONTH
Throttle:
BurstLimit: 200
RateLimit: 100
UsagePlanName: Plan_ABC

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンス の usageplan:create

AWS::ApiGateway::UsagePlan ApiStage
ApiStage は、AWS::ApiGateway::UsagePlan リソースのプロパティであり、使用プランに関連付けるス
テージと API を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ApiId" : String,
"Stage" : String,
"Throttle" : {Key : Value, ...}

YAML
ApiId: String
Stage: String
Throttle:
Key : Value

プロパティ
ApiId
使用プランと関連付ける指定された Stage プロパティにある API の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Stage
使用プランに関連付けるステージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Throttle
使用量プランで API ステージに関するメソッドレベルのスロットリング情報が含まれるマッピング。
マップのキーは、カスタムスロットリングを構成するパスと方法 (たとえば、「/pets/GET」) です。
重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: ThrottleSettings (p. 920) のマップ
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「UsagePlan」

AWS::ApiGateway::UsagePlan QuotaSettings
QuotaSettings は、AWS::ApiGateway::UsagePlan リソースのプロパティであり、ユーザーが REST
API に対して実行できるリクエストの最大数を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Limit" : Integer,
"Offset" : Integer,
"Period" : String

YAML
Limit: Integer
Offset: Integer
Period: String

プロパティ
Limit
特定の期間内にユーザーが実行できるリクエストの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Offset
期間の開始日。例えば、WEEK の期間の場合、0 のオフセットは日曜日に開始され、1 のオフセットは
月曜日に開始されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Period
DAY または WEEK など、リクエストの最大の制限が適用される期間。有効な値については、Amazon
API Gateway REST API リファレンスの UsagePlan リソースの Period プロパティを参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「UsagePlan」

AWS::ApiGateway::UsagePlan ThrottleSettings
ThrottleSettings は、AWS::ApiGateway::UsagePlan リソースのプロパティであり、ユーザーが
REST API を呼び出すときの全体的なリクエスト率 (1 秒あたりの平均リクエスト数) と増大するキャパシ
ティーを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BurstLimit" : Integer,
"RateLimit" : Double

YAML
BurstLimit: Integer
RateLimit: Double

プロパティ
BurstLimit
1 秒から数秒の範囲の時間における最大 API リクエスト率の制限。最大 API リクエスト率の制限は、
基礎となるトークンバケットが最大容量にあるかどうかによって異なります。リクエストスロットリ
ングの詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API リクエストのスロットリングの管理」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RateLimit
API 一定リクエスト率の制限 (長期間にわたる 1 秒あたりのリクエストの平均)。リクエストスロット
リングの詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API リクエストのスロットリングの管理」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの「UsagePlan」

AWS::ApiGateway::UsagePlanKey
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey リソースによって API キーが使用量プランに関連付けられます。
この関連付けにより、どのユーザーに使用量プランが適用されるかが決まります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGateway::UsagePlanKey",
"Properties" : {
"KeyId" : String,
"KeyType" : String,
"UsagePlanId" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::UsagePlanKey
Properties:
KeyId: String
KeyType: String
UsagePlanId: String

プロパティ
KeyId
使用量プランキーの ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KeyType
使用量プランキーのタイプです。現在、有効な唯一のキータイプは API_KEYです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
UsagePlanId
使用量プランの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 「:」と組み合わせた、
キーの ID と使用プランの ID (123abcdef:abc123 など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Id
Property description not available.

例
使用量プランキーの作成
JSON
{

}

"usagePlanKey": {
"Type": "AWS::ApiGateway::UsagePlanKey",
"Properties": {
"KeyId": {
"Ref": "myApiKey"
},
"KeyType": "API_KEY",
"UsagePlanId": {
"Ref": "myUsagePlan"
}
}
}

YAML
usagePlanKey:
Type: 'AWS::ApiGateway::UsagePlanKey'
Properties:
KeyId: !Ref myApiKey
KeyType: API_KEY
UsagePlanId: !Ref myUsagePlan

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンスの usageplankey:create

AWS::ApiGateway::VpcLink
AWS::ApiGateway::VpcLink リソースは、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) のリソースにアクセ
スするために、REST API の API Gateway VPC の VPC リンクを指定します。詳細については、Amazon
API Gateway REST API Referenceの「vpclink:create」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::ApiGateway::VpcLink",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"TargetArns" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ApiGateway::VpcLink
Properties:
Description: String
Name: String
TargetArns:
- String

プロパティ
Description
VPC リンクの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
VPC リンクの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetArns
VPC リンクの対象となる VPC の Network Load Balancer の ARN。Network Load Balancer は、API
所有者の同じ AWS account によって所有されている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: VpcLink の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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VPC リンクの作成
JSON
{

"Parameters": {
"description": {
"Type": "String"
},
"name": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyVpcLink": {
"Type": "AWS::ApiGateway::VpcLink",
"Properties": {
"Description": {
"Ref": "description"
},
"Name": {
"Ref": "name"
},
"TargetArns": [
{
"Ref": "MyLoadBalancer"
}
]
}
},
"MyLoadBalancer": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Type": "network",
"Subnets": [
{
"Ref": "MySubnet"
}
]
}
},
"MySubnet": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "MyVPC"
},
"CidrBlock": "10.0.0.0/24"
}
},
"MyVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
}
},
"MyInternetGateway": {
"Type": "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"MyInternetGatewayAttachment": {
"Type": "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "MyVPC"
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}

}

}

}

},
"InternetGatewayId": {
"Ref": "MyInternetGateway"
}

YAML
Parameters:
description:
Type: String
name:
Type: String
Resources:
MyVpcLink:
Type: AWS::ApiGateway::VpcLink
Properties:
Description: !Ref description
Name: !Ref name
TargetArns:
- !Ref MyLoadBalancer
MyLoadBalancer:
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Properties:
Type: network
Subnets:
- !Ref MySubnet
MySubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId: !Ref MyVPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24
MyVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
MyInternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
MyInternetGatewayAttachment:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId: !Ref MyVPC
InternetGatewayId: !Ref MyInternetGateway

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway REST API リファレンス の vpclink:create

Amazon API Gateway V2 リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::ApiGatewayV2::Api (p. 927)
• AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides (p. 935)
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• AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping (p. 943)
• AWS::ApiGatewayV2::Authorizer (p. 945)
• AWS::ApiGatewayV2::Deployment (p. 950)
• AWS::ApiGatewayV2::DomainName (p. 952)
• AWS::ApiGatewayV2::Integration (p. 956)
• AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse (p. 966)
• AWS::ApiGatewayV2::Model (p. 969)
• AWS::ApiGatewayV2::Route (p. 971)
• AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse (p. 976)
• AWS::ApiGatewayV2::Stage (p. 979)
• AWS::ApiGatewayV2::VpcLink (p. 986)

AWS::ApiGatewayV2::Api
AWS::ApiGatewayV2::Api リソースによって API が作成されます。WebSocket API および HTTP
API がサポートされています。WebSocket API の詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API
Gateway の WebSocket API について」を参照してください。HTTP API の詳細については、API Gateway
開発者ガイドの「HTTP API」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Api",
"Properties" : {
"ApiKeySelectionExpression" : String,
"BasePath" : String,
"Body" : Json,
"BodyS3Location" : BodyS3Location (p. 933),
"CorsConfiguration" : Cors (p. 934),
"CredentialsArn" : String,
"Description" : String,
"DisableExecuteApiEndpoint" : Boolean,
"DisableSchemaValidation" : Boolean,
"FailOnWarnings" : Boolean,
"Name" : String,
"ProtocolType" : String,
"RouteKey" : String,
"RouteSelectionExpression" : String,
"Tags" : Json,
"Target" : String,
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Api
Properties:
ApiKeySelectionExpression: String
BasePath: String
Body: Json
BodyS3Location:
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BodyS3Location (p. 933)
CorsConfiguration:
Cors (p. 934)
CredentialsArn: String
Description: String
DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
DisableSchemaValidation: Boolean
FailOnWarnings: Boolean
Name: String
ProtocolType: String
RouteKey: String
RouteSelectionExpression: String
Tags: Json
Target: String
Version: String

プロパティ
ApiKeySelectionExpression
API キー選択式WebSocket API でのみサポートされています。See API キー選択式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BasePath
インポート時に API の基本パスを解釈する方法を指定します。有効な値
は、ignore、prepend、split です。デフォルト値は ignore です。詳細については、「OpenAPI
basePath プロパティの設定」を参照してください。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Body
OpenAPI 定義。HTTP API に対してのみサポートされます。HTTP API をインポートするには、Body
または BodyS3Location を指定する必要があります。Body または BodyS3Location を指定
する場合は 、AWS::ApiGatewayV2::Authorizer や AWS::ApiGatewayV2::Route などの
CloudFormation リソースを指定しないでください 。API ゲートウェイは OpenAPI リソースと
CloudFormation リソースの組み合わせをサポートしていません。
必須: 条件付き
タイプ: Json
Update requires: No interruption
BodyS3Location
OpenAPI 定義の S3 の場所。HTTP API に対してのみサポートされます。HTTP API をインポートする
には、Body または BodyS3Location を指定する必要があります。Body または BodyS3Location
を指定する場合は 、AWS::ApiGatewayV2::Authorizer や AWS::ApiGatewayV2::Route な
どの CloudFormation リソースを指定しないでください 。API ゲートウェイは OpenAPI リソースと
CloudFormation リソースの組み合わせをサポートしていません。
必須: 条件付き
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タイプ: BodyS3Location (p. 933)
Update requires: No interruption
CorsConfiguration
CORS の設定。HTTP API に対してのみサポートされます。詳細については、「CORS の設定」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: Cors (p. 934)
Update requires: No interruption
CredentialsArn
このプロパティは、クイック作成の一部です。これは、統合に必要な認証情報 (ある場合) を指定しま
す。Lambda 統合の場合、3 つのオプションが用意されています。API Gateway が引き受けるように
IAM ロールを指定するには、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。呼び出し元の
ID をリクエストから渡すよう要求するには、arn:aws:iam::*:user/* を指定します。サポートさ
れている AWS のサービスでリソースベースの許可を使用するには、null を指定します。現在、この
プロパティは HTTP 統合には使用されません。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
API の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisableExecuteApiEndpoint
クライアントがデフォルトの execute-api エンドポイントを使用して API を呼び出すことができ
るかどうかを指定します。デフォルトでは、クライアントはデフォルトの https://{api_id}.execute-api.
{region}.amazonaws.com エンドポイントを使用して API を呼び出すことができます。クライアント
がカスタムドメイン名を使用して API を呼び出すように要求するには、デフォルトのエンドポイント
を無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DisableSchemaValidation
デプロイを作成するときにモデルの検証を避けます。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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FailOnWarnings
警告が発生したときに API 作成をロールバックするかどうかを指定します。デフォルトでは、警告が
発生しても API の作成が続行されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
API の名前。Body または S3BodyLocation に OpenAPI 定義を指定しない限り、必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProtocolType
API プロトコル。有効な値は WEBSOCKET または HTTP です。Body または S3BodyLocation に
OpenAPI 定義を指定しない限り、必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RouteKey
このプロパティは、クイック作成の一部です。routeKey を指定しない場合は、$default のデフォ
ルトルートが作成されます。$default ルートは、特定のステージで API に対して行われたリクエス
トに対してキャッチオールとして機能します。$default ルートキーは変更できません。API の作成
後にルートを追加したり、追加のルートのルートキーを更新したりできます。HTTP API に対しての
みサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RouteSelectionExpression
API のルート選択式です。HTTP API の場合、routeSelectionExpression は
${request.method} ${request.path} である必要があります。指定しない場合、これは HTTP
API のデフォルトになります。このプロパティは、WebSocket API で必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
タグのコレクション。各タグ要素は、特定のリソースに関連付けられます。
必須: いいえ
タイプ: Json
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Update requires: No interruption
Target
このプロパティは、クイック作成の一部です。クイック作成は、統合、デフォルトのキャッチオール
ルート、および変更を自動的にデプロイするように設定されたデフォルトステージを持つ API を作成
します。HTTP 統合の場合は、完全修飾 URL を指定します。Lambda 統合の場合は、関数 ARN を指
定します。統合のタイプは、それぞれ HTTP_PROXY または AWS_PROXY です。HTTP API に対し
てのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
API のバージョン ID です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: a1bcdef2gh などの API
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ApiEndpoint
API のデフォルトのエンドポイント。例: https://abcdef.execute-api.uswest-2.amazonaws.com。

例
API の作成例
次の例では、MyApi という名前の WebSocket Api リソースを作成します。

JSON
{

"MyApi": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api",
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}

}

"Properties": {
"Name": "MyApi",
"ProtocolType": "WEBSOCKET",
"RouteSelectionExpression": "$request.body.action",
"ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key"
}

YAML
MyApi:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Api'
Properties:
Name: MyApi
ProtocolType: WEBSOCKET
RouteSelectionExpression: $request.body.action
ApiKeySelectionExpression: $request.header.x-api-key

HTTP API のクイック作成
次の例では、クイック作成を使用して、Lambda 関数と統合された HttpApi という名前の HTTP API Api
リソースを起動します。クイック作成は、統合、デフォルトのキャッチオールルート、および変更を自動
的にデプロイするように設定されたデフォルトステージを持つ HTTP API を作成します。

Note
Lambda 統合を呼び出すには、必要なアクセス許可が API Gateway に必要です。リソースベース
のポリシーまたは IAM ロールを使用して、Lambda 関数を呼び出す API Gateway のアクセス許可
を付与できます。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの AWS Lambda 許可を参
照してください。

JSON
"HttpApi": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api",
"Properties": {
"Name": "Lambda Proxy",
"Description": "Lambda proxy using quick create",
"ProtocolType": "HTTP",
"Target": "arn:aws:apigateway:{region}:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:{region}:{account-id}:function:{function-name}/invocations"
}
}

YAML
HttpApi:
Type: AWS::ApiGatewayV2::Api
Properties:
Name: Lambda Proxy
Description: Lambda proxy using quick create
ProtocolType: HTTP
Target: arn:aws:apigateway:{region}:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:
{region}:{account-id}:function:{function-name}/invocations

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateApi
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AWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Location
BodyS3Location プロパティは、OpenAPI 定義のインポート元となる S3 の場所を指定します。HTTP
API に対してのみサポートされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Etag" : String,
"Key" : String,
"Version" : String

YAML
Bucket: String
Etag: String
Key: String
Version: String

プロパティ
Bucket
インポートする OpenAPI 定義を含む S3 バケット。API の BodyS3Location を指定する場合は必須
です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Etag
S3 オブジェクトの Etag。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
S3 オブジェクトのキー。API の BodyS3Location を指定する場合は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
S3 オブジェクトのバージョン。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::Api Cors
Cors プロパティは、API に CORS 設定を指定します。HTTP API に対してのみサポートされます。詳細
については、「CORS の設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowCredentials" : Boolean,
"AllowHeaders" : [ String, ... ],
"AllowMethods" : [ String, ... ],
"AllowOrigins" : [ String, ... ],
"ExposeHeaders" : [ String, ... ],
"MaxAge" : Integer

YAML
AllowCredentials: Boolean
AllowHeaders:
- String
AllowMethods:
- String
AllowOrigins:
- String
ExposeHeaders:
- String
MaxAge: Integer

プロパティ
AllowCredentials
CORS リクエストに認証情報を含めるかどうかを指定します。HTTP API に対してのみサポートされ
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AllowHeaders
許可されるヘッダーのコレクションを表します。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
AllowMethods
許可される HTTP メソッドのコレクションを表します。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AllowOrigins
許可されたオリジンのコレクションを表します。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ExposeHeaders
公開されたヘッダーのコレクションを表します。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxAge
ブラウザがプリフライトリクエスト結果をキャッシュする秒数。HTTP API に対してのみサポートさ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides
AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides リソースは、クイッ
ク作成の使用時に暗黙的に設定される、API Gateway マネージド型リソースのデ
フォルトのプロパティを上書きします。クイック作成を使用して API を作成する
と、AWS::ApiGatewayV2::Route、AWS::ApiGatewayV2::Integration、AWS::ApiGatewayV2::Stage
が自動的に作成され、AWS::ApiGatewayV2::Api に関連付けられま
す。AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides リソースを使用すると、これらの暗黙的
なリソースのプロパティを設定または上書きできます。HTTP API に対してのみサポートされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"Integration" : IntegrationOverrides (p. 937),
"Route" : RouteOverrides (p. 938),
"Stage" : StageOverrides (p. 941)
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides
Properties:
ApiId: String
Integration:
IntegrationOverrides (p. 937)
Route:
RouteOverrides (p. 938)
Stage:
StageOverrides (p. 941)

プロパティ
ApiId
API Gateway マネージド型リソースの設定を上書きする API の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Integration
API Gateway マネージド型統合の統合設定を上書きします。
必須: いいえ
タイプ: IntegrationOverrides (p. 937)
Update requires: No interruption
Route
API Gateway マネージド型ルートのルート設定を上書きします。
必須: いいえ
タイプ: RouteOverrides (p. 938)
Update requires: No interruption
Stage
API Gateway マネージド型ステージのステージ設定を上書きします。
必須: いいえ
タイプ: StageOverrides (p. 941)
Update requires: No interruption
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AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides AccessLogSettings
AccessLogSettings プロパティは、API Gateway マネージド型ステージのアクセスログ設定を上書きし
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationArn" : String,
"Format" : String

YAML
DestinationArn: String
Format: String

プロパティ
DestinationArn
アクセスログを受け取るための CloudWatch Logs ロググループの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Format
選択された $context 変数で指定されたデータのアクセスログの単一の行の形式。形式には少なくとも
$context.requestId が含まれている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides IntegrationOverrides
IntegrationOverrides プロパティは、API Gateway マネージド型統合の統合設定を上書きします。こ
のプロパティを削除すると、API Gateway はデフォルト値を復元します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Description" : String,
"IntegrationMethod" : String,
"PayloadFormatVersion" : String,
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}

"TimeoutInMillis" : Integer

YAML
Description: String
IntegrationMethod: String
PayloadFormatVersion: String
TimeoutInMillis: Integer

プロパティ
Description
統合の説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationMethod
統合の HTTP メソッドタイプを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PayloadFormatVersion
統合に送信されるペイロードの形式を指定します。HTTP API に必須です。HTTP API の場
合、Lambda プロキシ統合でサポートされている値は 1.0 および 2.0 です。他のすべての統合で
は、1.0 が唯一サポートされている値です。詳細については、HTTP API の AWS Lambda プロキシ統
合の使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeoutInMillis
カスタムタイムアウトは、WebSocket API の場合は 50～29,000 ミリ秒、HTTP API の場合は 50～
30,000 ミリ秒です。デフォルトのタイムアウトは、WebSocket API の場合は 29 秒、HTTP API の場
合は 30 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides RouteOverrides
RouteOverrides プロパティは、API Gateway マネージド型ルートのルート設定を上書きします。この
プロパティを削除すると、API Gateway はデフォルト値を復元します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthorizationScopes" : [ String, ... ],
"AuthorizationType" : String,
"AuthorizerId" : String,
"OperationName" : String,
"Target" : String

YAML
AuthorizationScopes:
- String
AuthorizationType: String
AuthorizerId: String
OperationName: String
Target: String

プロパティ
AuthorizationScopes
このルートでサポートされている認証スコープです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AuthorizationType
ルートの権限付与タイプ。詳細については、「AuthorizationType」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerId
このルートに関連付けられる Authorizer リソースの識別子。オーソライザー 識別子は、オーソラ
イザーを作成したときに API Gateway によって生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OperationName
ルートのオペレーション名です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Target
HTTP 統合の場合は、完全修飾 URL を指定します。Lambda 統合の場合は、関数 ARN を指定しま
す。統合のタイプは、それぞれ HTTP_PROXY または AWS_PROXY です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides RouteSettings
RouteSettings プロパティは、API Gateway マネージド型ルートのルート設定を上書きします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataTraceEnabled" : Boolean,
"DetailedMetricsEnabled" : Boolean,
"LoggingLevel" : String,
"ThrottlingBurstLimit" : Integer,
"ThrottlingRateLimit" : Double

YAML
DataTraceEnabled: Boolean
DetailedMetricsEnabled: Boolean
LoggingLevel: String
ThrottlingBurstLimit: Integer
ThrottlingRateLimit: Double

プロパティ
DataTraceEnabled
このルートに対してデータトレースログを有効 (true) にするか無効 (false) にするかを指定し
ます。このプロパティは、Amazon CloudWatch Logs にプッシュされるログエントリに影響しま
す。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DetailedMetricsEnabled
詳細なメトリクスを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
LoggingLevel
このルートのログレベルを INFO、ERROR、OFF のいずれかに設定します。このプロパティ
は、Amazon CloudWatch Logs にプッシュされるログエントリに影響します。WebSocket API でのみ
サポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ThrottlingBurstLimit
スロットリングのバースト制限を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThrottlingRateLimit
スロットリングのレート制限を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides StageOverrides
StageOverrides プロパティは、API Gateway マネージド型ステージのステージ設定を上書きします。
このプロパティを削除すると、API Gateway はデフォルト値を復元します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessLogSettings" : AccessLogSettings (p. 937),
"AutoDeploy" : Boolean,
"DefaultRouteSettings" : RouteSettings (p. 940),
"Description" : String,
"RouteSettings" : Json (p. 940),
"StageVariables" : Json

YAML
AccessLogSettings:
AccessLogSettings (p. 937)
AutoDeploy: Boolean
DefaultRouteSettings:
RouteSettings (p. 940)
Description: String
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RouteSettings: Json (p. 940)
StageVariables: Json

プロパティ
AccessLogSettings
ステージのアクセスを記録するための設定。
必須: いいえ
タイプ: AccessLogSettings (p. 937)
Update requires: No interruption
AutoDeploy
API の更新によって新しいデプロイが自動的にトリガーされるかどうかを指定します。デフォルト値
は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DefaultRouteSettings
ステージのデフォルトのルート設定です。
必須: いいえ
タイプ: RouteSettings (p. 940)
Update requires: No interruption
Description
API ステージの説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RouteSettings
ステージのルート設定です。
必須: いいえ
タイプ: Json (p. 940)
Update requires: No interruption
StageVariables
Stage のステージ変数を定義するマップです。変数名には英数字とアンダースコア文字を使用でき、
値は [A-Za-z0-9-._~:/?#&=,]+ と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping リソースには API マッピングが含まれています。API マッピン
グは、カスタムドメイン名のパスを API のステージに関連付けます。カスタムドメイン名には複数の
API マッピングを使用できますが、パスは重複できません。カスタムドメインは、同じプロトコルタイ
プの API にのみマッピングできます。詳細については、Amazon API Gateway V2 API リファレンスの
「CreateApiMapping」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ApiMappingKey" : String,
"DomainName" : String,
"Stage" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping
Properties:
ApiId: String
ApiMappingKey: String
DomainName: String
Stage: String

プロパティ
ApiId
API の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ApiMappingKey
API マッピングキーです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainName
ドメイン名です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Stage
API ステージです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: API マッピングリソース
ID です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
API マッピングの作成例
次の例では、MyApiMapping という名前の ApiMapping リソースを作成します。

JSON
{

}

"MyApiMapping": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping",
"Properties": {
"DomainName": "mydomainame.us-east-1.com",
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"Stage": {
"Ref": "MyStage"
}
}
}

YAML
MyApiMapping:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping'
Properties:
DomainName: mydomainame.us-east-1.com
ApiId: !Ref MyApi
Stage: !Ref MyStage

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateApiMapping
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AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer リソースは、WebSocket API または HTTP API のオーソライザー
を作成します。詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway での WebSocket API
へのアクセスのコントロールと管理」および「API Gateway での HTTP API へのアクセスのコントロール
と管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Authorizer",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"AuthorizerCredentialsArn" : String,
"AuthorizerPayloadFormatVersion" : String,
"AuthorizerResultTtlInSeconds" : Integer,
"AuthorizerType" : String,
"AuthorizerUri" : String,
"EnableSimpleResponses" : Boolean,
"IdentitySource" : [ String, ... ],
"IdentityValidationExpression" : String,
"JwtConfiguration" : JWTConfiguration (p. 949),
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
Properties:
ApiId: String
AuthorizerCredentialsArn: String
AuthorizerPayloadFormatVersion: String
AuthorizerResultTtlInSeconds: Integer
AuthorizerType: String
AuthorizerUri: String
EnableSimpleResponses: Boolean
IdentitySource:
- String
IdentityValidationExpression: String
JwtConfiguration:
JWTConfiguration (p. 949)
Name: String

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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AuthorizerCredentialsArn
必要な認証情報を IAM ロールとして指定し、API Gateway が認証を呼び出せるようにします。API
Gateway が引き受けるように IAM ロールを指定するには、ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
を指定します。Lambda 関数でリソースベースのアクセス許可を使用するには、null を指定しま
す。REQUEST オーソライザーに対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerPayloadFormatVersion
HTTP API Lambda オーソライザーに送信されるペイロードの形式を指定します。HTTP API Lambda
オーソライザーに必要です。サポートされている値は、1.0 および 2.0 です。詳細について
は、HTTP API の AWS Lambda オーソライザーの使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerResultTtlInSeconds
キャッシュされたオーソライザーの結果の有効期限 (TTL) (秒)。0 に等しい場合、承認キャッシュは
無効になります。0 より大きい場合、API Gateway はオーソライザーのレスポンスをキャッシュしま
す。最大値は 3600、つまり 1 時間です。HTTP API Lambda オーソライザーでのみサポートされてい
ます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AuthorizerType
オーソライザーのタイプ。受信リクエストパラメータを使用する Lambda 関数に REQUEST を指定し
ます。JSON ウェブトークンを使用するには、JWT を指定します (HTTP API でのみサポートされてい
ます)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerUri
認証の Uniform Resource Identifier (URI)。REQUEST オーソライザーの場合、こ
れは正しい形式の Lambda 関数URI、たとえば、arn:aws:apigateway:uswest-2:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:uswest-2:{account_id}:function:{lambda_function_name}/
invocations である必要があります。一般的に、URI の形式は次のとおりです:
arn:aws:apigateway:{region}:lambda:path/{service_api} 、ここで {region} は
Lambda 関数をホストするリージョンと同じです。パスは、URI の残りの部分文字列をリソースへ
のパスとして扱う必要があることを示します (最初の / BBを含む)。Lambda 関数の場合、通常は
/2015-03-31/functions/[FunctionARN]/invocations の形式です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableSimpleResponses
Lambda オーソライザーが簡易形式でレスポンスを返すかどうかを指定します。デフォルトで
は、Lambda オーソライザーは常に IAM ポリシーを返します。有効にした場合、Lambda オーソライ
ザーは IAM ポリシーの代わりにブール値を返すことができます。HTTP API に対してのみサポートさ
れます。詳細については、HTTP API の AWS Lambda オーソライザーの使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IdentitySource
承認がリクエストされた ID ソースを含みます。
REQUEST オーソライザーの場合、これはオプションです。値は、指定されたリクエストパラメー
タの 1 つ以上のマッピング式のセットです。ID ソースは、ヘッダー、クエリ文字列パラメータ、
ステージ変数、コンテキストパラメータにすることができます。たとえば、認証ヘッダーと名前
クエリ文字列パラメータが ID ソースとして定義されている場合、この値は WebSocket API の
route.request.header.Auth, route.request.querystring.Name です。HTTP API では、プレフィックスが
$ の選択式を使用します ($request.header.Auth、$request.querystring.Name など)。これ
らのパラメータは、すべての ID 関連のリクエストパラメータがリクエストに存在し、null でもなく空
白でもないことを確認することで、Lambda ベースのオーソライザーの実行時検証を実行するために
使用されます。これが true の場合にのみ、オーソライザーはオーソライザーの Lambda 関数を呼び
出します。それ以外の場合は、Lambda 関数を呼び出さずに 401 Unauthorized レスポンスが返されま
す。HTTP API では、キャッシュが有効な場合、ID ソースはキャッシュキーとしても使用されます。
詳細については、HTTP API の AWS Lambda オーソライザーの使用を参照してください。
JWT の場合は、インバウンドリクエストから JSON ウェブトークン (JWT) を抽出する場所を指定する
単一のエントリ。現在、ヘッダーベースとクエリパラメータベースの選択のみがサポートされていま
す ($request.header.Authorization など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
IdentityValidationExpression
このパラメータは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JwtConfiguration
JWTConfiguration プロパティは、JWT オーソライザーの設定を指定します。JWT オーソライザー
のタイプには必須です。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: JWTConfiguration (p. 949)
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Update requires: No interruption
Name
認証の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abcde1 など、オーソライザーの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
オーソライザーの作成例
次の例では、Lambda MyApi API の authorizer リソースを作成します。

JSON
{

"Authorizer": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Authorizer",
"Properties": {
"Name": "LambdaAuthorizer",
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"AuthorizerType": "REQUEST",
"AuthorizerCredentialsArn": "Arn",
"AuthorizerUri": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "AWS::Partition"
},
":apigateway:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":lambda:path/2015-03-31/functions/",
"/invocations"
]
]
},
"AuthorizerResultTtlInSeconds": 500,
"IdentitySource": [
"route.request.header.Auth"
]
}
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}

}

YAML
Authorizer:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Authorizer'
Properties:
Name: LambdaAuthorizer
ApiId: !Ref MyApi
AuthorizerType: REQUEST
AuthorizerCredentialsArn: Arn
AuthorizerUri: !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref 'AWS::Partition'
- ':apigateway:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':lambda:path/2015-03-31/functions/'
- /invocations
AuthorizerResultTtlInSeconds: 500
IdentitySource:
- route.request.header.Auth

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの CreateAuthorizer

AWS::ApiGatewayV2::Authorizer JWTConfiguration
JWTConfiguration プロパティは、JWT オーソライザーの設定を指定します。JWT オーソライザーのタ
イプには必須です。HTTP API に対してのみサポートされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Audience" : [ String, ... ],
"Issuer" : String

YAML
Audience:
- String
Issuer: String

プロパティ
Audience
JWT の意図された受信者のリスト。有効な JWT は、このリストの少なくとも 1 つのエントリに一致
する aud を指定する必要があります。「RFC 7519」を参照してください。JWT オーソライザーのタ
イプには必須です。HTTP API に対してのみサポートされます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Issuer
JSON Web トークンを発行する ID プロバイダーのベースドメイン。たとえば、Amazon Cognito ユー
ザープールの形式は、https://cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{userPoolId} で
す。JWT オーソライザーのタイプには必須です。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::Deployment
AWS::ApiGatewayV2::Deployment リソースによって API のデプロイが作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Deployment",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"Description" : String,
"StageName" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Deployment
Properties:
ApiId: String
Description: String
StageName: String

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
デプロイのリソースの説明です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StageName
デプロイに関連付ける既存のステージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
123abc など、デプロイメント ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
デプロイの作成例
次の例では、MyRoute ルートが定義されている MyApi APIの deployment リソースを作成しま
す。defined.

JSON
{

}

"Deployment": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Deployment",
"DependsOn": [
"MyRoute"
],
"Properties": {
"Description": "My deployment",
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"StageName": "Beta"
}
}

YAML
Deployment:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Deployment'
DependsOn:
- MyRoute
Properties:
Description: My deployment
ApiId: !Ref MyApi
StageName: Beta
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以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの CreateDeployment

AWS::ApiGatewayV2::DomainName
AWS::ApiGatewayV2::DomainName リソースは、Amazon API Gateway (API Gateway) の API のカス
タムドメイン名を指定します。
カスタムドメイン名を使用して、より直感的で記憶しやすい URL を提供できます。カスタムドメイン名を
使用するための詳細については、『API Gateway 開発者ガイド』の「API Gateway での API のカスタムド
メイン名の設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::DomainName",
"Properties" : {
"DomainName" : String,
"DomainNameConfigurations" : [ DomainNameConfiguration (p. 954), ... ],
"MutualTlsAuthentication" : MutualTlsAuthentication (p. 956),
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::DomainName
Properties:
DomainName: String
DomainNameConfigurations:
- DomainNameConfiguration (p. 954)
MutualTlsAuthentication:
MutualTlsAuthentication (p. 956)
Tags: Json

プロパティ
DomainName
Amazon API Gateway での API のカスタムドメイン名です。大文字はサポートされていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DomainNameConfigurations
ドメイン名の設定です。
必須: いいえ
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タイプ: DomainNameConfiguration (p. 954) のリスト
Update requires: No interruption
MutualTlsAuthentication
カスタムドメイン名の相互 TLS 認証設定。
必須: いいえ
タイプ: MutualTlsAuthentication (p. 956)
Update requires: No interruption
Tags
ドメイン名に関連付けられたタグのコレクション。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
example.mydomain.com などのドメイン名 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RegionalDomainName
このカスタムドメイン名のリージョンのエンドポイントに関連付けられているドメイン名。この関連
付けを設定するには、カスタムドメイン名をポイントする DNS レコードをこのリージョン別ドメイ
ン名に追加します。
RegionalHostedZoneId
リージョンエンドポイントのリージョン固有の Amazon Route 53 ホストゾーン ID。

例
ドメイン名の作成例
次の例では、MyDomainName という名前の DomainName リソースを作成します。

JSON
{

"MyDomainName": {
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"Type": "AWS::ApiGatewayV2::DomainName",
"Properties": {
"DomainName": "mydomainame.us-east-1.com",
"DomainNameConfigurations": [
{
"EndpointType": "REGIONAL",
"CertificateArn": "arn:aws:acm:useast-1:123456789012:certificate/1a2b3c4d-aaaa-aaaa-aaaa-1a2b3c4d5e6f",
"CertificateName": "testCertificate"
}
]
}
}
}

YAML
MyDomainName:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::DomainName'
Properties:
DomainName: mydomainame.us-east-1.com
DomainNameConfigurations:
- EndpointType: REGIONAL
CertificateArn: >arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/1a2b3c4d-aaaa-aaaaaaaa-1a2b3c4d5e6f
CertificateName: testCertificate

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateDomainName

AWS::ApiGatewayV2::DomainName DomainNameConfiguration
DomainNameConfiguration プロパティタイプでは、API のドメイン名の設定を指定します。
DomainNameConfiguration は、AWS::ApiGatewayV2::DomainName リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"CertificateName" : String,
"EndpointType" : String,
"OwnershipVerificationCertificateArn" : String,
"SecurityPolicy" : String

YAML
CertificateArn: String
CertificateName: String
EndpointType: String
OwnershipVerificationCertificateArn: String
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SecurityPolicy: String

プロパティ
CertificateArn
このドメイン名のエッジで最適化されたエンドポイントによって使用される AWS マネージド証明
書。AWS Certificate Manager は、サポートされている唯一のソースです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CertificateName
このドメイン名のエッジで最適化されたエンドポイントによって使用される、証明書のわかりやすい
名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EndpointType
エンドポイントタイプ｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OwnershipVerificationCertificateArn
カスタムドメインの所有権を検証するために ACM によって発行されたパブリック証明書の ARN。相
互 TLS を設定し、ACM インポートまたはプライベート CA 証明書 ARN を RegionalCertificateArn と
して使用する場合のみ必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityPolicy
このドメイン名のセキュリティポリシーの Transport Layer Security (TLS) バージョン。有効な値は
TLS_1_0 および TLS_1_2 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの「DomainNameConfiguration」
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AWS::ApiGatewayV2::DomainName MutualTlsAuthentication
指定すると、API Gateway はクライアントとサーバーの間で相互認証を実行します。クライアント
は、API にアクセスするために信頼できる証明書を提示する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TruststoreUri" : String,
"TruststoreVersion" : String

YAML
TruststoreUri: String
TruststoreVersion: String

プロパティ
TruststoreUri
相互 TLS 認証用のトラストストアを指定する Amazon S3 の URL (例: s3://bucket-name/keyname )。トラストストアには、パブリックまたはプライベートの証明機関からの証明書を含めるこ
とができます。トラストストアを更新するには、新しいバージョンを S3 にアップロードし、この新
しいバージョンを使用するようにカスタムドメイン名を更新します。トラストストアを更新するに
は、S3 オブジェクトにアクセスするためのアクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TruststoreVersion
トラストストアが含まれている S3 オブジェクトのバージョン。バージョンを指定するには、S3 バ
ケットのバージョニングを有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration リソースによって、API の統合が作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Integration",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ConnectionId" : String,
"ConnectionType" : String,
"ContentHandlingStrategy" : String,
"CredentialsArn" : String,
"Description" : String,
"IntegrationMethod" : String,
"IntegrationSubtype" : String,
"IntegrationType" : String,
"IntegrationUri" : String,
"PassthroughBehavior" : String,
"PayloadFormatVersion" : String,
"RequestParameters" : Json,
"RequestTemplates" : Json,
"ResponseParameters" : Json,
"TemplateSelectionExpression" : String,
"TimeoutInMillis" : Integer,
"TlsConfig" : TlsConfig (p. 965)
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration
Properties:
ApiId: String
ConnectionId: String
ConnectionType: String
ContentHandlingStrategy: String
CredentialsArn: String
Description: String
IntegrationMethod: String
IntegrationSubtype: String
IntegrationType: String
IntegrationUri: String
PassthroughBehavior: String
PayloadFormatVersion: String
RequestParameters: Json
RequestTemplates: Json
ResponseParameters: Json
TemplateSelectionExpression: String
TimeoutInMillis: Integer
TlsConfig:
TlsConfig (p. 965)

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConnectionId
プライベート統合の VPC リンクの ID。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionType
統合エンドポイントへのネットワーク接続のタイプです。パブリックルーティングが可能なインター
ネットを介した接続の場合は INTERNET、API Gateway と VPC 内のリソース間のプライベート接続
の場合は VPC_LINK を指定します。デフォルト値は INTERNET です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ContentHandlingStrategy
WebSocket API でのみサポートされています。レスポンスペイロードのコンテンツタイプの変換を
処理する方法を指定します。サポートされている値は CONVERT_TO_BINARY と CONVERT_TO_TEXT
で、次のように動作します。
CONVERT_TO_BINARY: レスポンスペイロードを Base64 でエンコードされた文字列からバイナリ
BLOB に変換します。
CONVERT_TO_TEXT: リレスポンスペイロードをバイナリ BLOB から Base64 でエンコードされた文
字列に変換します。
このプロパティが定義されていない場合、レスポンスペイロードはは、統合レスポンスからルートレ
スポンスまたはメソッドレスポンスに変更せずにパススルーされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CredentialsArn
統合に必要な認証情報 (ある場合) を指定します。AWS 統合の場合、3 つのオプションが用意されて
います。API Gateway が引き受けるように IAM ロールを指定するには、ロールの Amazon リソー
スネーム (ARN) を指定します。呼び出し元の ID をリクエストから渡すよう要求するには、文字列
arn:aws:iam::*:user/* を指定します。サポートされている AWS のサービスでリソースベース
の許可を使用するには、このパラメータを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
統合の説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationMethod
統合の HTTP メソッドタイプを指定します。
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必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationSubtype
HTTP API AWS_PROXY 統合でのみサポートされています。呼び出す AWS のサービスのアクションを
指定します。詳細については、「統合サブタイプリファレンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationType
統合の統合タイプです。次のいずれかです。
AWS: Lambda 関数呼び出しアクションを含む、AWS のサービスアクションとルートまたはメソッド
リクエストを統合します。Lambda 関数呼び出しアクションでは、これは Lambdaカ スタム統合と呼
ばれます。他の AWS のサービスアクションでは、これは AWS 統合と呼ばれます。WebSocket API
でのみサポートされています。
AWS_PROXY: ルートまたはメソッドリクエストを Lambda 関数やその他の AWS のサービスアクショ
ンと統合します。この統合は、Lambda プロキシ統合とも呼ばれます。
HTTP: ルートまたはメソッドリクエストを HTTP エンドポイントと統合します。この統合は、HTTP
カスタム統合とも呼ばれます。WebSocket API でのみサポートされています。
HTTP_PROXY: ルートまたはメソッドリクエストを HTTP エンドポイントと統合し、クライアントリ
クエストをそのまま渡します。これは HTTP プロキシ統合とも呼ばれます。HTTP API プライベート
統合の場合は、HTTP_PROXY 統合を使用します。
MOCK: バックエンドを呼び出さずにルートまたはメソッドリクエストを「loopback」エンドポイント
として API Gateway と統合します。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationUri
Lambda 統合の場合は、Lambda 関数の URI を指定します。
HTTP 統合の場合は、完全修飾 URL を指定します。
HTTP API プライベート統合の場合は、Application Load Balancer リスナー、Network Load Balancer
リスナー、または AWS Cloud Map サービスの ARN を指定します。AWS Cloud Map サービスの
ARN を指定した場合、API Gateway は DiscoverInstances を使用してリソースを識別します。
クエリパラメータを使用して、特定のリソースをターゲットにすることができます。詳細について
は、「DiscoverInstances」を参照してください 。プライベート統合の場合、すべてのリソースが同じ
AWS アカウント によって所有されている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
PassthroughBehavior
リクエストの Content-Type ヘッダー、および Integration リソースの requestTemplates プ
ロパティとして指定された使用可能なマッピングテンプレートに基づいて、受信リクエストのパスス
ルー動作を指定します。次の 3 つの値があります: WHEN_NO_MATCH、WHEN_NO_TEMPLATES、およ
び NEVER。WebSocket API でのみサポートされています。
WHEN_NO_MATCH は、マッピングされていないコンテンツタイプのリクエスト本文を、変換せずに統
合バックエンドに渡します。
NEVER は、マッピングされていないコンテンツタイプを HTTP 415 Unsupported Media Type レ
スポンスで拒否します。
統合にテンプレートにマップされたコンテンツタイプがない場合、WHEN_NO_TEMPLATES はパスス
ルーを許可します。ただし、少なくとも 1 つのコンテンツタイプが定義されている場合、マッピング
されていないコンテンツタイプは同じ HTTP 415 Unsupported Media Type レスポンスで拒否さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PayloadFormatVersion
統合に送信されるペイロードの形式を指定します。HTTP API に必須です。HTTP API の場
合、Lambda プロキシ統合でサポートされている値は 1.0 および 2.0 です。他のすべての統合で
は、1.0 が唯一サポートされている値です。詳細については、HTTP API の AWS Lambda プロキシ統
合の使用を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestParameters
WebSocket API の場合、メソッドリクエストからバックエンドに渡すリクエストパラメータ
を指定するキーと値のマップです。キーは統合リクエストパラメータ名であり、関連する値
はメソッドリクエストのパラメータ値または静的な値であり、一重引用符で囲み、バックエ
ンドの必要に応じて事前にエンコードする必要があります。メソッドリクエストのパラメータ
値は、method.request.{location}.{name} のパターンと一致する必要があります。
{location} は querystring、path、または headerです。 {name} は有効で一意のメソッド
リクエストパラメータ名である必要があります。
integrationSubtype を指定した HTTP API 統合の場合、リクエストパラメータは、AWS_PROXY
統合に渡されるパラメータを指定するキーと値のマップです。静的値、マップリクエストデータ、
ランタイムに評価されるステージ変数やコンテキスト変数のいずれかを指定できます。詳細について
は、HTTP API での AWS のサービス統合の使用を参照してください。
integrationSubtype リクエストパラメータを指定しない HTTP API 統合の場合、リクエスト
パラメータは、バックエンドに送信する前に HTTP リクエストを変換する方法を指定するキーと
値のマップです。キーは、アクションが append、overwrite または remove の可能性がある
<action>:<header|querystring|path>.<location> というパターンに従う必要があります。値について
は、静的値、マップリクエストデータ、ランタイムに評価されるステージ変数やコンテキスト変数の
いずれかを指定できます。詳細については、「API リクエストとレスポンスの変換」を参照してくだ
さい。
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必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RequestTemplates
クライアントにより送信される Content-Type ヘッダーの値に基づいてリクエストペイロードに適用さ
れる Velocity テンプレートのマップを表します。コンテンツタイプの値はこのマップのキーであり、
テンプレート (文字列として) は値です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ResponseParameters
HTTP API に対してのみサポートされます。レスポンスをクライアントに返す前に、レスポンスパ
ラメーターを使用して HTTP レスポンスをバックエンド統合から変換します。選択キーから応答パ
ラメータへのキーと値のマップを指定します。選択キーは、200～599 の範囲内の有効な HTTP ス
テータスコードである必要があります。値は ResponseParameterList 型です。詳細については、
「API リクエストとレスポンスの変換」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TemplateSelectionExpression
統合のテンプレート選択式です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeoutInMillis
カスタムタイムアウトは、WebSocket API の場合は 50～29,000 ミリ秒、HTTP API の場合は 50～
30,000 ミリ秒です。デフォルトのタイムアウトは、WebSocket API の場合は 29 秒、HTTP API の場
合は 30 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TlsConfig
プライベート統合の TLS 設定。TLS 設定を指定した場合、プライベート統合トラフィックは HTTPS
プロトコルを使用します。HTTP API に対してのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: TlsConfig (p. 965)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
abcd123 などの統合リソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
統合の作成例
次の例では、HTTP API の Lambda 統合を作成します。詳細例については、GitHub の CloudFormation テ
ンプレートの例 を参照してください 。

JSON
{

}

"Integration": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Integration",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "HTTPApi"
},
"Description": "Lambda Integration",
"IntegrationType": "AWS_PROXY",
"IntegrationUri": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "AWS::Partition"
},
":apigateway:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":lambda:path/2015-03-31/functions/",
{
"Fn::GetAtt": [
"MyLambdaFunction",
"Arn"
]
},
"/invocations"
]
]
},
"IntegrationMethod": "POST",
"PayloadFormatVersion": "2.0"
}
}

YAML
Integration:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Integration'
Properties:
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ApiId: !Ref HTTPApi
Description: Lambda Integration
IntegrationType: AWS_PROXY
IntegrationUri: !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref 'AWS::Partition'
- ':apigateway:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':lambda:path/2015-03-31/functions/'
- !GetAtt MyLambdaFunction.Arn
- /invocations
IntegrationMethod: POST
PayloadFormatVersion: '2.0'

HTTP API のパラメータマッピングとの統合
次の例では、パラメータマッピングとの統合を作成します。リクエストパラメータは、バックエンド
統合に到達する前に、リクエストに header1 という名前のヘッダーを追加します。統合が 200 ステー
タスコードを返す場合、レスポンスパラメータは header2 という名前の統合のレスポンスに、静的値
headervalue を持つヘッダーを追加します。

JSON
{

}

"MyIntegration": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Integration",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"Description": "HTTP proxy integration",
"IntegrationType": "HTTP_PROXY",
"IntegrationMethod": "ANY",
"IntegrationUri": "https://api.example.com",
"PayloadFormatVersion": "1.0",
"RequestParameters": {
"append:header.header1": "$context.requestId"
},
"ResponseParameters": {
"200": {
"ResponseParameters": [
{
"Source": "headervalue",
"Destination": "append:header.header2"
}
]
}
}
}
}

YAML
MyIntegration:
Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration
Properties:
ApiId: !Ref MyApi
Description: HTTP proxy integration
IntegrationType: HTTP_PROXY
IntegrationMethod: ANY
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IntegrationUri: https://api.example.com
PayloadFormatVersion: 1.0
RequestParameters:
"append:header.header1": "$context.requestId"
ResponseParameters:
"200":
ResponseParameters:
- Source: "headerValue"
Destination: "append:header.header2"

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの CreateIntegration

AWS::ApiGatewayV2::Integration ResponseParameter
HTTP API に対してのみサポートされます。レスポンスをクライアントに返す前に、レスポンスパラ
メーターを使用して HTTP レスポンスをバックエンド統合から変換します。選択キーから応答パラ
メータへのキー/値のマップを指定します。選択キーは、200～599 の範囲内の有効な HTTP ステータ
スコードである必要があります。レスポンスパラメータは、キーと値のマップです。キーは、パターン
<action>:<header>.<location> または overwrite.statuscode と一致する必要があります。ア
クションは append、overwrite、または remove です。値には、静的値、レスポンスデータへのマッピ
ング、ランタイムに評価されるステージ変数やコンテキスト変数のいずれかを指定できます。詳細につい
ては、「API リクエストとレスポンスの変換」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : String,
"Source" : String

YAML
Destination: String
Source: String

プロパティ
Destination
変更するレスポンスの場所と、その変更方法を指定します。詳細については、「API リクエストとレ
スポンスの変換」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source
パラメータを更新するデータを指定します。詳細については、「API リクエストとレスポンスの変
換」を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
964

AWS CloudFormation ユーザーガイド
API Gateway V2

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::Integration ResponseParameterList
HTTP API の応答パラメータのリストを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResponseParameters" : [ ResponseParameter (p. 964), ... ]

YAML
ResponseParameters:
- ResponseParameter (p. 964)

プロパティ
ResponseParameters
HTTP API に対してのみサポートされます。レスポンスをクライアントに返す前に、レスポンスパラ
メーターを使用して HTTP レスポンスをバックエンド統合から変換します。選択キーから応答パラ
メータへのキー/値のマップを指定します。選択キーは、200～599 の範囲内の有効な HTTP ステータ
スコードである必要があります。レスポンスパラメータは、キーと値のマップです。キーは、パター
ン <action>:<header>.<location> または overwrite.statuscode と一致する必要がありま
す。アクションは append、overwrite、または remove です。値には、静的値、レスポンスデータ
へのマッピング、ランタイムに評価されるステージ変数やコンテキスト変数のいずれかを指定できま
す。詳細については、「API リクエストとレスポンスの変換」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResponseParameter (p. 964) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::Integration TlsConfig
TlsConfig プロパティは、プライベート統合の TLS 設定を指定します。TLS 設定を指定した場合、プラ
イベート統合トラフィックは HTTPS プロトコルを使用します。HTTP API に対してのみサポートされま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ServerNameToVerify" : String

YAML
ServerNameToVerify: String

プロパティ
ServerNameToVerify
サーバー名を指定すると、API Gateway ではそれを使用して統合の証明書のホスト名を検証します。
サーバー名は、Server Name Indication (SNI) または仮想ホスティングをサポートするために、TLS ハ
ンドシェイクにも含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse リソースによって WebSocket API の統合が更新され
ます。詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway で WebSocket API の統合レスポン
スを設定する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ContentHandlingStrategy" : String,
"IntegrationId" : String,
"IntegrationResponseKey" : String,
"ResponseParameters" : Json,
"ResponseTemplates" : Json,
"TemplateSelectionExpression" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse
Properties:
ApiId: String
ContentHandlingStrategy: String
IntegrationId: String
IntegrationResponseKey: String
ResponseParameters: Json
ResponseTemplates: Json
TemplateSelectionExpression: String
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プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ContentHandlingStrategy
WebSocket API でのみサポートされています。レスポンスペイロードのコンテンツタイプの変換を
処理する方法を指定します。サポートされている値は CONVERT_TO_BINARY と CONVERT_TO_TEXT
で、次のように動作します。
CONVERT_TO_BINARY: レスポンスペイロードを Base64 でエンコードされた文字列からバイナリ
BLOB に変換します。
CONVERT_TO_TEXT: リレスポンスペイロードをバイナリ BLOB から Base64 でエンコードされた文
字列に変換します。
このプロパティが定義されていない場合、レスポンスペイロードはは、統合レスポンスからルートレ
スポンスまたはメソッドレスポンスに変更せずにパススルーされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationId
統合 ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegrationResponseKey
統合レスポンスのキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseParameters
バックエンドからメソッドレスポンスに渡されるレスポンスパラメータを指定するキーと値
のマップです。キーはメソッドレスポンスヘッダーのパラメータ名であり、マップされた値
は統合レスポンスヘッダー値、単一引用符のペアで囲まれた静的な値、または統合レスポン
ス本文からの JSON 式です。マッピングキーは、method.response.header.{name}
のパターンと一致する必要があります。name は有効で一意のヘッダー名です。マッ
ピングされた非静的値は、integration.response.header.{name} または
integration.response.body.{JSON-expression} のパターンと一致する必要があります。
{name} は有効で一意のレスポンスヘッダー名であり、 {JSON-expression} は $ プレフィック
スなしの有効な JSON 式です。
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必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ResponseTemplates
キーと値のペアの文字列間のマップとしての統合レスポンスのレスポンステンプレートのコレクショ
ンです。レスポンステンプレートは、キー/値マップとして表され、キーとしてコンテンツタイプ、値
としてテンプレートを使用します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TemplateSelectionExpression
統合レスポンスのテンプレート選択式です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abcd123 などの統合レスポンスリソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
統合レスポンスの作成例
次の例は、MyIntegration という名前の integration リソースを持つ MyApi という名前の API の
IntegrationResponse リソースを作成します。

JSON
{

}

"IntegrationResponse": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse",
"Properties": {
"IntegrationId": {
"Ref": "MyIntegration"
},
"IntegrationResponseKey": "/400/",
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
}
}
}
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YAML
IntegrationResponse:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse'
Properties:
IntegrationId: !Ref MyIntegration
IntegrationResponseKey: /400/
ApiId: !Ref MyApi

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンスの CreateIntegrationResponse

AWS::ApiGatewayV2::Model
AWS::ApiGatewayV2::Model リソースによって、WebSocket API のデータモデルが更新されます。詳
細については、API Gateway 開発者ガイドの「モデル選択式」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Model",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ContentType" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Schema" : Json
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Model
Properties:
ApiId: String
ContentType: String
Description: String
Name: String
Schema: Json

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ContentType
モデルのコンテンツタイプです。たとえば、「application/json」。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
モデルの説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
モデルの名前です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schema
モデルのスキーマです。application/json のモデルの場合、これは JSON スキーマドラフト 4 モデルで
ある必要があります。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abc123 などのモデル ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
モデルの作成例
次の例では、MyApi という名前の APIの MyModel という名前の model リソースを作成します。

JSON
{

"MyModel": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Model",
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}

}

"Properties": {
"Name": "ModelName",
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"ContentType": "application/json",
"Schema": {
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"title": "DummySchema",
"type": "object",
"properties": {
"id": {
"type": "string"
}
}
}
}

YAML
MyModel:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Model'
Properties:
Name: ModelName
ApiId: !Ref MyApi
ContentType: application/json
Schema:
$schema: 'http://json-schema.org/draft-04/schema#'
title: DummySchema
type: object
properties:
id:
type: string

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateModel

AWS::ApiGatewayV2::Route
AWS::ApiGatewayV2::Route リソースによって API のルートが作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Route",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ApiKeyRequired" : Boolean,
"AuthorizationScopes" : [ String, ... ],
"AuthorizationType" : String,
"AuthorizerId" : String,
"ModelSelectionExpression" : String,
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}

}

"OperationName" : String,
"RequestModels" : Json,
"RequestParameters" : Json,
"RouteKey" : String,
"RouteResponseSelectionExpression" : String,
"Target" : String

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Route
Properties:
ApiId: String
ApiKeyRequired: Boolean
AuthorizationScopes:
- String
AuthorizationType: String
AuthorizerId: String
ModelSelectionExpression: String
OperationName: String
RequestModels: Json
RequestParameters: Json
RouteKey: String
RouteResponseSelectionExpression: String
Target: String

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ApiKeyRequired
ルートに API キーが必要かどうかを指定します。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AuthorizationScopes
このルートでサポートされている認証スコープです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AuthorizationType
ルートの権限付与タイプ。WebSocket API の場合、有効な値は、オープンアクセスの場合は
NONE、AWS IAM 許可の使用の場合は AWS_IAM、Lambda オーソライザーの使用の場合は CUSTOM で
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す。HTTP API の場合、有効な値は、オープンアクセスで NONE、JSON ウェブトークンを使用する
と JWT、AWS IAM 許可を使用すると AWS_IAM、および Lambda 認証を使用すると CUSTOM になりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerId
このルートに関連付けられる Authorizer リソースの識別子。オーソライザー 識別子は、オーソラ
イザーを作成したときに API Gateway によって生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ModelSelectionExpression
ルートのモデル選択式です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OperationName
ルートのオペレーション名です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestModels
ルートのリクエストモデルです。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RequestParameters
ルートのリクエストパラメータです。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RouteKey
ルートのルートキーです。HTTP API の場合、ルートキーは $default、または HTTP メソッドとリ
ソースパスの組み合わせです (例: GET /pets)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RouteResponseSelectionExpression
ルートのルートレスポンス選択式です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Target
ルートのターゲットです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abcd123 などの ルートリソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
HTTP API ルート作成の例
次の例では、MyIntegration という名前の integration リソースをすでに持っている MyAPI とい
う名前の HTTP API に MyRoute という名前の route リソースを作成します。ルートは /signup への
POST リクエストを受け入れます。

JSON
"MyRoute": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Route",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "MyAPI"
},
"RouteKey": "POST /signup",
"Target": {
"Fn::Join": [
"/",
[
"integrations",
{
"Ref": "MyIntegration"
}
]
]
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}

}

}

YAML
MyRoute:
Type: AWS::ApiGatewayV2::Route
Properties:
ApiId: !Ref MyAPI
RouteKey: 'POST /signup'
Target: !Join
- /
- - integrations
- !Ref MyIntegration

WebSocket API ルート作成の例
次の例では、MyIntegration という名前の integration リソースをすでに持っている MyAPI とい
う名前の WebSocket API に MyRoute という名前の route リソースを作成します。このルートには
routekey1 というルートキーの値があります。

JSON
{

}

"MyRoute": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Route",
"DependsOn": [
"MyIntegration"
],
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"RouteKey": "routekey1",
"AuthorizationType": "NONE",
"Target": {
"Fn::Join": [
"/",
[
"integrations",
{
"Ref": "MyIntegration"
}
]
]
}
}
}

YAML
MyRoute:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Route'
DependsOn:
- MyIntegration
Properties:
ApiId: !Ref MyApi
RouteKey: routekey1
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AuthorizationType: NONE
Target: !Join
- /
- - integrations
- !Ref MyIntegration

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateRoute

AWS::ApiGatewayV2::Route ParameterConstraints
パラメータが必須かどうかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Required" : Boolean

YAML
Required: Boolean

プロパティ
Required
パラメータが必須かどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の「Routes」

AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse リソースによって、WebSocket API のルートレスポンスが返
されます。詳細については、API Gateway 開発者ガイドの「API Gateway に WebSocket API のルートレ
スポンスを設定する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ModelSelectionExpression" : String,
"ResponseModels" : Json,
"ResponseParameters" : Json,
"RouteId" : String,
"RouteResponseKey" : String
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse
Properties:
ApiId: String
ModelSelectionExpression: String
ResponseModels: Json
ResponseParameters: Json
RouteId: String
RouteResponseKey: String

プロパティ
ApiId
API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ModelSelectionExpression
ルートレスポンスのモデル選択式です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseModels
ルートレスポンスのレスポンスモデルです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ResponseParameters
ルートレスポンスパラメータです。
必須: いいえ
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タイプ: Json
Update requires: No interruption
RouteId
ルート ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RouteResponseKey
ルートレスポンスキーです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
abc123 などのルートレスポンスリソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ルートレスポンスの作成例
次の例では、MyIntegration という名前の integration と MyRoute という名前の route をすでに
持っている MyApi という名前の WebSocket API の RouteResponse リソースを作成します。

JSON
{

}

"MyRouteResponse": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse",
"Properties": {
"RouteId": {
"Ref": "MyRoute"
},
"ApiId": {
"Ref": "MyApi"
},
"RouteResponseKey": "$default"
}
}

YAML
MyRouteResponse:
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Type: 'AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse'
Properties:
RouteId: !Ref MyRoute
ApiId: !Ref MyApi
RouteResponseKey: $default

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway Version 2 API リファレンス の CreateRouteResponse

AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse ParameterConstraints
パラメータが必須かどうかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Required" : Boolean

YAML
Required: Boolean

プロパティ
Required
パラメータが必須かどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway Version 2 API リファレンス の「RouteResponses」

AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS::ApiGatewayV2::Stageリソースは、API のステージを指定します。各ステージは、API のデプロ
イの名前付きリファレンスで、クライアントアプリケーションから呼び出すことができます。詳細につい
ては、 HTTP API のステージの操作 および API ゲートウェイでの WebSocket API のデプロイ を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::Stage",
"Properties" : {
"AccessLogSettings" : AccessLogSettings (p. 983),
"AccessPolicyId" : String,
"ApiId" : String,
"AutoDeploy" : Boolean,
"ClientCertificateId" : String,
"DefaultRouteSettings" : RouteSettings (p. 984),
"DeploymentId" : String,
"Description" : String,
"RouteSettings" : Json (p. 984),
"StageName" : String,
"StageVariables" : Json,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage
Properties:
AccessLogSettings:
AccessLogSettings (p. 983)
AccessPolicyId: String
ApiId: String
AutoDeploy: Boolean
ClientCertificateId: String
DefaultRouteSettings:
RouteSettings (p. 984)
DeploymentId: String
Description: String
RouteSettings: Json (p. 984)
StageName: String
StageVariables: Json
Tags: Json

プロパティ
AccessLogSettings
このステージのアクセスを記録するための設定です。
必須: いいえ
タイプ: AccessLogSettings (p. 983)
Update requires: No interruption
AccessPolicyId
このパラメータは、現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ApiId
API 識別子。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AutoDeploy
API の更新によって新しいデプロイが自動的にトリガーされるかどうかを指定します。デフォルト値
は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ClientCertificateId
Stage のクライアント証明書の識別子です。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultRouteSettings
ステージのデフォルトのルート設定です。
必須: いいえ
タイプ: RouteSettings (p. 984)
Update requires: No interruption
DeploymentId
API ステージのデプロイ識別子です。autoDeploy が有効になっている場合は、更新できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
API ステージの説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RouteSettings
ステージのルート設定です。
必須: いいえ
タイプ: Json (p. 984)
Update requires: No interruption
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StageName
ステージ名です。ステージ名には、英数字、ハイフン、アンダースコアのみを含めることができま
す。また、この名前を $default にすることもできます。最大長は 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StageVariables
Stage のステージ変数を定義するマップです。変数名には英数字とアンダースコア文字を使用でき、
値は [A-Za-z0-9-._~:/?#&=,]+ と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
タグのコレクション。各タグ要素は、特定のリソースに関連付けられます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
MyTestStage などのステージ名 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ステージの作成例
次の例では、MyStage という名前の stage リソースを作成し、MyDeployment といいう名前の既存の
deployment に関連付けます。

JSON
{

"MyStage": {
"Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage",
"Properties": {
"StageName": "Prod",
"Description": "Prod Stage",
"DeploymentId": {
"Ref": "MyDeployment"
},
"ApiId": {
"Ref": "CFNWebSocket"
},
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group",

"DefaultRouteSettings": {
"DetailedMetricsEnabled": true,
"LoggingLevel": "INFO",
"DataTraceEnabled": false,
"ThrottlingBurstLimit": 10,
"ThrottlingRateLimit": 10
},
"AccessLogSettings": {
"DestinationArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789:log-group:my-log-

"Format": "{\"requestId\":\"$context.requestId\", \"ip\":
\"$context.identity.sourceIp\", \"caller\":\"$context.identity.caller\", \"user\":
\"$context.identity.user\",\"requestTime\":\"$context.requestTime\", \"eventType\":
\"$context.eventType\",\"routeKey\":\"$context.routeKey\", \"status\":\"$context.status\",
\"connectionId\":\"$context.connectionId\"}"
}
}
}
}

YAML
MyStage:
Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage'
Properties:
StageName: Prod
Description: Prod Stage
DeploymentId: !Ref MyDeployment
ApiId: !Ref CFNWebSocket
DefaultRouteSettings:
DetailedMetricsEnabled: true
LoggingLevel: INFO
DataTraceEnabled: false
ThrottlingBurstLimit: 10
ThrottlingRateLimit: 10
AccessLogSettings:
DestinationArn: 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789:log-group:my-log-group'
Format: >{"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp",
"caller":"$context.identity.caller",
"user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime",
"eventType":"$context.eventType","routeKey":"$context.routeKey",
"status":"$context.status","connectionId":"$context.connectionId"}

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の CreateStage

AWS::ApiGatewayV2::Stage AccessLogSettings
ステージのアクセスを記録するための設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DestinationArn" : String,
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}

"Format" : String

YAML
DestinationArn: String
Format: String

プロパティ
DestinationArn
アクセスログを受け取るための CloudWatch Logs ロググループの ARN。このパラメータは、アクセ
スログを有効にするために必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Format
選択された $context 変数で指定されたデータのアクセスログの単一の行の形式。形式には少なくとも
$context.requestId が含まれている必要があります。このパラメータは、アクセスログを有効にするた
めに必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の「Stages」

AWS::ApiGatewayV2::Stage RouteSettings
ルート設定のコレクションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataTraceEnabled" : Boolean,
"DetailedMetricsEnabled" : Boolean,
"LoggingLevel" : String,
"ThrottlingBurstLimit" : Integer,
"ThrottlingRateLimit" : Double

YAML
DataTraceEnabled: Boolean
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DetailedMetricsEnabled: Boolean
LoggingLevel: String
ThrottlingBurstLimit: Integer
ThrottlingRateLimit: Double

プロパティ
DataTraceEnabled
このルートに対してデータトレースログを有効 (true) にするか無効 (false) にするかを指定し
ます。このプロパティは、Amazon CloudWatch Logs にプッシュされるログエントリに影響しま
す。WebSocket API でのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DetailedMetricsEnabled
詳細なメトリクスを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LoggingLevel
このルートのログレベルを INFO、ERROR、OFF のいずれかに設定します。このプロパティ
は、Amazon CloudWatch Logs にプッシュされるログエントリに影響します。WebSocket API でのみ
サポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ThrottlingBurstLimit
スロットリングのバースト制限を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThrottlingRateLimit
スロットリングのレート制限を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon API Gateway バージョン 2 API リファレンス の「Stages」
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AWS::ApiGatewayV2::VpcLink
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink リソースによって VPC リンクが作成されます。HTTP API に対し
てのみサポートされます。VPC リンクを正常に作成するには、VPC リンクを、かならず PENDING か
ら AVAILABLE に移行してください。これには最大 10 分ほどかかることがあります。詳細について
は、Amazon API Gateway 開発者ガイドの「HTTP API の VPC リンクの使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApiGatewayV2::VpcLink",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::ApiGatewayV2::VpcLink
Properties:
Name: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String
Tags: Json

プロパティ
Name
VPC リンクの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
VPC リンクのセキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SubnetIds
VPC リンクに含めるサブネット ID のリスト。
必須: はい
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
タグのコレクション。各タグ要素は、特定のリソースに関連付けられます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: VPC リンクの
ID。abcde1 など。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS AppConfig リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AppConfig::Application (p. 987)
• AWS::AppConfig::ConfigurationProfile (p. 990)
• AWS::AppConfig::Deployment (p. 997)
• AWS::AppConfig::DeploymentStrategy (p. 1001)
• AWS::AppConfig::Environment (p. 1006)
• AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion (p. 1010)

AWS::AppConfig::Application
AWS::AppConfig::Application リソースは、顧客に機能を提供するコードの論理単位であるアプリ
ケーションを作成します。たとえばアプリケーションには、Amazon EC2 インスタンスで実行されるマイ
クロサービス、ユーザーによりインストールされたモバイルアプリケーション、Amazon API Gateway お
よび AWS Lambda を使用するサーバーレスアプリケーション、またはほかのユーザーに代わって実行す
る任意のシステムなどがあります。
AWS AppConfig では、次の手順でリソースを作成し、設定をデプロイする必要があります。
1. アプリケーションの作成
2.
3.
4.
5.

環境の作成
設定プロファイルの作成
デプロイ戦略の作成
設定のデプロイ

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

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppConfig::Application",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 989), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppConfig::Application
Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
- Tags (p. 989)

プロパティ
Description
アプリケーションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
Tags
アプリケーションに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ち
ます。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が
定義します。
必須: いいえ
タイプ: Tags (p. 989) の リスト (p. 989)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アプリケーション ID

例
AWS AppConfig アプリケーション例
次の例では、MyTestApplication という名前のシンプルな AWS AppConfig アプリケーションを作成しま
す。AWS AppConfig のアプリケーションは、顧客に機能を提供するコードの論理単位です。たとえばア
プリケーションには、Amazon EC2 インスタンスで実行されるマイクロサービス、ユーザーによりイン
ストールされたモバイルアプリケーション、Amazon API Gateway および AWS Lambda を使用するサー
バーレスアプリケーション、またはほかのユーザーに代わって実行する任意のシステムなどがあります。

JSON
BasicApplication": {
"Type": "AWS::AppConfig::Application",
"Properties": {
"Name": "MyTestApplication",
"Description": "A sample test application.",
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "test"
}
]
}
}
}

YAML
BasicApplication:
Type: AWS::AppConfig::Application
Properties:
Name: "MyTestApplication"
Description: "A sample test application."
Tags:
- Key: Env
Value: test

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• アプリケーションを作成する

AWS::AppConfig::Application Tags
アプリケーションに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちま
す。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値の文字列マップ。有効な文字セットは [a-zA-Z+-=._:/] です。タグキーは最大 128 文字
で、aws: で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグの値は最大 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile リソースは、AWS AppConfig が設定ソースにアクセスで
きるようにする設定プロファイルを作成します。有効な設定ソースには、AWS Systems Manager (SSM)
ドキュメント、SSM パラメータストアパラメータ、および Amazon S3 があります。設定プロファイルに
は、次に示す情報が含まれます。
• 設定データの URI の場所。
• 設定データへのアクセスを提供する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
• 設定データのバリデータ。使用可能なバリデータには、AWS Lambda 関数の JSON スキーマまたは
Amazon リソースネーム (ARN) のいずれかが含まれます。
AWS AppConfig では、次の手順でリソースを作成し、設定をデプロイする必要があります。
1. アプリケーションの作成
2. 環境の作成
3. 設定プロファイルの作成
4. デプロイ戦略の作成
5. 設定のデプロイ
詳細については、AWS AppConfig ユーザーガイドの AWS AppConfig を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppConfig::ConfigurationProfile",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"Description" : String,
"LocationUri" : String,
"Name" : String,
"RetrievalRoleArn" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 995), ... ],
"Validators" : [ Validators (p. 996), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
Properties:
ApplicationId: String
Description: String
LocationUri: String
Name: String
RetrievalRoleArn: String
Tags:
- Tags (p. 995)
Validators:
- Validators (p. 996)

プロパティ
ApplicationId
アプリケーション ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
Description
設定プロファイルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
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LocationUri
設定を特定する URI。AWS AppConfig でホストされた設定ストア、Systems Manager (SSM) ドキュ
メント、SSM パラメータストアのパラメータ、または Amazon S3 オブジェクトを指定できます。
ホストされた設定ストアの場合は、hosted を指定します。SSM ドキュメントの場合、ドキュメン
ト名を ssm-document://<Document_name> 形式で指定するか、Amazon リソースネーム (ARN)
を指定します。パラメータの場合は、パラメータ名を ssm-parameter://<Parameter_name> 形
式で、または ARN を指定します。Amazon S3 オブジェクトの場合は、URI を s3://<bucket>/
<objectKey> の形式で指定します。例: s3://my-bucket/my-app/us-east-1/my-config.json
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
Name
設定プロファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
RetrievalRoleArn
指定された LocationUri の設定へのアクセス許可を持つ IAM ロールの ARN。

Important
AWS AppConfig でホストされた設定ストアに保存されている設定には、取得ロール ARN は
必要ありません。この設定は、設定を保存する他のすべてのソースで必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^((arn):(aws|aws-cn|aws-iso|aws-iso-[a-z]{1}|aws-us-gov):(iam)::
\d{12}:role[/].*)$
Update requires: No interruption
Tags
設定プロファイルに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ち
ます。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が
定義します。
必須: いいえ
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タイプ: Tags (p. 995) の リスト (p. 995)
Update requires: No interruption
Validators
構成を検証するメソッドのリスト。
必須: いいえ
タイプ: バリデータ (p. 996)のリスト (p. 996)
最大: 2
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 設定プロファイル ID。

例
AWS AppConfig 設定プロファイルの例 - CodePipeline
次の例では、MyTestConfigurationProfile という名前の AWS AppConfig 設定プロファイルを作成します。
設定プロファイルには、設定データにアクセスするためのソース情報が含まれています。設定プロファイ
ルにオプションのバリデータを含めて、設定データが構文的にもセマンティック的にも正しいことを確認
することもできます。以下の設定プロファイルの例では、指定された LocationUri を使用して、AWS
CodePipeline から設定データを取得します。

JSON
{

}

"Resources": {
"CodePipelineConfigurationProfile": {
"Type": "AWS::AppConfig::ConfigurationProfile",
"DependsOn": "MyTestApplication",
"Properties": {
"ApplicationId": "MyTestApplication",
"Name": "MyTestConfigurationProfile",
"Description": "My test configuration profile",
"LocationUri": "codepipeline://YourPipelineName",
"Validators": [
{
"Type": "LAMBDA",
"Content": "MyLambdaValidator"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "test"
}
]
}
}
}
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YAML
Resources:
CodePipelineConfigurationProfile:
Type: AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
Properties:
ApplicationId: !Ref MyTestApplication
Name: "MyTestConfigurationProfile"
Description: "My test configuration profile"
LocationUri: "codepipeline://YourPipelineName"
Validators:
- Type: LAMBDA
Content: !ImportValue MyLambdaValidator
Tags:
- Key: Env
Value: test

AWS AppConfig 設定プロファイルの例 - パラメータストア
次の例では、MyTestConfigurationProfile という名前の AWS AppConfig 設定プロファイルを作成します。
設定プロファイルには、設定データにアクセスするためのソース情報が含まれています。設定プロファ
イルにオプションのバリデータを含めて、設定データが構文的にもセマンティック的にも正しいことを
確認することもできます。次の設定プロファイルの例では、指定された RetrievalRoleArn および
LocationUri を使用して、SSM パラメータから設定データを取得します。

JSON
{

"Type": "AWS::AppConfig::ConfigurationProfile",
"DependsOn": "MyTestApplication",
"Properties": {
"ApplicationId": {
"Ref": "MyTestApplication"
},
"Name": "MyTestConfigurationProfile",
"Description": "My test configuration profile",
"RetrievalRoleArn": {
"Fn::ImportValue": "ConfigurationRetrievalAndMonitoringRole"
},
"LocationUri": {
"Fn::Sub": [
"ssm-parameter://${ParameterName}",
{
"ParameterName": {
"Fn::ImportValue": "SSMParameter"
}
}
]
},
"Validators": [
{
"Type": "LAMBDA",
"Content": {
"Fn::ImportValue": "MyLambdaValidator"
}
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "Test"
}
]
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}

}

YAML
Resources:
BasicConfigurationProfile:
Type: AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
Properties:
ApplicationId: !Ref MyTestApplication
Name: "MyTestConfigurationProfile"
Description: "My test configuration profile"
RetrievalRoleArn: !ImportValue ConfigurationRetrievalAndMonitoringRole
LocationUri:
Fn::Sub:
- "ssm-parameter://${ParameterName}"
- ParameterName: !ImportValue SSMParameter
Validators:
- Type: LAMBDA
Content: !ImportValue MyLambdaValidator
Tags:
- Key: Env
Value: test

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• 設定および設定プロファイルの作成

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Tags
設定プロファイルに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちま
す。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値の文字列マップ。有効な文字セットは [a-zA-Z+-=._:/] です。タグキーは最大 128 文字
で、aws: で始めることはできません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグの値は最大 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::ConfigurationProfile Validators
バリデータは構文チェックまたはセマンティックチェックを実施して、デプロイする設定が意図したとお
りに動作することを確認します。アプリケーション設定データを検証するには、設定に対して実行するス
キーマまたは Lambda 関数を指定します。設定データが有効である場合にのみ、設定のデプロイまたは更
新を処理することができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Content" : String,
"Type" : String

YAML
Content: String
Type: String

プロパティ
Content
Lambda 関数の JSON スキーマのコンテンツまたは Amazon リソースネーム (ARN) のいずれかで
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 32768
Update requires: No interruption
Type
AWS AppConfig が JSON_SCHEMA および LAMBDA 型のバリデータをサポート
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: JSON_SCHEMA | LAMBDA
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::Deployment
AWS::AppConfig::Deployment リソースはデプロイを開始します。AWS AppConfig でデプロイを開始
すると、StartDeployment API アクションが呼び出されます。この呼び出しには、デプロイする AWS
AppConfig アプリケーションの ID、環境、設定プロファイル、および設定データバージョン (オプション)
が含まれます。この呼び出しには、使用するデプロイ戦略の ID も含まれます。ID は、設定データのデプ
ロイ方法を決定します。
AWS AppConfig は、すべてのホストへの配布をモニタリングし、ステータスをレポートします。ディスト
リビューションが失敗した場合は、AWS AppConfig は設定をロールバックします。
AWS AppConfig では、次の手順でリソースを作成し、設定をデプロイする必要があります。
1. アプリケーションの作成
2. 環境の作成
3. 設定プロファイルの作成
4. デプロイ戦略の作成
5. 設定のデプロイ
詳細については、AWS AppConfig ユーザーガイドの AWS AppConfig を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppConfig::Deployment",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"ConfigurationProfileId" : String,
"ConfigurationVersion" : String,
"DeploymentStrategyId" : String,
"Description" : String,
"EnvironmentId" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 1000), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppConfig::Deployment
Properties:
ApplicationId: String
ConfigurationProfileId: String
ConfigurationVersion: String
DeploymentStrategyId: String
Description: String
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EnvironmentId: String
Tags:
- Tags (p. 1000)

プロパティ
ApplicationId
アプリケーション ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
ConfigurationProfileId
設定プロファイル ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
ConfigurationVersion
デプロイする設定バージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
DeploymentStrategyId
デプロイ戦略 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
Description
デプロイの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 1024
Update requires: Replacement
EnvironmentId
環境 ID｡
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
Tags
デプロイに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちます。タ
グはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義しま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tags (p. 1000) の リスト (p. 1000)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号

例
AWS AppConfigデプロイの例
次の例では AWS AppConfig デプロイを作成します。AWS AppConfig でデプロイを開始する
と、StartDeployment API アクションが呼び出されます。この呼び出しには、デプロイする AWS
AppConfig アプリケーションの ID、環境、設定プロファイル、および設定データバージョン (オプション)
が含まれます。この呼び出しには、使用するデプロイ戦略の ID も含まれます。ID は、設定データのデプ
ロイ方法を決定します。
AWS AppConfig は、すべてのホストへの配布をモニタリングし、ステータスをレポートします。ディスト
リビューションが失敗した場合は、AWS AppConfig は設定をロールバックします。

JSON
Resources": {
"BasicDeployment": {
"Type": "AWS::AppConfig::Deployment",
"DependsOn": [
"MyTestApplication",
"MyTestConfigurationProfile",
"MyTestEnvironment",
"MyTestDeploymentStrategy"
],
"Properties": {

API バージョン 2010-05-15
999

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AppConfig

}

}

}

}

"ApplicationId": 12345,
"EnvironmentId": 12345,
"DeploymentStrategyId": 12345,
"ConfigurationProfileId": 12345,
"ConfigurationVersion": "1",
"Description": "My test deployment",
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "test"
}
]

YAML
Resources:
BasicDeployment:
Type: AWS::AppConfig::Deployment
Properties:
ApplicationId: !Ref MyTestApplication
EnvironmentId: !Ref MyTestEnvironment
DeploymentStrategyId: !Ref MyTestDeploymentStrategy
ConfigurationProfileId: !Ref MyTestConfigurationProfile
ConfigurationVersion: '1'
Description: 'My test deployment'
Tags:
- Key: Env
Value: test

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• 設定のデプロイ

AWS::AppConfig::Deployment Tags
デプロイ戦略に割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちます。タ
グはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String
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プロパティ
Key
キーと値の文字列マップ。有効な文字セットは [a-zA-Z+-=._:/] です。タグキーは最大 128 文字
で、aws: で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグの値は最大 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy リソースは、AWS AppConfig デプロイ戦略を作成します。
デプロイ戦略は、指定したターゲットに設定を展開するための重要な基準を定義します。デプロイ戦略に
は、必要な全体の期間、各間隔でデプロイを受け取るターゲットの割合、パーセントの成長方法を定義す
るアルゴリズム、ベイク時間が含まれます。
AWS AppConfig では、次の手順でリソースを作成し、設定をデプロイする必要があります。
1. アプリケーションの作成
2. 環境の作成
3. 設定プロファイルの作成
4. デプロイ戦略の作成
5. 設定のデプロイ
詳細については、AWS AppConfig ユーザーガイドの AWS AppConfig を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppConfig::DeploymentStrategy",
"Properties" : {
"DeploymentDurationInMinutes" : Double,
"Description" : String,
"FinalBakeTimeInMinutes" : Double,
"GrowthFactor" : Double,
"GrowthType" : String,
"Name" : String,
"ReplicateTo" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 1005), ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
Properties:
DeploymentDurationInMinutes: Double
Description: String
FinalBakeTimeInMinutes: Double
GrowthFactor: Double
GrowthType: String
Name: String
ReplicateTo: String
Tags:
- Tags (p. 1005)

プロパティ
DeploymentDurationInMinutes
デプロイにかかる合計時間。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 0
最大: 1440
Update requires: No interruption
Description
デプロイ戦略の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
FinalBakeTimeInMinutes
デプロイが完了し、自動ロールバックの対象とならないとみなすまで、アラームのために AWS
AppConfig がモニタリングする時間の合計。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 0
最大: 1440
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
1002

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AppConfig

GrowthFactor
各間隔でデプロイされた設定を受信するターゲットの割合。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
GrowthType
時間が経過するにつれて、パーセンテージがどの程度増加するかを定義するために使用されるアルゴ
リズム。AWS AppConfig は、次の増加タイプをサポートしています。
線形: このタイプでは、AWS AppConfig がターゲットの合計数を Step percentage のために指定し
た値で割ってデプロイを処理します。たとえば、10 の Step percentage を使用する線形デプロイ
ではホストの 10 パーセントに設定をデプロイします。このデプロイが完了すると、システムは次の
10 パーセントに設定をデプロイします。これは、ターゲットの 100% が設定を正常に受信するまで続
きます。
指数: このタイプの場合、AWS AppConfig は G*(2^N) という式を使用してデプロイを指数的に処理
します。この式では、G はユーザーによって指定された増加係数で、N は設定がすべてのターゲット
にデプロイされるまでのステップ数です。たとえば、増加係数に 2 を指定すると、次のように設定が
ロールアウトされます。
2*(2^0)
2*(2^1)
2*(2^2)
デプロイは、ターゲットの 2%、ターゲットの 4%、ターゲットの 8%、ターゲットの 8% のように
ロールアウトされ、設定がすべてのターゲットにデプロイされるまで続行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EXPONENTIAL | LINEAR
Update requires: No interruption
Name
デプロイ戦略の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
ReplicateTo
デプロイ戦略を Systems Manager (SSM) ドキュメントに保存します。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: NONE | SSM_DOCUMENT
Update requires: Replacement
Tags
AWS AppConfig リソースに割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類
に役立ちます。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお
客様側が定義します。1 つのリソースに対して最大 50 個のタグを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Tags (p. 1005) の リスト (p. 1005)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: デプロイ戦略 ID。

例
AWS AppConfig デプロイ戦略の例
次の例では、MyTestDeploymentStrategy という名前の AWS AppConfig デプロイ戦略を作成します。デプ
ロイ戦略は、コンフィギュレーションのデプロイ方法を定義します。

JSON
Resources": {
"BasicDeploymentStrategy": {
"Type": "AWS::AppConfig::DeploymentStrategy",
"Properties": {
"Name": "MyTestDeploymentStrategy",
"Description": "A sample test deployment strategy.",
"DeploymentDurationInMinutes": 3,
"FinalBakeTimeInMinutes": 4,
"GrowthFactor": 10,
"GrowthType": "LINEAR",
"ReplicateTo": "NONE",
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "test"
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
BasicDeploymentStrategy:
Type: AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
Properties:
Name: "MyTestDeploymentStrategy"
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Description: "A sample test deployment strategy."
DeploymentDurationInMinutes: 3
FinalBakeTimeInMinutes: 4
GrowthFactor: 10
GrowthType: LINEAR
ReplicateTo: NONE
Tags:
- Key: Env
Value: test

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• デプロイ戦略の作成

AWS::AppConfig::DeploymentStrategy Tags
デプロイ戦略に割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちます。タ
グはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値の文字列マップ。有効な文字セットは [a-zA-Z+-=._:/] です。タグキーは最大 128 文字
で、aws: で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグの値は最大 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::AppConfig::Environment
AWS::AppConfig::Environment リソースは、環境を作成します。この環境は、Beta 環境や
Production 環境のアプリケーションなどの AWS AppConfig ターゲットの論理的なデプロイグルー
プです。AWS AppConfig アプリケーションごとに 1 つ以上の環境を定義します。アプリケーションの
Web、Mobile、および Back-end といったコンポーネントを含む、アプリケーションのサブコンポーネ
ントの環境を定義することもできます。環境ごとに Amazon CloudWatch アラームを設定できます。シス
テムは、設定のデプロイ中にアラームをモニタリングします。アラームがトリガーされると、システムは
設定をロールバックします。
AWS AppConfig では、次の手順でリソースを作成し、設定をデプロイする必要があります。
1. アプリケーションの作成
2. 環境の作成
3. 設定プロファイルの作成
4. デプロイ戦略の作成
5. 設定のデプロイ
詳細については、AWS AppConfig ユーザーガイドの AWS AppConfig を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppConfig::Environment",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"Description" : String,
"Monitors" : [ Monitors (p. 1008), ... ],
"Name" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 1009), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppConfig::Environment
Properties:
ApplicationId: String
Description: String
Monitors:
- Monitors (p. 1008)
Name: String
Tags:
- Tags (p. 1009)

プロパティ
ApplicationId
アプリケーション ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
Description
環境の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
Monitors
デプロイプロセス中にモニタリングする Amazon CloudWatch のアラーム。
必須: いいえ
タイプ: モニター (p. 1008)のリスト (p. 1008)
最大: 5
Update requires: No interruption
Name
環境の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
Tags
環境に割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちます。タグは
それぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
必須: いいえ
タイプ: Tags (p. 1009)のリスト (p. 1009)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 環境 ID｡

例
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AWS AppConfig 環境例
次の例では、MyTestEnvironment という名前の AWS AppConfig 環境を作成します。環境とは、Beta 環
境または 本運用環境のアプリケーションなどの AWS AppConfig ターゲットの論理的デプロイグループで
す。アプリケーションの Web、Mobile およびバックエンドコンポーネントなどのアプリケーションサブコ
ンポーネントの環境も定義できます。

JSON
Resources": {
"BasicEnvironment": {
"Type": "AWS::AppConfig::Environment",
"DependsOn": "DependentApplication",
"Properties": {
"ApplicationId": null,
"Name": "MyTestEnvironment",
"Description": "My test environment",
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "test"
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
BasicEnvironment:
Type: AWS::AppConfig::Environment
Properties:
ApplicationId: !Ref DependentApplication
Name: "MyTestEnvironment"
Description: "My test environment"
Tags:
- Key: Env
Value: test

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• 環境を作成する

AWS::AppConfig::Environment Monitors
デプロイプロセス中にモニタリングする Amazon CloudWatch のアラーム。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AlarmArn" : String,
"AlarmRoleArn" : String

API バージョン 2010-05-15
1008

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AppConfig
}

YAML
AlarmArn: String
AlarmRoleArn: String

プロパティ
AlarmArn
Amazon CloudWatch アラームの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
AlarmRoleArn
AWS AppConfig が AlarmArn をモニタリングするための IAM ロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^((arn):(aws|aws-cn|aws-iso|aws-iso-[a-z]{1}|aws-us-gov):(iam)::
\d{12}:role[/].*)$
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::Environment Tags
環境に割り当てるメタデータ。タグは、AWS AppConfig リソースの整理と分類に役立ちます。タグはそれ
ぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
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Value: String

プロパティ
Key
キーと値の文字列マップ。有効な文字セットは [a-zA-Z+-=._:/] です。タグキーは最大 128 文字
で、aws: で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグの値は最大 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
AWS AppConfig ホスト設定ストアで新しい構成を作成します。設定は 64 KB 以下である必要がありま
す。AWS AppConfig でホストされた設定ストアには、他の設定ストアオプションと比べて次のような利点
があります。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) やパラメータストアなど、他のサービスをセットアップ
して設定する必要はありません。
• 設定ストアを使用するために AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を設定する必要
はありません。
• 設定は任意のコンテンツタイプに保存できます。
• ストアを使用してもコストは発生しません。
• 設定プロファイルを作成したら、作成した設定をストアに追加できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"ConfigurationProfileId" : String,
"Content" : String,
"ContentType" : String,
"Description" : String,
"LatestVersionNumber" : Double
}
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YAML
Type: AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
Properties:
ApplicationId: String
ConfigurationProfileId: String
Content: String
ContentType: String
Description: String
LatestVersionNumber: Double

プロパティ
ApplicationId
アプリケーション ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
ConfigurationProfileId
設定プロファイル ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-z0-9]{4,7}
Update requires: Replacement
Content
設定または設定データの内容。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ContentType
設定コンテンツの形式を記述する標準 MIME タイプ。詳細については、「Content-Type」を参照して
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
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Description
設定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: Replacement
LatestVersionNumber
新しいバージョンの作成時に競合条件が設定更新を上書きするのを防ぐために使用されるオプション
のロックトークン。複数のホストされた設定バージョンを立て続けに作成するときにデータが上書き
されないようにするには、最新のホストされた設定バージョンのバージョン番号を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: バージョン番号。

例
AWS AppConfig でホストされた設定
次の例では、MyApplication というアプリケーションの MyTestProfile という名前の AWS
AppConfig 設定プロファイルを作成します。AWS AppConfig は、このプロファイルの設定データを AWS
AppConfig ホスト設定ストアに保存します。

JSON
{

"Resources": {
"DependentApplication": {
"Type": "AWS::AppConfig::Application",
"Properties": {
"Name": "MyApplication"
}
},
"DependentConfigurationProfile": {
"Type": "AWS::AppConfig::ConfigurationProfile",
"Properties": {
"ApplicationId": "DependentApplication",
"Name": "MyTestProfile",
"LocationUri": "hosted"
}
},
"BasicHostedConfigurationVersion": {
"Type": "AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion",
"Properties": {
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}

}

}

}

"ApplicationId": "DependentApplication",
"ConfigurationProfileId": "DependentConfigurationProfile",
"Description": "A sample hosted configuration version",
"Content": "My hosted configuration content",
"ContentType": "text/plain"

YAML
Resources:
DependentApplication:
Type: AWS::AppConfig::Application
Properties:
Name: "MyApplication"
DependentConfigurationProfile:
Type: AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
Properties:
ApplicationId: !Ref DependentApplication
Name: "MyTestProfile"
LocationUri: "hosted"
BasicHostedConfigurationVersion:
Type: AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
Properties:
ApplicationId: !Ref DependentApplication
ConfigurationProfileId: !Ref DependentConfigurationProfile
Description: 'A sample hosted configuration version'
Content: 'My hosted configuration content'
ContentType: 'text/plain'

以下の資料も参照してください。
• AWS AppConfig
• 設定および設定プロファイルの作成
• AWS AppConfig でホストされた設定ストアについて

Amazon AppFlow リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AppFlow::ConnectorProfile (p. 1013)
• AWS::AppFlow::Flow (p. 1050)

AWS::AppFlow::ConnectorProfile
AWS::AppFlow::ConnectorProfile リソースは、コネクタのインスタンスの設定プロファイルを指
定する Amazon AppFlow リソースタイプです。これには、指定された名前、認証情報の ARN、接続モー
ドなどが含まれます。すべてのタイプのコネクタプロファイルに共通するフィールドは、Properties
フィールドの下に明示的に指定されています。コネクタ固有のプロパティの残りの部分は、Properties/
ConnectorProfileConfig で指定します。

Note
AWS CloudFormation を使用して OAuth を実装するコネクタのコネクタプロファイル
(Salesforce、Slack、Zendesk、Google アナリティクスなど) を作成する場合は、アクセストーク
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ンと更新トークンを取得する必要があります。これは、OAuth 用の独自の UI を実装するか、他の
場所からトークンを取得することによって行うことができます。または、Amazon AppFlow コン
ソールを使用してコネクタプロファイルを作成してから、そのコネクタプロファイルをフロー作
成 CloudFormation テンプレートで使用することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppFlow::ConnectorProfile",
"Properties" : {
"ConnectionMode" : String,
"ConnectorProfileConfig" : ConnectorProfileConfig (p. 1018),
"ConnectorProfileName" : String,
"ConnectorType" : String,
"KMSArn" : String
}

YAML
Type: AWS::AppFlow::ConnectorProfile
Properties:
ConnectionMode: String
ConnectorProfileConfig:
ConnectorProfileConfig (p. 1018)
ConnectorProfileName: String
ConnectorType: String
KMSArn: String

プロパティ
ConnectionMode
接続モードと、それがパブリックかプライベートかを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Private | Public
Update requires: No interruption
ConnectorProfileConfig
コネクタ固有の設定と認証情報を定義します。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorProfileConfig (p. 1018)
Update requires: No interruption
ConnectorProfileName
コネクタプロファイルの名前。この名前は、AWS アカウント の ConnectorProfile ごとに一意で
す。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: [\w/!@#+=.-]+
Update requires: Replacement
ConnectorType
コネクタのタイプ (Salesforce、Amplitude など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Amplitude | CustomerProfiles | Datadog | Dynatrace | EventBridge
| Googleanalytics | Honeycode | Infornexus | LookoutMetrics | Marketo |
Redshift | S3 | Salesforce | Servicenow | Singular | Slack | Snowflake |
Trendmicro | Upsolver | Veeva | Zendesk
Update requires: Replacement
KMSArn
暗号化のために提供するキー管理サービス (KMS) キーの ARN (Amazon リソースネーム)。これ
は、Amazon AppFlow 管理の KMS キーを使用しない場合に必要です。ここで何も入力しない場
合、Amazon AppFlow は Amazon AppFlow 管理の KMS キーを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:aws:kms:.*:[0-9]+:.*
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: コネクタプロファイル名。
以下に例を示します。
{ "Ref": "myConnectorProfile" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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ConnectorProfileArn
コネクタプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。
CredentialsArn
コネクタプロファイルの認証情報の Amazon リソースネーム (ARN)。

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「CreateConnectorProfile」。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DescribeConnectorProfiles」
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DeleteConnectorProfile」。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「UpdateConnectorProfile」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile AmplitudeConnectorProfileCredentials
AmplitudeConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Amplitude を使用するときに必要な
コネクタ固有の認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApiKey" : String,
"SecretKey" : String

YAML
ApiKey: String
SecretKey: String

プロパティ
ApiKey
ユーザー、デベロッパー、または API の呼び出しプログラムを認証するために使用される一意の英数
字識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption
SecretKey
認証情報のシークレットアクセスキー部分。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「AmplitudeConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ConnectorOAuthRequest
ConnectorOAuthRequest プロパティタイプでは、Salesforce、Google
Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされる一部のコネクタを指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AuthCode" : String,
"RedirectUri" : String

YAML
AuthCode: String
RedirectUri: String

プロパティ
AuthCode
接続アプリを介して認証されたときに、コネクタによって提供されるコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
RedirectUri
認証が付与された後、認可サーバーによってブラウザがリダイレクトされる URL です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ConnectorOAuthRequest」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ConnectorProfileConfig
コネクタプロファイルのコネクタ固有の設定と認証情報を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConnectorProfileCredentials" : ConnectorProfileCredentials (p. 1019),
"ConnectorProfileProperties" : ConnectorProfileProperties (p. 1022)

YAML
ConnectorProfileCredentials:
ConnectorProfileCredentials (p. 1019)
ConnectorProfileProperties:
ConnectorProfileProperties (p. 1022)

プロパティ
ConnectorProfileCredentials
各コネクタに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: はい
タイプ: ConnectorProfileCredentials (p. 1019)
Update requires: No interruption
ConnectorProfileProperties
プロファイル設定のコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorProfileProperties (p. 1022)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ConnectorProfileConfig」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile ConnectorProfileCredentials
ConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、特定のコネクタに必要なコネクタ固有の認証情
報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Amplitude" : AmplitudeConnectorProfileCredentials (p. 1016),
"Datadog" : DatadogConnectorProfileCredentials (p. 1025),
"Dynatrace" : DynatraceConnectorProfileCredentials (p. 1026),
"GoogleAnalytics" : GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials (p. 1028),
"InforNexus" : InforNexusConnectorProfileCredentials (p. 1029),
"Marketo" : MarketoConnectorProfileCredentials (p. 1031),
"Redshift" : RedshiftConnectorProfileCredentials (p. 1034),
"Salesforce" : SalesforceConnectorProfileCredentials (p. 1036),
"ServiceNow" : ServiceNowConnectorProfileCredentials (p. 1038),
"Singular" : SingularConnectorProfileCredentials (p. 1040),
"Slack" : SlackConnectorProfileCredentials (p. 1041),
"Snowflake" : SnowflakeConnectorProfileCredentials (p. 1043),
"Trendmicro" : TrendmicroConnectorProfileCredentials (p. 1046),
"Veeva" : VeevaConnectorProfileCredentials (p. 1046),
"Zendesk" : ZendeskConnectorProfileCredentials (p. 1048)

YAML
Amplitude:
AmplitudeConnectorProfileCredentials (p. 1016)
Datadog:
DatadogConnectorProfileCredentials (p. 1025)
Dynatrace:
DynatraceConnectorProfileCredentials (p. 1026)
GoogleAnalytics:
GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials (p. 1028)
InforNexus:
InforNexusConnectorProfileCredentials (p. 1029)
Marketo:
MarketoConnectorProfileCredentials (p. 1031)
Redshift:
RedshiftConnectorProfileCredentials (p. 1034)
Salesforce:
SalesforceConnectorProfileCredentials (p. 1036)
ServiceNow:
ServiceNowConnectorProfileCredentials (p. 1038)
Singular:
SingularConnectorProfileCredentials (p. 1040)
Slack:
SlackConnectorProfileCredentials (p. 1041)
Snowflake:
SnowflakeConnectorProfileCredentials (p. 1043)
Trendmicro:
TrendmicroConnectorProfileCredentials (p. 1046)
Veeva:
VeevaConnectorProfileCredentials (p. 1046)
Zendesk:
ZendeskConnectorProfileCredentials (p. 1048)
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プロパティ
Amplitude
Amplitude を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: AmplitudeConnectorProfileCredentials (p. 1016)
Update requires: No interruption
Datadog
Datadog を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: DatadogConnectorProfileCredentials (p. 1025)
Update requires: No interruption
Dynatrace
Dynatrace を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: DynatraceConnectorProfileCredentials (p. 1026)
Update requires: No interruption
GoogleAnalytics
Google Analytics を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials (p. 1028)
Update requires: No interruption
InforNexus
Infor Nexus を使用する場合に必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: InforNexusConnectorProfileCredentials (p. 1029)
Update requires: No interruption
Marketo
Marketo を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: MarketoConnectorProfileCredentials (p. 1031)
Update requires: No interruption
Redshift
Amazon Redshift を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
API バージョン 2010-05-15
1020

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon AppFlow

必須: いいえ
タイプ: RedshiftConnectorProfileCredentials (p. 1034)
Update requires: No interruption
Salesforce
Salesforce を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceConnectorProfileCredentials (p. 1036)
Update requires: No interruption
ServiceNow
ServiceNow を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: ServiceNowConnectorProfileCredentials (p. 1038)
Update requires: No interruption
Singular
Singular を使用する場合に必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: SingularConnectorProfileCredentials (p. 1040)
Update requires: No interruption
Slack
Slack を使用する際に必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: SlackConnectorProfileCredentials (p. 1041)
Update requires: No interruption
Snowflake
Snowflake を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: SnowflakeConnectorProfileCredentials (p. 1043)
Update requires: No interruption
Trendmicro
Trend Micro の使用時に必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: TrendmicroConnectorProfileCredentials (p. 1046)
Update requires: No interruption
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Veeva
Veeva を使用する際に必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: VeevaConnectorProfileCredentials (p. 1046)
Update requires: No interruption
Zendesk
Zendesk を使用するときに必要なコネクタ固有の認証情報。
必須: いいえ
タイプ: ZendeskConnectorProfileCredentials (p. 1048)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ConnectorProfileProperties
ConnectorProfileProperties プロパティタイプは、各コネクタに必要なコネクタ固有のプロファイ
ルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Datadog" : DatadogConnectorProfileProperties (p. 1026),
"Dynatrace" : DynatraceConnectorProfileProperties (p. 1027),
"InforNexus" : InforNexusConnectorProfileProperties (p. 1031),
"Marketo" : MarketoConnectorProfileProperties (p. 1033),
"Redshift" : RedshiftConnectorProfileProperties (p. 1034),
"Salesforce" : SalesforceConnectorProfileProperties (p. 1037),
"ServiceNow" : ServiceNowConnectorProfileProperties (p. 1039),
"Slack" : SlackConnectorProfileProperties (p. 1042),
"Snowflake" : SnowflakeConnectorProfileProperties (p. 1044),
"Veeva" : VeevaConnectorProfileProperties (p. 1047),
"Zendesk" : ZendeskConnectorProfileProperties (p. 1049)

YAML
Datadog:
DatadogConnectorProfileProperties (p. 1026)
Dynatrace:
DynatraceConnectorProfileProperties (p. 1027)
InforNexus:
InforNexusConnectorProfileProperties (p. 1031)
Marketo:
MarketoConnectorProfileProperties (p. 1033)
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Redshift:
RedshiftConnectorProfileProperties (p. 1034)
Salesforce:
SalesforceConnectorProfileProperties (p. 1037)
ServiceNow:
ServiceNowConnectorProfileProperties (p. 1039)
Slack:
SlackConnectorProfileProperties (p. 1042)
Snowflake:
SnowflakeConnectorProfileProperties (p. 1044)
Veeva:
VeevaConnectorProfileProperties (p. 1047)
Zendesk:
ZendeskConnectorProfileProperties (p. 1049)

プロパティ
Datadog
Datadog で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: DatadogConnectorProfileProperties (p. 1026)
Update requires: No interruption
Dynatrace
Dynatrace で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: DynatraceConnectorProfileProperties (p. 1027)
Update requires: No interruption
InforNexus
Infor Nexus で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: InforNexusConnectorProfileProperties (p. 1031)
Update requires: No interruption
Marketo
Marketo で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: MarketoConnectorProfileProperties (p. 1033)
Update requires: No interruption
Redshift
Amazon Redshift で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftConnectorProfileProperties (p. 1034)
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Update requires: No interruption
Salesforce
Salesforce で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceConnectorProfileProperties (p. 1037)
Update requires: No interruption
ServiceNow
ServiceNow で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: ServiceNowConnectorProfileProperties (p. 1039)
Update requires: No interruption
Slack
Slack で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SlackConnectorProfileProperties (p. 1042)
Update requires: No interruption
Snowflake
Snowflake で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SnowflakeConnectorProfileProperties (p. 1044)
Update requires: No interruption
Veeva
Veeva で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: VeevaConnectorProfileProperties (p. 1047)
Update requires: No interruption
Zendesk
Zendesk で必要なコネクタ固有のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: ZendeskConnectorProfileProperties (p. 1049)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ConnectorProfileProperties」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile DatadogConnectorProfileCredentials
DatadogConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Datadog に必要なコネクタ固有の認
証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApiKey" : String,
"ApplicationKey" : String

YAML
ApiKey: String
ApplicationKey: String

プロパティ
ApiKey
ユーザー、デベロッパー、または API の呼び出しプログラムを認証するために使用される一意の英数
字識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ApplicationKey
アプリケーションキーと API キーを組み合わせることで、Datadog のプログラム API へのフルアクセ
スが可能になります。アプリケーションキーは、それらを作成したユーザーアカウントに関連付けら
れます。アプリケーションキーは、API に対して行われたすべてのリクエストを記録するために使用
されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DatadogConnectorProfileCredentials」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile DatadogConnectorProfileProperties
DatadogConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Datadog に必要なコネクタ固有のプロ
ファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Datadog リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DatadogConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile DynatraceConnectorProfileCredentials
DynatraceConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Dynatrace で必要なコネクタ固有
のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApiToken" : String
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YAML
ApiToken: String

プロパティ
ApiToken
さまざまな API コールを認証するために Dynatrace API によって使用される API トークン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DynatraceConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile DynatraceConnectorProfileProperties
DynatraceConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Dynatrace で必要なコネクタ固有の
プロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Dynatrace リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DynatraceConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials
GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials プロパティタイプでは、Google Analytics に必要
なコネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"ConnectorOAuthRequest" : ConnectorOAuthRequest (p. 1017),
"RefreshToken" : String

YAML
AccessToken: String
ClientId: String
ClientSecret: String
ConnectorOAuthRequest:
ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
RefreshToken: String

プロパティ
AccessToken
保護された Google Analytics リソースにアクセスするために使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientId
目的のクライアントの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
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パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientSecret
認可サーバーへの認証に OAuth クライアントが使用するクライアントシークレット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ConnectorOAuthRequest
Salesforce、Google Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされ
ている一部のコネクタで使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
Update requires: No interruption
RefreshToken
新しいアクセストークンの取得に使用される認証情報。これは OAuth2 アクセストークンに対しての
み必要であり、OAuth1 アクセストークンには必要ありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「GoogleAnalyticsConnectorProfileCredentials」

AWS::AppFlow::ConnectorProfile InforNexusConnectorProfileCredentials
InforNexusConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Infor Nexus で必要なコネクタ固
有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AccessKeyId" : String,
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}

"Datakey" : String,
"SecretAccessKey" : String,
"UserId" : String

YAML
AccessKeyId: String
Datakey: String
SecretAccessKey: String
UserId: String

プロパティ
AccessKeyId
認証情報のアクセスキー部分。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Datakey
データの暗号化に使用される暗号化キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
SecretAccessKey
リクエストに署名するために使用されるシークレットキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
UserId
ユーザーの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「InforNexusConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile InforNexusConnectorProfileProperties
InforNexusConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Infor Nexus で必要なコネクタ固有
のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Infor Nexus リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「InforNexusConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile MarketoConnectorProfileCredentials
MarketoConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Marketo で必要なコネクタ固有のプロ
ファイル認証情報を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"ConnectorOAuthRequest" : ConnectorOAuthRequest (p. 1017)

YAML
AccessToken: String
ClientId: String
ClientSecret: String
ConnectorOAuthRequest:
ConnectorOAuthRequest (p. 1017)

プロパティ
AccessToken
保護された Marketo リソースにアクセスするために使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientId
目的のクライアントの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientSecret
認可サーバーへの認証に OAuth クライアントが使用するクライアントシークレット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
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Update requires: No interruption
ConnectorOAuthRequest
Salesforce、Google Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされ
ている一部のコネクタで使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「MarketoConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile MarketoConnectorProfileProperties
MarketoConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Marketo を使用するときに必要なコネ
クタ固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Marketo リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「MarketoConnectorProfileProperties」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile RedshiftConnectorProfileCredentials
RedshiftConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Amazon Redshift を使用するときに
必要なコネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Password" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Username: String

プロパティ
Password
ユーザー名に対応するパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
Username
ユーザーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「RedshiftConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile RedshiftConnectorProfileProperties
RedshiftConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Amazon Redshift を使用するときにコ
ネクタ固有のプロファイルプロパティを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"DatabaseUrl" : String,
"RoleArn" : String

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String
DatabaseUrl: String
RoleArn: String

プロパティ
BucketName
関連付けられた Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
BucketPrefix
Amazon AppFlow がファイルを配置する送信先バケットのオブジェクトキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
DatabaseUrl
Amazon Redshift クラスターの JDBC URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
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Update requires: No interruption
RoleArn
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: arn:aws:iam:.*:[0-9]+:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「RedshiftConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile SalesforceConnectorProfileCredentials
SalesforceConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Salesforce を使用するときに必要
なコネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"ClientCredentialsArn" : String,
"ConnectorOAuthRequest" : ConnectorOAuthRequest (p. 1017),
"RefreshToken" : String

YAML
AccessToken: String
ClientCredentialsArn: String
ConnectorOAuthRequest:
ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
RefreshToken: String

プロパティ
AccessToken
保護された Salesforce リソースにアクセスするために使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
API バージョン 2010-05-15
1036

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon AppFlow

Update requires: No interruption
ClientCredentialsArn
接続したアプリのクライアント ID とクライアントシークレットを含む Secret manager ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:aws:secretsmanager:.*:[0-9]+:.*
Update requires: No interruption
ConnectorOAuthRequest
Salesforce、Google Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされ
ている一部のコネクタで使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
Update requires: No interruption
RefreshToken
新しいアクセストークンの取得に使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SalesforceConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile SalesforceConnectorProfileProperties
SalesforceConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Salesforce を使用するときに必要
なコネクタ固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"InstanceUrl" : String,
"isSandboxEnvironment" : Boolean
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}

YAML
InstanceUrl: String
isSandboxEnvironment: Boolean

プロパティ
InstanceUrl
Salesforce リソースの場所。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption
isSandboxEnvironment
コネクタプロファイルがサンドボックス環境または実稼働環境のいずれに適用されるかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SalesforceConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ServiceNowConnectorProfileCredentials
ServiceNowConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、ServiceNow を使用するときに必
要なコネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Password" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Username: String
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プロパティ
Password
ユーザー名に対応するパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
Username
ユーザーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ServiceNowConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ServiceNowConnectorProfileProperties
ServiceNowConnectorProfileProperties プロパティタイプは、ServiceNow を使用するときに必要
なコネクタ固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
ServiceNow リソースの場所。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ServiceNowConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile SingularConnectorProfileCredentials
SingularConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Singular を使用するときに必要なコ
ネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApiKey" : String

YAML
ApiKey: String

プロパティ
ApiKey
ユーザー、デベロッパー、または API の呼び出しプログラムを認証するために使用される一意の英数
字識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SingularConnectorProfileCredentials」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile SlackConnectorProfileCredentials
SlackConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Slack を使用するときに必要なコネクタ
固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"ConnectorOAuthRequest" : ConnectorOAuthRequest (p. 1017)

YAML
AccessToken: String
ClientId: String
ClientSecret: String
ConnectorOAuthRequest:
ConnectorOAuthRequest (p. 1017)

プロパティ
AccessToken
保護された Slack リソースにアクセスするために使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientId
クライアントの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientSecret
認可サーバーへの認証に OAuth クライアントが使用するクライアントシークレット。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ConnectorOAuthRequest
Salesforce、Google Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされ
ている一部のコネクタで使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SlackConnectorProfileCredentials」

AWS::AppFlow::ConnectorProfile SlackConnectorProfileProperties
SlackConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Slack を使用するときに必要な、コネクタ
固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Slack リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SlackConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile SnowflakeConnectorProfileCredentials
SnowflakeConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Snowflake を使用するときに必要
なコネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Password" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Username: String

プロパティ
Password
ユーザー名に対応するパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
Username
ユーザーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SnowflakeConnectorProfileCredentials」。
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AWS::AppFlow::ConnectorProfile SnowflakeConnectorProfileProperties
SnowflakeConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Snowflake を使用するときに必要な
コネクタ固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccountName" : String,
"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"PrivateLinkServiceName" : String,
"Region" : String,
"Stage" : String,
"Warehouse" : String

YAML
AccountName: String
BucketName: String
BucketPrefix: String
PrivateLinkServiceName: String
Region: String
Stage: String
Warehouse: String

プロパティ
AccountName
アカウントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
BucketName
Snowflake に関連付けられた Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
API バージョン 2010-05-15
1044

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon AppFlow

Update requires: No interruption
BucketPrefix
Snowflake に関連付けられた Amazon S3 バケットを参照するバケットパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
PrivateLinkServiceName
プライベートデータ転送に使用される Snowflake のプライベートリンクサービス名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Region
Snowflake アカウントの AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Stage
Snowflake アカウントで Amazon S3 ステージを設定するときに作成された Amazon S3 ステージの名
前。これは、<Database><Schema><Stage Name> の形式で記述されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Warehouse
Snowflake ウェアハウスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 512
パターン: [\s\w/!@#+=.-]*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SnowflakeConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile TrendmicroConnectorProfileCredentials
TrendmicroConnectorProfileCredentials プロパティタイプでは、Trend Micro の使用時に必要な
コネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApiSecretKey" : String

YAML
ApiSecretKey: String

プロパティ
ApiSecretKey
認証情報のシークレットアクセスキー部分。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「TrendmicroConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile VeevaConnectorProfileCredentials
VeevaConnectorProfileCredentials プロパティタイプは、Veeva を使用するときに必要なコネクタ
固有のプロファイル認証情報を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Password" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Username: String

プロパティ
Password
ユーザー名に対応するパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
Username
ユーザーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「VeevaConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile VeevaConnectorProfileProperties
VeevaConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Veeva を使用するときに必要なコネクタ
固有のプロファイルプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Veeva リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「VeevaConnectorProfileProperties」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ZendeskConnectorProfileCredentials
ZendeskConnectorProfileCredentials プロパティタイプでは、Zendesk を使用するときに必要な
コネクタ固有のプロファイル認証情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"ConnectorOAuthRequest" : ConnectorOAuthRequest (p. 1017)

YAML
AccessToken: String
ClientId: String
ClientSecret: String
ConnectorOAuthRequest:
ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
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プロパティ
AccessToken
保護された Zendesk リソースにアクセスするために使用される認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientId
目的のクライアントの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ClientSecret
認可サーバーへの認証に OAuth クライアントが使用するクライアントシークレット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
ConnectorOAuthRequest
Salesforce、Google Analytics、Marketo、Zendesk、Slack など、OAuth ワークフローがサポートされ
ている一部のコネクタで使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOAuthRequest (p. 1017)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ZendeskConnectorProfileCredentials」。

AWS::AppFlow::ConnectorProfile ZendeskConnectorProfileProperties
ZendeskConnectorProfileProperties プロパティタイプは、Zendesk を使用するときに必要なコネ
クタ固有のプロファイルプロパティを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceUrl" : String

YAML
InstanceUrl: String

プロパティ
InstanceUrl
Zendesk リソースの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ZendeskConnectorProfileProperties」

AWS::AppFlow::Flow
AWS::AppFlow::Flow リソースは、新しいフローを指定する Amazon AppFlow リソースタイプです。

Note
AWS CloudFormation を使用して OAuth を実装するコネクタのコネクタプロファイル
(Salesforce、Slack、Zendesk、Google アナリティクスなど) を作成する場合は、アクセストーク
ンと更新トークンを取得する必要があります。これは、OAuth 用の独自の UI を実装するか、他の
場所からトークンを取得することによって行うことができます。または、Amazon AppFlow コン
ソールを使用してコネクタプロファイルを作成してから、そのコネクタプロファイルをフロー作
成 CloudFormation テンプレートで使用することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppFlow::Flow",
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}

"Properties" : {
"Description" : String,
"DestinationFlowConfigList" : [ DestinationFlowConfig (p. 1064), ... ],
"FlowName" : String,
"KMSArn" : String,
"SourceFlowConfig" : SourceFlowConfig (p. 1087),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Tasks" : [ Task (p. 1088), ... ],
"TriggerConfig" : TriggerConfig (p. 1091)
}

YAML
Type: AWS::AppFlow::Flow
Properties:
Description: String
DestinationFlowConfigList:
- DestinationFlowConfig (p. 1064)
FlowName: String
KMSArn: String
SourceFlowConfig:
SourceFlowConfig (p. 1087)
Tags:
- Tag
Tasks:
- Task (p. 1088)
TriggerConfig:
TriggerConfig (p. 1091)

プロパティ
Description
ユーザーが入力したフローの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: [\w!@#\-.?,\s]*
Update requires: No interruption
DestinationFlowConfigList
Amazon AppFlow が送信先コネクタにデータを配置する方法を制御する設定。
必須: はい
タイプ: DestinationFlowConfig (p. 1064) のリスト
Update requires: No interruption
FlowName
フローの指定された名前。スペースは使用できません。アンダースコア (_) またはハイフン (-) のみを
使用します。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9][\w!@#.-]+
Update requires: Replacement
KMSArn
暗号化のために提供するキー管理サービス (KMS) キーの ARN (Amazon リソースネーム)。これ
は、Amazon AppFlow 管理の KMS キーを使用しない場合に必要です。ここで何も入力しない場
合、Amazon AppFlow は Amazon AppFlow 管理の KMS キーを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:aws:kms:.*:[0-9]+:.*
Update requires: Replacement
SourceFlowConfig
フローで使用されるソースコネクタの設定に関する情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: SourceFlowConfig (p. 1087)
Update requires: No interruption
Tags
フローのアクセスの整理、追跡、または制御に使用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Tasks
フロー実行でデータを転送する際に Amazon AppFlow が実行するタスクのリスト。
必須: はい
タイプ: Task (p. 1088) のリスト
Update requires: No interruption
TriggerConfig
Amazon AppFlow が指定したフローをいつどのように実行するかを決定するトリガー設定。
必須: はい
タイプ: TriggerConfig (p. 1091)
Update requires: No interruption
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: はフロー名を返します。以
下に例を示します。
{ "Ref": "myFlowName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)

例
Salesforce から Amazon S3 への CloudFormation のテストフロー
次の例は、ソースとして Salesforce を使用し、送信先として Amazon S3 を使用する CloudFormation の
テストイベントフローを示しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources": {
"TestFlow": {
"Type": "AWS::AppFlow::Flow",
"Properties": {
"flowName": "MyEventFlow",
"description": "Test event flow for CloudFormation from salesforce to s3",
"triggerConfig": {
"triggerType": "Event"
},
"sourceFlowConfig": {
"connectorType": "Salesforce",
"connectorProfileName": "TestConnectorProfile",
"sourceConnectorProperties": {
"Salesforce": {
"object": "Account",
"enableDynamicFieldUpdate": false,
"includeDeletedRecords": true
}
}
},
"destinationFlowConfigList": [
{
"connectorType": "S3",
"destinationConnectorProperties": {
"S3": {
"bucketName": "TestOutputBucket",
"s3OutputFormatConfig": {
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}

}

}

}

"fileType": "JSON",
"aggregationConfig": {
"aggregationType": "None"
}

],
"tasks": [
{
"taskType": "Filter",
"sourceFields": [
"Id",
"Name"
],
"connectorOperator": {
"Salesforce": "PROJECTION"
}
},
{
"taskType": "Map",
"sourceFields": [
"Id"
],
"taskProperties": [
{
"Key": "SOURCE_DATA_TYPE",
"Value": "id"
},
{
"Key": "DESTINATION_DATA_TYPE",
"Value": "id"
}
],
"destinationField": "Id",
"connectorOperator": {
"Salesforce": "NO_OP"
}
},
{
"taskType": "Map",
"sourceFields": [
"Name"
],
"taskProperties": [
{
"Key": "SOURCE_DATA_TYPE",
"Value": "string"
},
{
"Key": "DESTINATION_DATA_TYPE",
"Value": "string"
}
],
"destinationField": "Name",
"connectorOperator": {
"Salesforce": "NO_OP"
}
}
],
"tags": [
{
"Key": "testKey",
"Value": "testValue"
}
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}

}

}

}

]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
TestFlow:
Type: AWS::AppFlow::Flow
Properties:
FlowName: MyEventFlow
Description: Test flow for CloudFormation from salesforce to s3
TriggerConfig:
TriggerType: Event
SourceFlowConfig:
ConnectorType: Salesforce
ConnectorProfileName: TestConnectorProfile
SourceConnectorProperties:
Salesforce:
Object: Account
EnableDynamicFieldUpdate: false
IncludeDeletedRecords: true
DestinationFlowConfigList:
- ConnectorType: S3
DestinationConnectorProperties:
S3:
BucketName: TestOutputBucket
S3OutputFormatConfig:
FileType: JSON
AggregationConfig:
AggregationType: None
Tasks:
- TaskType: Filter
ConnectorOperator:
Salesforce: PROJECTION
SourceFields:
- Id
- TaskType: Map
SourceFields:
- Id
TaskProperties:
- Key: SOURCE_DATA_TYPE
Value: id
- Key: DESTINATION_DATA_TYPE
Value: id
DestinationField: Id
ConnectorOperator:
Salesforce: NO_OP
- TaskType: Map
SourceFields:
- Name
TaskProperties:
- Key: SOURCE_DATA_TYPE
Value: string
- Key: DESTINATION_DATA_TYPE
Value: string
DestinationField: Name
ConnectorOperator:
Salesforce: NO_OP
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以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「CreateFlow」。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DescribeFlow」。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DeleteFlow」。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「UpdateFlow」。

AWS::AppFlow::Flow AggregationConfig
フローデータの出力形式をカスタマイズするために使用できる集約設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AggregationType" : String

YAML
AggregationType: String

プロパティ
AggregationType
Amazon AppFlow でフローレコードを 1 つのファイルに集約するか、集約しないままにするかを指定
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: None | SingleFile
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「AggregationConfig」。

AWS::AppFlow::Flow AmplitudeSourceProperties
Amplitude がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Amplitude フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「AmplitudeSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow ConnectorOperator
指定されたソースフィールドで実行されるオペレーション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Amplitude" : String,
"Datadog" : String,
"Dynatrace" : String,
"GoogleAnalytics" : String,
"InforNexus" : String,
"Marketo" : String,
"S3" : String,
"Salesforce" : String,
"ServiceNow" : String,
"Singular" : String,
"Slack" : String,
"Trendmicro" : String,
"Veeva" : String,
"Zendesk" : String
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YAML
Amplitude: String
Datadog: String
Dynatrace: String
GoogleAnalytics: String
InforNexus: String
Marketo: String
S3: String
Salesforce: String
ServiceNow: String
Singular: String
Slack: String
Trendmicro: String
Veeva: String
Zendesk: String

プロパティ
Amplitude
指定された Amplitude ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BETWEEN
Update requires: No interruption
Datadog
指定された Datadog ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | EQUAL_TO | MASK_ALL |
MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION |
SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO
| VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Dynatrace
指定された Dynatrace ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | EQUAL_TO | MASK_ALL |
MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION |
SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO
| VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
GoogleAnalytics
指定された Google Analytics ソースフィールドで実行されるオペレーション。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BETWEEN | PROJECTION
Update requires: No interruption
InforNexus
指定された Infor Nexus ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | EQUAL_TO | MASK_ALL |
MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION |
SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO
| VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Marketo
指定された Marketo ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | GREATER_THAN | LESS_THAN
| MASK_ALL | MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP |
PROJECTION | SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL |
VALIDATE_NON_ZERO | VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
S3
指定された Amazon S3 ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | EQUAL_TO | GREATER_THAN |
GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO | LESS_THAN | LESS_THAN_OR_EQUAL_TO | MASK_ALL
| MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | NOT_EQUAL_TO |
PROJECTION | SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL |
VALIDATE_NON_ZERO | VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Salesforce
指定された Salesforce ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | CONTAINS | DIVISION | EQUAL_TO |
GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO | LESS_THAN | LESS_THAN_OR_EQUAL_TO
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| MASK_ALL | MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP |
NOT_EQUAL_TO | PROJECTION | SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE |
VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO | VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
ServiceNow
指定された ServiceNow ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | CONTAINS | DIVISION | EQUAL_TO |
GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO | LESS_THAN | LESS_THAN_OR_EQUAL_TO
| MASK_ALL | MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP |
NOT_EQUAL_TO | PROJECTION | SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE |
VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO | VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Singular
指定された Singular ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | DIVISION | EQUAL_TO | MASK_ALL | MASK_FIRST_N
| MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION | SUBTRACTION
| VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO |
VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Slack
指定された Slack ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | DIVISION | EQUAL_TO | GREATER_THAN |
GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO | LESS_THAN | LESS_THAN_OR_EQUAL_TO | MASK_ALL
| MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION |
SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO
| VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Trendmicro
指定された Trend Micro ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | DIVISION | EQUAL_TO | MASK_ALL | MASK_FIRST_N
| MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION | SUBTRACTION
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| VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO |
VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Veeva
指定された Veeva ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | BETWEEN | CONTAINS | DIVISION | EQUAL_TO |
GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO | LESS_THAN | LESS_THAN_OR_EQUAL_TO
| MASK_ALL | MASK_FIRST_N | MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP |
NOT_EQUAL_TO | PROJECTION | SUBTRACTION | VALIDATE_NON_NEGATIVE |
VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO | VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption
Zendesk
指定された Zendesk ソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADDITION | DIVISION | GREATER_THAN | MASK_ALL | MASK_FIRST_N
| MASK_LAST_N | MULTIPLICATION | NO_OP | PROJECTION | SUBTRACTION
| VALIDATE_NON_NEGATIVE | VALIDATE_NON_NULL | VALIDATE_NON_ZERO |
VALIDATE_NUMERIC
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ConnectorOperator」。

AWS::AppFlow::Flow DatadogSourceProperties
Datadog がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String
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プロパティ
Object
Datadog フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DatadogSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow DestinationConnectorProperties
これは、特定のコネクタのクエリに必要な情報を保存します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EventBridge" : EventBridgeDestinationProperties (p. 1067),
"LookoutMetrics" : LookoutMetricsDestinationProperties (p. 1070),
"Redshift" : RedshiftDestinationProperties (p. 1072),
"S3" : S3DestinationProperties (p. 1073),
"Salesforce" : SalesforceDestinationProperties (p. 1076),
"Snowflake" : SnowflakeDestinationProperties (p. 1082),
"Upsolver" : UpsolverDestinationProperties (p. 1092),
"Zendesk" : ZendeskDestinationProperties (p. 1095)

YAML
EventBridge:
EventBridgeDestinationProperties (p. 1067)
LookoutMetrics:
LookoutMetricsDestinationProperties (p. 1070)
Redshift:
RedshiftDestinationProperties (p. 1072)
S3:
S3DestinationProperties (p. 1073)
Salesforce:
SalesforceDestinationProperties (p. 1076)
Snowflake:
SnowflakeDestinationProperties (p. 1082)
Upsolver:
UpsolverDestinationProperties (p. 1092)
Zendesk:
ZendeskDestinationProperties (p. 1095)
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プロパティ
EventBridge
Amazon EventBridge のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: EventBridgeDestinationProperties (p. 1067)
Update requires: No interruption
LookoutMetrics
Amazon Lookout for Metrics のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: LookoutMetricsDestinationProperties (p. 1070)
Update requires: No interruption
Redshift
Amazon Redshift のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftDestinationProperties (p. 1072)
Update requires: No interruption
S3
Amazon S3 のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: S3DestinationProperties (p. 1073)
Update requires: No interruption
Salesforce
Salesforce のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceDestinationProperties (p. 1076)
Update requires: No interruption
Snowflake
Snowflake のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SnowflakeDestinationProperties (p. 1082)
Update requires: No interruption
Upsolver
Upsolver のクエリに必要なプロパティ。
必須: いいえ
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タイプ: UpsolverDestinationProperties (p. 1092)
Update requires: No interruption
Zendesk
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ : ZendeskDestinationProperties (p. 1095)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DestinationConnectorProperties」。

AWS::AppFlow::Flow DestinationFlowConfig
DestinationFlowConfig プロパティタイプは、フロー内に存在する送信先コネクタの設定に関する情
報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorProfileName" : String,
"ConnectorType" : String,
"DestinationConnectorProperties" : DestinationConnectorProperties (p. 1062)

YAML
ConnectorProfileName: String
ConnectorType: String
DestinationConnectorProperties:
DestinationConnectorProperties (p. 1062)

プロパティ
ConnectorProfileName
コネクタプロファイルの名前。この名前は、AWS アカウント のコネクタプロファイルごとに一意で
ある必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: [\w/!@#+=.-]+
Update requires: No interruption
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ConnectorType
送信先コネクタのタイプ (Salesforce、Amazon S3 など)。
許可された値: EventBridge | Redshift | S3 | Salesforce | Snowflake
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationConnectorProperties
これは、特定のコネクタのクエリに必要な情報を保存します。
必須: はい
タイプ: DestinationConnectorProperties (p. 1062)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DestinationConnectorProperties」。

AWS::AppFlow::Flow DynatraceSourceProperties
Dynatrace がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Dynatrace フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「DynatraceSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow ErrorHandlingConfig
データを送信先に配置するときに、Amazon AppFlow がエラーを処理する方法を決定する設定。例えば、
この設定では、1 回の挿入エラーの後にフローを失敗とするか、最初のエラーに関係なく続行してすべて
のレコードの挿入を試みるかを決定します。ErrorHandlingConfig は、送信先コネクタの詳細の一部
です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"FailOnFirstError" : Boolean

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String
FailOnFirstError: Boolean

プロパティ
BucketName
Amazon S3 バケットの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
BucketPrefix
Amazon S3 バケットプレフィックスを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
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FailOnFirstError
送信先にデータを配置しようとしたときに、最初のエラーが発生した後でフローを失敗とするかどう
かを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ErrorHandlingConfig」。

AWS::AppFlow::Flow EventBridgeDestinationProperties
Amazon EventBridge が送信先として使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ErrorHandlingConfig" : ErrorHandlingConfig (p. 1066),
"Object" : String

YAML
ErrorHandlingConfig:
ErrorHandlingConfig (p. 1066)
Object: String

プロパティ
ErrorHandlingConfig
Amplitude フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ErrorHandlingConfig (p. 1066)
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Object
Amazon EventBridge のフローの送信先に指定されているオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「EventBridgeDestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow GoogleAnalyticsSourceProperties
Google Analytics がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Google Analytics のフローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「GoogleAnalyticsSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow IncrementalPullConfig
ソースから増分レコードをインポートするときに使用する設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"DatetimeTypeFieldName" : String

YAML
DatetimeTypeFieldName: String

プロパティ
DatetimeTypeFieldName
ソースから増分レコードをインポートする際に使用する基準として、日時フィールドまたはタイムス
タンプフィールドを指定するフィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::AppFlow::Flow InforNexusSourceProperties
Infor Nexus がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Infor Nexus フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「InforNexusSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow LookoutMetricsDestinationProperties
Amazon Lookout for Metrics が送信先として使用されるときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Amazon Lookout for Metrics フローの送信先に指定されているオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppFlow::Flow MarketoSourceProperties
Marketo がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String
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プロパティ
Object
Marketo フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「MarketoSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow PrefixConfig
Amazon AppFlow が送信先フォルダ名に適用するプレフィックスを決定します。フローの頻度と日付に応
じて、送信先フォルダの名前を付けることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PrefixFormat" : String,
"PrefixType" : String

YAML
PrefixFormat: String
PrefixType: String

プロパティ
PrefixFormat
プレフィックスに含まれる詳細度のレベルを決定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAY | HOUR | MINUTE | MONTH | YEAR
Update requires: No interruption
PrefixType
プレフィックスの形式、およびプレフィックスをファイル名、ファイルパス、またはその両方に適用
するかどうかを決定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FILENAME | PATH | PATH_AND_FILENAME
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「PrefixConfig」。

AWS::AppFlow::Flow RedshiftDestinationProperties
Amazon Redshift が送信先として使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketPrefix" : String,
"ErrorHandlingConfig" : ErrorHandlingConfig (p. 1066),
"IntermediateBucketName" : String,
"Object" : String

YAML
BucketPrefix: String
ErrorHandlingConfig:
ErrorHandlingConfig (p. 1066)
IntermediateBucketName: String
Object: String

プロパティ
BucketPrefix
Amazon AppFlow が送信先ファイルを配置するバケットのオブジェクトキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
ErrorHandlingConfig
Amazon Redshift の送信先にデータを配置するときに、Amazon AppFlow がエラーを処理する方法
を決定する設定。例えば、この設定では、1 回の挿入エラーの後にフローを失敗とするか、最初のエ
ラーに関係なく続行してすべてのレコードの挿入を試みるかを決定します。ErrorHandlingConfig
は、送信先コネクタの詳細の一部です。
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必須: いいえ
タイプ: ErrorHandlingConfig (p. 1066)
Update requires: No interruption
IntermediateBucketName
Amazon AppFlow が Amazon Redshift にデータを移動するときに使用する中間バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Object
Amazon Redshift フローの送信先に指定されているオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「RedshiftDestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow S3DestinationProperties
Amazon S3 が送信先として使用されるときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"S3OutputFormatConfig" : S3OutputFormatConfig (p. 1074)

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String
S3OutputFormatConfig:
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S3OutputFormatConfig (p. 1074)

プロパティ
BucketName
Amazon AppFlow が転送されたデータを保存する Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
BucketPrefix
Amazon AppFlow がファイルを配置する送信先バケットのオブジェクトキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3OutputFormatConfig
Amazon S3 が送信先として使用されるときに、Amazon AppFlow がフロー出力データをどのように
フォーマットするかを決定する設定。
必須: いいえ
タイプ: S3OutputFormatConfig (p. 1074)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「S3DestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow S3OutputFormatConfig
Amazon S3 が送信先として使用されるときに、Amazon AppFlow がフロー出力データをどのようにフォー
マットするかを決定する設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"AggregationConfig" : AggregationConfig (p. 1056),
"FileType" : String,
"PrefixConfig" : PrefixConfig (p. 1071)

YAML
AggregationConfig:
AggregationConfig (p. 1056)
FileType: String
PrefixConfig:
PrefixConfig (p. 1071)

プロパティ
AggregationConfig
フローデータの出力形式をカスタマイズするために使用できる集約設定。
必須: いいえ
タイプ: AggregationConfig (p. 1056)
Update requires: No interruption
FileType
Amazon AppFlow が Amazon S3 バケットに配置するファイルの種類を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON | PARQUET
Update requires: No interruption
PrefixConfig
Amazon AppFlow が Amazon S3 バケット内のフォルダ名に適用するプレフィックスを決定します。
フロー頻度と日付に応じてフォルダの名前を付けることができます。
必須: いいえ
タイプ: PrefixConfig (p. 1071)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「S3OutputFormatConfig」。

AWS::AppFlow::Flow S3SourceProperties
Amazon S3 がフローソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String

プロパティ
BucketName
ソースファイルが保存されている Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
BucketPrefix
ソースファイルが保存されている Amazon S3 バケットのオブジェクトキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「S3SourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SalesforceDestinationProperties
Salesforce が送信先として使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ErrorHandlingConfig" : ErrorHandlingConfig (p. 1066),
"IdFieldNames" : [ String, ... ],
"Object" : String,
"WriteOperationType" : String

YAML
ErrorHandlingConfig:
ErrorHandlingConfig (p. 1066)
IdFieldNames:
- String
Object: String
WriteOperationType: String

プロパティ
ErrorHandlingConfig
Salesforce の送信先にデータを配置するときに、Amazon AppFlow がエラーを処理する方法を決定す
る設定。例えば、この設定では、1 回の挿入エラーの後にフローを失敗とするか、最初のエラーに関
係なく続行してすべてのレコードの挿入を試みるかを決定します。ErrorHandlingConfig は、送
信先コネクタの詳細の一部です。
必須: いいえ
タイプ: ErrorHandlingConfig (p. 1066)
Update requires: No interruption
IdFieldNames
Amazon AppFlow が更新や削除などの書き込み操作を実行する際に ID として使用するフィールドの
名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
Object
Salesforce フローの送信先に指定されているオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
WriteOperationType
これは、Salesforce で実行する書き込み操作のタイプを指定します。値が UPSERT の場
合、idFieldNames は必須です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: INSERT | UPDATE | UPSERT
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SalesforceDestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SalesforceSourceProperties
Salesforce がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EnableDynamicFieldUpdate" : Boolean,
"IncludeDeletedRecords" : Boolean,
"Object" : String

YAML
EnableDynamicFieldUpdate: Boolean
IncludeDeletedRecords: Boolean
Object: String

プロパティ
EnableDynamicFieldUpdate
フローの実行中に Salesforce オブジェクトの新しい (最近追加された) フィールドを動的に取得できる
ようにするフラグ。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeDeletedRecords
Amazon AppFlow で、削除されたファイルがフロー実行に含まれるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Object
Salesforce フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SalesforceSourceProperties」

AWS::AppFlow::Flow ScheduledTriggerProperties
ユーザーが定義したスケジュールでトリガーされるフローの設定詳細を指定します。現在、これらの設定
は Scheduled トリガータイプにのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataPullMode" : String,
"ScheduleEndTime" : Double,
"ScheduleExpression" : String,
"ScheduleStartTime" : Double,
"TimeZone" : String

YAML
DataPullMode: String
ScheduleEndTime: Double
ScheduleExpression: String
ScheduleStartTime: Double
TimeZone: String

プロパティ
DataPullMode
スケジュールされたフローで、フローの実行ごとに増分データ転送を行うか、完全なデータ転送を行
うかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Complete | Incremental
Update requires: No interruption
ScheduleEndTime
スケジュールでトリガーされたフローのスケジュールされた終了時刻を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
スケジュールされたフローが実行されるレートを決定するスケジュール式。例: rate(5minutes)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: No interruption
ScheduleStartTime
スケジュールでトリガーされたフローのスケジュールされた開始時刻を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TimeZone
スケジュールでトリガーされたフローの日時を参照するときに使用されるタイムゾーンを指定します
(例: America/New_York)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ScheduledTriggerProperties」。

AWS::AppFlow::Flow ServiceNowSourceProperties
ServiceNow がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String
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YAML
Object: String

プロパティ
Object
ServiceNow フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ServiceNowSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SingularSourceProperties
Singular がソースとして使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Singular フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SingularSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SlackSourceProperties
Slack をソースとして使用しているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Slack フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SlackSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SnowflakeDestinationProperties
Snowflake が送信先として使用されているときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BucketPrefix" : String,
"ErrorHandlingConfig" : ErrorHandlingConfig (p. 1066),
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}

"IntermediateBucketName" : String,
"Object" : String

YAML
BucketPrefix: String
ErrorHandlingConfig:
ErrorHandlingConfig (p. 1066)
IntermediateBucketName: String
Object: String

プロパティ
BucketPrefix
Amazon AppFlow がファイルを配置する送信先バケットのオブジェクトキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
ErrorHandlingConfig
Snowflake の送信先にデータを配置するときに、Amazon AppFlow がエラーを処理する方法を決定す
る設定。例えば、この設定では、1 回の挿入エラーの後にフローを失敗とするか、最初のエラーに関
係なく続行してすべてのレコードの挿入を試みるかを決定します。ErrorHandlingConfig は、送
信先コネクタの詳細の一部です。
必須: いいえ
タイプ: ErrorHandlingConfig (p. 1066)
Update requires: No interruption
IntermediateBucketName
データを Snowflake に移動するときに Amazon AppFlow が使用する中間バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: \S+
Update requires: No interruption
Object
Snowflake フローの送信先に指定されているオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SnowflakeDestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SourceConnectorProperties
特定のコネクタのクエリに必要な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Amplitude" : AmplitudeSourceProperties (p. 1056),
"Datadog" : DatadogSourceProperties (p. 1061),
"Dynatrace" : DynatraceSourceProperties (p. 1065),
"GoogleAnalytics" : GoogleAnalyticsSourceProperties (p. 1068),
"InforNexus" : InforNexusSourceProperties (p. 1069),
"Marketo" : MarketoSourceProperties (p. 1070),
"S3" : S3SourceProperties (p. 1075),
"Salesforce" : SalesforceSourceProperties (p. 1078),
"ServiceNow" : ServiceNowSourceProperties (p. 1080),
"Singular" : SingularSourceProperties (p. 1081),
"Slack" : SlackSourceProperties (p. 1082),
"Trendmicro" : TrendmicroSourceProperties (p. 1090),
"Veeva" : VeevaSourceProperties (p. 1094),
"Zendesk" : ZendeskSourceProperties (p. 1096)

YAML
Amplitude:
AmplitudeSourceProperties (p. 1056)
Datadog:
DatadogSourceProperties (p. 1061)
Dynatrace:
DynatraceSourceProperties (p. 1065)
GoogleAnalytics:
GoogleAnalyticsSourceProperties (p. 1068)
InforNexus:
InforNexusSourceProperties (p. 1069)
Marketo:
MarketoSourceProperties (p. 1070)
S3:
S3SourceProperties (p. 1075)
Salesforce:
SalesforceSourceProperties (p. 1078)
ServiceNow:
ServiceNowSourceProperties (p. 1080)
Singular:
SingularSourceProperties (p. 1081)
Slack:
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SlackSourceProperties (p. 1082)
Trendmicro:
TrendmicroSourceProperties (p. 1090)
Veeva:
VeevaSourceProperties (p. 1094)
Zendesk:
ZendeskSourceProperties (p. 1096)

プロパティ
Amplitude
Amplitude のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AmplitudeSourceProperties (p. 1056)
Update requires: No interruption
Datadog
Datadog のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: DatadogSourceProperties (p. 1061)
Update requires: No interruption
Dynatrace
Dynatrace のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: DynatraceSourceProperties (p. 1065)
Update requires: No interruption
GoogleAnalytics
Google Analytics のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: GoogleAnalyticsSourceProperties (p. 1068)
Update requires: No interruption
InforNexus
Infor Nexus のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: InforNexusSourceProperties (p. 1069)
Update requires: No interruption
Marketo
Marketo のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: MarketoSourceProperties (p. 1070)
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Update requires: No interruption
S3
Amazon S3 のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: S3SourceProperties (p. 1075)
Update requires: No interruption
Salesforce
Salesforce のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceSourceProperties (p. 1078)
Update requires: No interruption
ServiceNow
ServiceNow のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ServiceNowSourceProperties (p. 1080)
Update requires: No interruption
Singular
Singular のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SingularSourceProperties (p. 1081)
Update requires: No interruption
Slack
Slack のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SlackSourceProperties (p. 1082)
Update requires: No interruption
Trendmicro
Trend Micro のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: TrendmicroSourceProperties (p. 1090)
Update requires: No interruption
Veeva
Veeva のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: VeevaSourceProperties (p. 1094)
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Update requires: No interruption
Zendesk
Zendesk のクエリに必要な情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ZendeskSourceProperties (p. 1096)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SourceConnectorProperties」。

AWS::AppFlow::Flow SourceFlowConfig
フローで使用されるソースコネクタの設定に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorProfileName" : String,
"ConnectorType" : String,
"IncrementalPullConfig" : IncrementalPullConfig (p. 1068),
"SourceConnectorProperties" : SourceConnectorProperties (p. 1084)

YAML
ConnectorProfileName: String
ConnectorType: String
IncrementalPullConfig:
IncrementalPullConfig (p. 1068)
SourceConnectorProperties:
SourceConnectorProperties (p. 1084)

プロパティ
ConnectorProfileName
コネクタプロファイルの名前。この名前は、AWS アカウント のコネクタプロファイルごとに一意で
ある必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: [\w/!@#+=.-]+
Update requires: No interruption
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ConnectorType
Salesforce、Amplitude などソースコネクタのタイプ。
許可された値: S3 | Amplitude | Datadog | Dynatrace | Googleanalytics | Infornexus | Salesforce |
Servicenow | Singular | Slack | Trendmicro | Veeva | Zendesk
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncrementalPullConfig
スケジュール設定された増分データのプルの設定を定義します。有効な設定が指定されている場合
は、増分データのプルの照会に設定で指定されたフィールドが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: IncrementalPullConfig (p. 1068)
Update requires: No interruption
SourceConnectorProperties
特定のソースコネクタのクエリに必要な情報を指定します。
必須: はい
タイプ: SourceConnectorProperties (p. 1084)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「SourceFlowConfig」。

AWS::AppFlow::Flow Task
Task プロパティタイプは、タスクの異なるタイプをモデリングするためのクラスを指定します。タスク
の実装は、TaskType によって異なります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorOperator" : ConnectorOperator (p. 1057),
"DestinationField" : String,
"SourceFields" : [ String, ... ],
"TaskProperties" : [ TaskPropertiesObject (p. 1090), ... ],
"TaskType" : String

YAML
ConnectorOperator:
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ConnectorOperator (p. 1057)
DestinationField: String
SourceFields:
- String
TaskProperties:
- TaskPropertiesObject (p. 1090)
TaskType: String

プロパティ
ConnectorOperator
指定されたソースフィールドで実行されるオペレーション。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOperator (p. 1057)
Update requires: No interruption
DestinationField
送信先コネクタのフィールド、または Amazon AppFlow がソースフィールドを検証するフィールド
値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: No interruption
SourceFields
特定のタスクが適用されるソースフィールド。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TaskProperties
タスク関連の情報を保存するために使用されるマップ。実行サービスは、TaskType に基づいて特定
の情報を検索します。
必須: いいえ
タイプ: TaskPropertiesObject (p. 1090) のリスト
Update requires: No interruption
TaskType
Amazon AppFlow が実行する特定のタスク実装を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Arithmetic | Filter | Map | Mask | Merge | Truncate | Validate
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「Task」。

AWS::AppFlow::Flow TaskPropertiesObject
タスク関連の情報を保存するために使用されるマップ。実行サービスは、TaskType に基づいて特定の情
報を検索します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タスクのプロパティのキー。
許可される値: VALUE | VALUES | DATA_TYPE | UPPER_BOUND | LOWER_BOUND |
SOURCE_DATA_TYPE | DESTINATION_DATA_TYPE | VALIDATION_ACTION | MASK_VALUE |
MASK_LENGTH | TRUNCATE_LENGTH | MATH_OPERATION_FIELDS_ORDER | CONCAT_FORMAT
| SUBFIELD_CATEGORY_MAP
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タスクプロパティの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppFlow::Flow TrendmicroSourceProperties
Trend Micro をフローソースとして使用するときに適用されるプロパティ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Trend Micro のフローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「TrendmicroSourceProperties」。

AWS::AppFlow::Flow TriggerConfig
Amazon AppFlow が指定したフローをいつどのように実行するかを決定するトリガー設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TriggerProperties" : ScheduledTriggerProperties (p. 1079),
"TriggerType" : String

YAML
TriggerProperties:
ScheduledTriggerProperties (p. 1079)
TriggerType: String
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プロパティ
TriggerProperties
ユーザーが定義したスケジュールでトリガーされるフローの設定詳細を指定します。現在、これらの
設定は Scheduled トリガータイプにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ScheduledTriggerProperties (p. 1079)
Update requires: No interruption
TriggerType
フロートリガーのタイプを指定します。これは、OnDemand、Scheduled、または Event です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Event | OnDemand | Scheduled
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「TriggerConfig」。

AWS::AppFlow::Flow UpsolverDestinationProperties
Upsolver が送信先として使用されるときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"S3OutputFormatConfig" : UpsolverS3OutputFormatConfig (p. 1093)

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String
S3OutputFormatConfig:
UpsolverS3OutputFormatConfig (p. 1093)

プロパティ
BucketName
Amazon AppFlow が転送されたデータを保存する Upsolver Amazon S3 バケット名。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 16
最大: 63
パターン: ^(upsolver-appflow)\S*
Update requires: No interruption
BucketPrefix
Amazon AppFlow がファイルを配置する、送信先 Upsolver Amazon S3 バケットのオブジェクト
キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3OutputFormatConfig
Upsolver をフローの送信先として使用する場合のデータのフォーマット方法を決定する設定。
必須: はい
タイプ: UpsolverS3OutputFormatConfig (p. 1093)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「UpsolverDestinationProperties」。

AWS::AppFlow::Flow UpsolverS3OutputFormatConfig
Upsolver が送信先として使用される場合に、Amazon AppFlow がフロー出力データをフォーマットする方
法を決定する設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AggregationConfig" : AggregationConfig (p. 1056),
"FileType" : String,
"PrefixConfig" : PrefixConfig (p. 1071)

YAML
AggregationConfig:
AggregationConfig (p. 1056)
FileType: String

API バージョン 2010-05-15
1093

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon AppFlow
PrefixConfig:
PrefixConfig (p. 1071)

プロパティ
AggregationConfig
フローデータの出力形式をカスタマイズするために使用できる集約設定。
必須: いいえ
タイプ: AggregationConfig (p. 1056)
Update requires: No interruption
FileType
Amazon AppFlow が Upsolver Amazon S3 バケットに配置するファイルの種類を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON | PARQUET
Update requires: No interruption
PrefixConfig
Amazon AppFlow が送信先フォルダ名に適用するプレフィックスを決定します。フローの頻度と日付
に応じて、送信先フォルダの名前を付けることができます。
必須: はい
タイプ: PrefixConfig (p. 1071)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「UpsolverS3OutputFormatConfig」。

AWS::AppFlow::Flow VeevaSourceProperties
Veeva をフローソースとして使用するときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String
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プロパティ
Object
Veeva フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「VeevaSourceProperties」。

AWS# AppFlow# Flow ZendeskDestinationProperties
ZendeskDestinationProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::AppFlow::Flow (p. 1050) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ErrorHandlingConfig" : ErrorHandlingConfig (p. 1066),
"IdFieldNames" : [ String, ... ],
"Object" : String,
"WriteOperationType" : String

YAML
ErrorHandlingConfig:
ErrorHandlingConfig (p. 1066)
IdFieldNames:
- String
Object: String
WriteOperationType: String

プロパティ
ErrorHandlingConfig
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ErrorHandlingConfig (p. 1066)
Update requires: No interruption
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IdFieldNames
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Object
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WriteOperationType
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppFlow::Flow ZendeskSourceProperties
Zendesk をフローソースとして使用するときに適用されるプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Zendesk フローソースで指定されたオブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: \S+
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppFlow API リファレンスの「ZendeskSourceProperties」。

Amazon AppIntegrations リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::AppIntegrations::EventIntegration (p. 1097)

AWS::AppIntegrations::EventIntegration
イベント統合を作成します。アカウントの Amazon EventBridge バス、およびそのバスにイベントをプッ
シュするパートナーイベントソースの名前、説明、および参照を指定します。アカウントにオブジェクト
は作成されず、EventIntegration コントロールプレーンに保持されるメタデータのみが作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppIntegrations::EventIntegration",
"Properties" : {
"Description" : String,
"EventBridgeBus" : String,
"EventFilter" : EventFilter (p. 1099),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppIntegrations::EventIntegration
Properties:
Description: String
EventBridgeBus: String
EventFilter:
EventFilter (p. 1099)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
イベント統合の説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventBridgeBus
イベント統合用の Amazon EventBridge バス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EventFilter
イベント統合フィルター。
必須: はい
タイプ: EventFilter (p. 1099)
Update requires: Replacement
Name
イベント統合の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: EventIntegration の名前。
次に例を示します。
{ "Ref": "myEventIntegrationName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Associations
イベント統合の関連付けステータス。EventIntegrationAssociation オブジェクトの配列として返され
ます。
EventIntegrationArn
イベント統合の Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::AppIntegrations::EventIntegration EventFilter
イベント統合フィルター。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Source" : String

YAML
Source: String

プロパティ
Source
イベントのソース。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::AppIntegrations::EventIntegration EventIntegrationAssociation
イベント統合の関連付け。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ClientAssociationMetadata" : [ Metadata (p. 1101), ... ],
"ClientId" : String,
"EventBridgeRuleName" : String,
"EventIntegrationAssociationArn" : String,
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}

"EventIntegrationAssociationId" : String

YAML
ClientAssociationMetadata:
- Metadata (p. 1101)
ClientId: String
EventBridgeRuleName: String
EventIntegrationAssociationArn: String
EventIntegrationAssociationId: String

プロパティ
ClientAssociationMetadata
クライアントに関連付けられたメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: メタデータ (p. 1101)のリスト
Update requires: No interruption
ClientId
イベント統合に関連付けられているクライアントの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventBridgeRuleName
EventBridge ルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventIntegrationAssociationArn
イベント統合の関連付けの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventIntegrationAssociationId
イベント統合の関連付けの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
1100

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Application Auto Scaling

AWS::AppIntegrations::EventIntegration Metadata
クライアントに関連付けられたメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Application Auto Scaling リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget (p. 1101)
• AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy (p. 1111)

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースは、Application Auto Scaling がスケー
リングできるリソース (AWS::DynamoDB::Table や AWS::ECS::Service など) を指定します。
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Note
Application Auto Scaling でスケーリングするリソースがアカウントでまだ作成されていない場合
は、そのリソースをスケーラブルなターゲットとして登録するときに、DependsOn 属性を使用し
てリソースへの依存関係を追加します。
詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの「RegisterScalableTarget」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties" : {
"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer,
"ResourceId" : String,
"RoleARN" : String,
"ScalableDimension" : String,
"ScheduledActions" : [ ScheduledAction (p. 1108), ... ],
"ServiceNamespace" : String,
"SuspendedState" : SuspendedState (p. 1110)
}

YAML
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer
ResourceId: String
RoleARN: String
ScalableDimension: String
ScheduledActions:
- ScheduledAction (p. 1108)
ServiceNamespace: String
SuspendedState:
SuspendedState (p. 1110)

プロパティ
MaxCapacity
スケールアウトする予定の最大値。スケーリングポリシーが有効な場合、Application Auto Scaling
は、需要の変化に応じて必要であれば最大容量制限までスケールアウト (拡張) できます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
スケールインする予定の最小値。スケーリングポリシーが有効な場合、Application Auto Scaling は、
需要の変化に応じて必要であれば最小容量制限までスケールイン (縮小) できます。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ResourceId
スケーラブルなターゲットに関連付けられているリソースの識別子。この文字列は、リソースタイプ
と一意の識別子で構成されます。
• ECS サービス - リソースタイプは service であり、一意の識別子はクラスター名とサービス名で
す。例: service/default/sample-webapp。
• スポットフリートリクエスト - リソースタイプは spot-fleet-request であり、一意の識
別子はスポットフリートリクエスト ID です。例: spot-fleet-request/sfr-73fbd2ceaa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE。
• EMR クラスター - リソースタイプは instancegroup であり、一意の識別子はクラスター ID とイ
ンスタンスグループ ID です。例: instancegroup/j-2EEZNYKUA1NTV/ig-1791Y4E1L8YI0。
• AppStream 2.0 フリート - リソースタイプは fleet であり、一意の識別子はフリート名です。例:
fleet/sample-fleet。
• DynamoDB テーブル - リソースタイプは table であり、一意の識別子はテーブル名です。例:
table/my-table。
• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス - リソースタイプは index であり、一意の識別子
はインデックス名です。例: table/my-table/index/my-table-index。
• Aurora DB クラスター - リソースタイプは cluster であり、一意の識別子はクラスター名です。
例: cluster:my-db-cluster。
• Amazon SageMaker エンドポイントバリアント - リソースタイプは variant であり、一意の識別
子はリソース ID です。例: endpoint/my-end-point/variant/KMeansClustering。
• カスタムリソースは、リソースタイプではサポートされていません。このパラメータには、リソー
スへのアクセスに使用される CloudFormation テンプレートスタックからの OutputValue を指定
する必要があります。一意の識別子はサービスプロバイダーによって定義されます。詳細について
は、GitHub リポジトリで参照できます。
• Amazon Comprehend ドキュメント分類エンドポイント - リソースタイプと一意の識別
子は、エンドポイント ARN を使用して指定します。例: arn:aws:comprehend:uswest-2:123456789012:document-classifier-endpoint/EXAMPLE。
• Amazon Comprehend エンティティ認識エンジンエンドポイント - リソースタイプと一意の
識別子は、エンドポイント ARN を使用して指定します。例: arn:aws:comprehend:uswest-2:123456789012:entity-recognizer-endpoint/EXAMPLE。
• Lambda プロビジョニング済み同時実行数 - リソースタイプは function であり、一意の識別子
は、関数名に $LATEST 以外の関数バージョンまたはエイリアス名サフィックスが付いたもので
す。例: function:my-function:prod または function:my-function:1。
• Amazon Keyspaces テーブル - リソースタイプは table であり、一意の識別子はテーブル名です。
例: keyspace/mykeyspace/table/mytable。
• Amazon MSK クラスター - リソースタイプと一意の識別子は、クラスター ARN を使用
して指定します。例: arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/democluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5。
• Amazon ElastiCache レプリケーショングループ - リソースタイプは replication-group で、一
意の識別子はレプリケーショングループ名です。例: replication-group/mycluster。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
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パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
RoleARN
ユーザーに代わってアプリケーションの Auto Scaling がスケーラブルなターゲットを修正すること
を許可する Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定
します。これは、Application Auto Scaling がユーザーに代わって他の AWS リソースを呼び出すた
めに引き受けることができる IAM サービスロール、または指定されたサービスのサービスにリンク
されたロールにすることができます。詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイドの
「Application Auto Scaling と IAM の連携」を参照してください。
サービスにリンクされたロールを自動的に作成するには (推奨)、スタックテンプレートでサービスに
リンクされたロールの完全な ARN を指定します。AWS またはカスタムリソースのサービスにリン
クされたロールの正確な ARN を見つけるには、Application Auto Scaling ユーザーガイドの Servicelinked roles トピックを参照してください。ページ下部の表で ARN を探します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScalableDimension
スケーラブルなターゲットと関連付けられているスケーラブルなディメンション。この文字列は、
サービスの名前空間、リソースタイプ、スケーリングプロパティで構成されます。
• ecs:service:DesiredCount - ECS サービスの必要なタスク数。
• elasticmapreduce:instancegroup:InstanceCount - EMR インスタンスグループのインス
タンス数。
• ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity - スポットフリートリクエストのターゲット容
量。
• appstream:fleet:DesiredCapacity - AppStream 2.0 フリートの希望する容量。
• dynamodb:table:ReadCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた読み込
みキャパシティー。
• dynamodb:table:WriteCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた書き
込みキャパシティー。
• dynamodb:index:ReadCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプロ
ビジョニングされた読み込みキャパシティー。
• dynamodb:index:WriteCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプ
ロビジョニングされた書き込みキャパシティー。
• rds:cluster:ReadReplicaCount - Aurora DB クラスター内の Aurora レプリカの数。Aurora
MySQL 互換エディションおよび Aurora PostgreSQL 互換エディションで使用可能です。
• sagemaker:variant:DesiredInstanceCount - Amazon SageMaker モデルエンドポイントバ
リアントの EC2 インスタンスの数。
• custom-resource:ResourceType:Property - 独自のアプリケーションまたはサービスによっ
て提供されるカスタムリソースのスケーラブルなディメンション。
• comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits - Amazon
Comprehend ドキュメント分類エンドポイントの推論単位数。
• comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits - Amazon
Comperhend エンティティ認識エンジンのエンドポイントの推論単位数。
• lambda:function:ProvisionedConcurrency - Lambda 関数のプロビジョニング済み同時実行
数。
• cassandra:table:ReadCapacityUnits - Amazon Keyspaces テーブルのプロビジョニングさ
れた読み込みキャパシティー。
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• cassandra:table:WriteCapacityUnits - Amazon Keyspaces テーブルのプロビジョンド書き
込み容量。
• kafka:broker-storage:VolumeSize - Amazon MSK クラスターのブローカー用にプロビジョ
ニングされたボリュームサイズ (GiB 単位) 。
• elasticache:replication-group:NodeGroups - Amazon ElastiCache レプリケーショング
ループのノードグループの数。
• elasticache:replication-group:Replicas - Amazon ElastiCache レプリケーショングルー
プのノードグループあたりのレプリカの数。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: appstream:fleet:DesiredCapacity |
cassandra:table:ReadCapacityUnits | cassandra:table:WriteCapacityUnits
| comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits |
comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits | customresource:ResourceType:Property | dynamodb:index:ReadCapacityUnits |
dynamodb:index:WriteCapacityUnits | dynamodb:table:ReadCapacityUnits |
dynamodb:table:WriteCapacityUnits | ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity
| ecs:service:DesiredCount | elasticache:replicationgroup:NodeGroups | elasticache:replication-group:Replicas |
elasticmapreduce:instancegroup:InstanceCount | kafka:brokerstorage:VolumeSize | lambda:function:ProvisionedConcurrency |
rds:cluster:ReadReplicaCount | sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
Update requires: Replacement
ScheduledActions
スケーラブルなターゲットのスケジュールされたアクション。重複は許可されていません。
スケジュールに基づくスケーリングの使用の詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイ
ドの「スケジュールに基づくスケーリング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ScheduledAction (p. 1108) のリスト
Update requires: No interruption
ServiceNamespace
リソースを提供する AWS のサービスの名前空間、または custom-resource。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: appstream | cassandra | comprehend | custom-resource | dynamodb
| ec2 | ecs | elasticache | elasticmapreduce | kafka | lambda | rds |
sagemaker
Update requires: Replacement
SuspendedState
自動スケーリングの停止と再開に使用される属性と属性値を含む埋め込みオブジェクト。属性の値を
true に設定すると、指定されたスケーリングアクティビティが停止されます。false (デフォルト)
に設定すると、指定されたスケーリングアクティビティが再開されます。
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停止の結果
• DynamicScalingInSuspended の場合、停止が有効な間、スケーリングポリシーによってトリ
ガーされるすべてのスケールインアクティビティが停止されます。
• DynamicScalingOutSuspended の場合、停止が有効な間、スケーリングポリシーによってトリ
ガーされるすべてのスケールアウトアクティビティが停止されます。
• ScheduledScalingSuspended の場合、停止が有効な間、スケジュールされたアクションを含む
すべてのスケーリングアクティビティが停止されます。
詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリングの中断と再開」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: SuspendedState (p. 1110)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソースの CloudFormation
により生成された ID が返されます。例: service/ecsStack-MyECSCluster-AB12CDE3F4GH/
ecsStack-MyECSService-AB12CDE3F4GH|ecs:service:DesiredCount|ecs。
CloudFormation は次の形式を使用して IDを生成します:
service/resource_ID|scalable_dimension|service_namespace 。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
スケーラブルターゲットごとに、サービス名前空間、スケーラブルなディメンション、リソース ID、およ
び最小容量と最大容量の値があります。
その他のテンプレートスニペットについては、「Application Auto Scaling テンプレートの例」を参照して
ください。

スケーラブルなターゲットを登録する
以下の例では、AWS::Cassandra::Table リソースのスケーラブルなターゲットを作成します。Application
Auto Scaling では、書き込みキャパシティースループットを最低 1 キャパシティーユニットから最大 20
までスケーリングできます。Application Auto Scaling でサポートされている別のリソースを登録するに
は、ServiceNamespace でその名前空間を、ScalableDimension でそのスケーラブルなディメンショ
ンを、ResourceId でそのリソース ID を、RoleARN でそのサービスにリンクされたロールを指定しま
す。

Note
RoleArn プロパティは、指定されたリソースで Application Auto Scaling を初めて使用した後に
ユーザーのために作成されるサービスにリンクされたロールを参照します。

JSON
{

"ScalableTarget":{
"Type":"AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
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"Properties":{
"MaxCapacity":20,
"MinCapacity":1,
"RoleARN":{
"Fn::Sub":"arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/awsservice-role/cassandra.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable"
},
"ServiceNamespace":"cassandra",
"ScalableDimension":"cassandra:table:WriteCapacityUnits",
"ResourceId":"keyspace/mykeyspace/table/mytable"
}
}
}

YAML
ScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 20
MinCapacity: 1
RoleARN:
Fn::Sub: 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/cassandra.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_CassandraTable'
ServiceNamespace: cassandra
ScalableDimension: cassandra:table:WriteCapacityUnits
ResourceId: keyspace/mykeyspace/table/mytable

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• How to use AWS CloudFormation to configure auto scaling for Amazon DynamoDB tables and indexes
• ピーク使用が繰り返される場合の AWS Lambda プロビジョンド同時実行のスケジュール設定
• Application Auto Scaling テンプレートの例

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget ScalableTargetAction
ScalableTargetActionAWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget ScheduledAction プロパティタイ
プの ScalableTargetAction プロパティの最小容量と最大容量を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer

YAML
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer
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プロパティ
MaxCapacity
最大容量。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
最小容量。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling テンプレートの例
• アプリケーションの Auto Scaling ユーザーガイドのチュートリアル: 重いワークロードを処理するため
のオートスケーリングの設定
• ピーク使用が繰り返される場合の AWS Lambda プロビジョンド同時実行のスケジュール設定

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget ScheduledAction
ScheduledAction は、スケーラブルなターゲットに対してスケジュールされたアクションを指定する
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースのプロパティです。
詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの「PutScheduledAction」を参照してくださ
い。cron 式の形式など、スケジュールに基づくスケーリングの詳細については、Application Auto Scaling
ユーザーガイドの「スケジュールに基づくスケーリング」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndTime" : Timestamp,
"ScalableTargetAction" : ScalableTargetAction (p. 1107),
"Schedule" : String,
"ScheduledActionName" : String,
"StartTime" : Timestamp,
"Timezone" : String

YAML
EndTime: Timestamp
ScalableTargetAction:
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ScalableTargetAction (p. 1107)
Schedule: String
ScheduledActionName: String
StartTime: Timestamp
Timezone: String

プロパティ
EndTime
アクションの終了がスケジュールされた日時 (UTC)。
必須: いいえ
タイプ: タイムスタンプ
Update requires: No interruption
ScalableTargetAction
新しい最小容量と最大容量:両方の値を設定することも、片方だけを設定することもできます。スケ
ジュールされた時間に、現在の容量が最小容量を下回る場合、Application Auto Scaling は最小容量ま
でスケールアウトします。現在の容量が最大容量を上回る場合、Application Auto Scaling は最大容量
まで縮小されます。
必須: いいえ
タイプ: ScalableTargetAction (p. 1107)
Update requires: No interruption
Schedule
このアクションのスケジュール。以下の形式がサポートされています。
• at 式 - "at(yyyy-mm-ddThh:mm:ss)"
• rate 式 - "rate(value unit)"
• cron 式 - "cron(fields)"
at 式は 1 回限りのスケジュールに便利です。cron 式は、指定した日時に定期的に実行されるスケ
ジュールされたアクションに有益です。また、rate 式は、定期的な間隔で実行されるスケジュールさ
れたアクションに有益です。
at および cron 式は、デフォルトで世界協定時 (UTC) を使用します。
cron 形式は、[分] [時間] [日] [月] [曜日] [年] というスペースで区切られた 6 つのフィールドで構成され
ます。
rate 式の場合、value は正の整数、unit は minute | minutes | hour | hours | day | days です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
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ScheduledActionName
スケジュールされたアクションの名前。この名前は、指定されたスケーラブルなターゲット上の他の
すべてのスケジュールされたアクション間で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: (?!((^[ ]+.*)|(.*([\u0000-\u001f]|[\u007f-\u009f]|[:/|])+.*)|(.*[ ]+
$))).+
Update requires: No interruption
StartTime
アクションの開始がスケジュールされた日時 (UTC)。
必須: いいえ
タイプ: タイムスタンプ
Update requires: No interruption
Timezone
スケジュールされたアクションが at または cron 式を使用する場合に、スケジュールされたアクショ
ンの日時を参照するときに使用されるタイムゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling テンプレートの例
• アプリケーションの Auto Scaling ユーザーガイドのチュートリアル: 重いワークロードを処理するため
のオートスケーリングの設定
• ピーク使用が繰り返される場合の AWS Lambda プロビジョンド同時実行のスケジュール設定

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget SuspendedState
SuspendedState は AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソースのプロパティで、スケーラブ
ルなターゲットのスケーリングアクティビティが一時停止状態にあるかどうかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DynamicScalingInSuspended" : Boolean,
"DynamicScalingOutSuspended" : Boolean,
"ScheduledScalingSuspended" : Boolean

YAML
DynamicScalingInSuspended: Boolean
DynamicScalingOutSuspended: Boolean
ScheduledScalingSuspended: Boolean

プロパティ
DynamicScalingInSuspended
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールインまたはステップスケーリングポリシーによ
るスケールインの停止有無。スケーリングポリシーがトリガーされた際に Application Auto Scaling で
容量を削除しない場合は、値を true に設定します。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DynamicScalingOutSuspended
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールアウトまたはステップスケーリングポリシー
によるスケールアウトの停止有無。スケーリングポリシーがトリガーされた際に Application Auto
Scaling で容量を追加しない場合は、値をtrue に設定します 。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ScheduledScalingSuspended
スケジュールに基づくスケーリングの停止有無。Application Auto Scaling でスケジュールされたア
クションを開始して容量を追加または削除しない場合は、値をtrue に設定します。デフォルト値は
false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソースは、スケーラブルなターゲットの容量を
調整するためにアプリケーションの Auto Scaling が使用するスケーリングポリシーを定義します。
詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの「PutScalingPolicy」を参照してくださ
い。Application Auto Scaling スケーリングポリシーの詳細については、Application Auto Scaling ユーザー
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ガイドの「ターゲット追跡スケーリングポリシー」および「ステップスケーリングポリシー」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"PolicyName" : String,
"PolicyType" : String,
"ResourceId" : String,
"ScalableDimension" : String,
"ScalingTargetId" : String,
"ServiceNamespace" : String,
"StepScalingPolicyConfiguration" : StepScalingPolicyConfiguration (p. 1124),
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 1126)
}

}

YAML
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: String
PolicyType: String
ResourceId: String
ScalableDimension: String
ScalingTargetId: String
ServiceNamespace: String
StepScalingPolicyConfiguration:
StepScalingPolicyConfiguration (p. 1124)
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 1126)

プロパティ
PolicyName
スケーリングポリシーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: \p{Print}+
Update requires: Replacement
PolicyType
アプリケーションの Auto Scaling ポリシータイプ。
以下のポリシータイプがサポートされています。
API バージョン 2010-05-15
1112

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Application Auto Scaling

TargetTrackingScaling - Amazon EMR ではサポートされていません。
StepScaling - DynamoDB、Amazon Comprehend、Lambda、Amazon Keyspaces (Apache
Cassandra 用)、Amazon MSK、Amazon ElastiCache for Redis ではサポートされていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
スケーリングポリシーに関連付けられているリソースの識別子。この文字列は、リソースタイプと一
意の識別子で構成されます。
• ECS サービス - リソースタイプは service であり、一意の識別子はクラスター名とサービス名で
す。例: service/default/sample-webapp。
• スポットフリートリクエスト - リソースタイプは spot-fleet-request であり、一意の識
別子はスポットフリートリクエスト ID です。例: spot-fleet-request/sfr-73fbd2ceaa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE。
• EMR クラスター - リソースタイプは instancegroup であり、一意の識別子はクラスター ID とイ
ンスタンスグループ ID です。例: instancegroup/j-2EEZNYKUA1NTV/ig-1791Y4E1L8YI0。
• AppStream 2.0 フリート - リソースタイプは fleet であり、一意の識別子はフリート名です。例:
fleet/sample-fleet。
• DynamoDB テーブル - リソースタイプは table であり、一意の識別子はテーブル名です。例:
table/my-table。
• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス - リソースタイプは index であり、一意の識別子
はインデックス名です。例: table/my-table/index/my-table-index。
• Aurora DB クラスター - リソースタイプは cluster であり、一意の識別子はクラスター名です。
例: cluster:my-db-cluster。
• Amazon SageMaker エンドポイントバリアント - リソースタイプは variant であり、一意の識別
子はリソース ID です。例: endpoint/my-end-point/variant/KMeansClustering。
• カスタムリソースは、リソースタイプではサポートされていません。このパラメータには、リソー
スへのアクセスに使用される CloudFormation テンプレートスタックからの OutputValue を指定
する必要があります。一意の識別子はサービスプロバイダーによって定義されます。詳細について
は、GitHub リポジトリで参照できます。
• Amazon Comprehend ドキュメント分類エンドポイント - リソースタイプと一意の識別
子は、エンドポイント ARN を使用して指定します。例: arn:aws:comprehend:uswest-2:123456789012:document-classifier-endpoint/EXAMPLE。
• Amazon Comprehend エンティティ認識エンジンエンドポイント - リソースタイプと一意の
識別子は、エンドポイント ARN を使用して指定します。例: arn:aws:comprehend:uswest-2:123456789012:entity-recognizer-endpoint/EXAMPLE。
• Lambda プロビジョニング済み同時実行数 - リソースタイプは function であり、一意の識別子
は、関数名に $LATEST 以外の関数バージョンまたはエイリアス名サフィックスが付いたもので
す。例: function:my-function:prod または function:my-function:1。
• Amazon Keyspaces テーブル - リソースタイプは table であり、一意の識別子はテーブル名です。
例: keyspace/mykeyspace/table/mytable。
• Amazon MSK クラスター - リソースタイプと一意の識別子は、クラスター ARN を使用
して指定します。例: arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/democluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5。
• Amazon ElastiCache レプリケーショングループ - リソースタイプは replication-group で、一
意の識別子はレプリケーショングループ名です。例: replication-group/mycluster。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
ScalableDimension
スケーラブルなディメンション。この文字列は、サービスの名前空間、リソースタイプ、スケーリン
グプロパティで構成されます。
• ecs:service:DesiredCount - ECS サービスの必要なタスク数。
• elasticmapreduce:instancegroup:InstanceCount - EMR インスタンスグループのインス
タンス数。
• ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity - スポットフリートリクエストのターゲット容
量。
• appstream:fleet:DesiredCapacity - AppStream 2.0 フリートの希望する容量。
• dynamodb:table:ReadCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた読み込
みキャパシティー。
• dynamodb:table:WriteCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた書き
込みキャパシティー。
• dynamodb:index:ReadCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプロ
ビジョニングされた読み込みキャパシティー。
• dynamodb:index:WriteCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプ
ロビジョニングされた書き込みキャパシティー。
• rds:cluster:ReadReplicaCount - Aurora DB クラスター内の Aurora レプリカの数。Aurora
MySQL 互換エディションおよび Aurora PostgreSQL 互換エディションで使用可能です。
• sagemaker:variant:DesiredInstanceCount - Amazon SageMaker モデルエンドポイントバ
リアントの EC2 インスタンスの数。
• custom-resource:ResourceType:Property - 独自のアプリケーションまたはサービスによっ
て提供されるカスタムリソースのスケーラブルなディメンション。
• comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits - Amazon
Comprehend ドキュメント分類エンドポイントの推論単位数。
• comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits - Amazon
Comperhend エンティティ認識エンジンのエンドポイントの推論単位数。
• lambda:function:ProvisionedConcurrency - Lambda 関数のプロビジョニング済み同時実行
数。
• cassandra:table:ReadCapacityUnits - Amazon Keyspaces テーブルのプロビジョニングさ
れた読み込みキャパシティー。
• cassandra:table:WriteCapacityUnits - Amazon Keyspaces テーブルのプロビジョンド書き
込み容量。
• kafka:broker-storage:VolumeSize - Amazon MSK クラスターのブローカー用にプロビジョ
ニングされたボリュームサイズ (GiB 単位) 。
• elasticache:replication-group:NodeGroups - Amazon ElastiCache レプリケーショング
ループのノードグループの数。
• elasticache:replication-group:Replicas - Amazon ElastiCache レプリケーショングルー
プのノードグループあたりのレプリカの数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: appstream:fleet:DesiredCapacity |
cassandra:table:ReadCapacityUnits | cassandra:table:WriteCapacityUnits
| comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits |
comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits | customresource:ResourceType:Property | dynamodb:index:ReadCapacityUnits |
dynamodb:index:WriteCapacityUnits | dynamodb:table:ReadCapacityUnits |
dynamodb:table:WriteCapacityUnits | ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity
| ecs:service:DesiredCount | elasticache:replicationgroup:NodeGroups | elasticache:replication-group:Replicas |
elasticmapreduce:instancegroup:InstanceCount | kafka:brokerstorage:VolumeSize | lambda:function:ProvisionedConcurrency |
rds:cluster:ReadReplicaCount | sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
Update requires: Replacement
ScalingTargetId
Application アプリケーションの Auto Scaling のスケーラブルターゲットの CloudFormation により生
成された ID。IDの詳細については、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget リソー
スの戻り値セクションを参照してください。

Important
ScalingTargetId プロパティ、または ResourceId、ScalableDimension、そして
ServiceNamespace プロパティのいずれかを指定する必要があります。両方を指定するこ
とはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ServiceNamespace
リソースを提供する AWS のサービスの名前空間、または custom-resource。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: appstream | cassandra | comprehend | custom-resource | dynamodb
| ec2 | ecs | elasticache | elasticmapreduce | kafka | lambda | rds |
sagemaker
Update requires: Replacement
StepScalingPolicyConfiguration
ステップスケーリングポリシー。
必須: いいえ
タイプ: StepScalingPolicyConfiguration (p. 1124)
Update requires: No interruption
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration
ターゲット追跡スケーリングポリシー。
必須: いいえ
タイプ: TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 1126)
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によ
りアプリケーションの Auto Scaling スケーリングポリシー Amazon リ
ソースネーム (ARN) が返されます。例: arn:aws:autoscaling:useast-2:123456789012:scalingPolicy:12ab3c4d-56789-0ef1-2345-6ghi7jk8lm90:resource/
ecs/service/ecsStack-MyECSCluster-AB12CDE3F4GH/ecsStack-MyECSServiceAB12CDE3F4GH:policyName/MyStepPolicy。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
次の例では、Application Auto Scaling に登録されているスケーラブルターゲットのスケーリングポリシー
を作成します。
その他のテンプレートスニペットについては、「Application Auto Scaling テンプレートの例」を参照して
ください。

事前定義メトリクスを使用したターゲット追跡スケーリングポリシー
この例では、新しい AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソースを宣言
し、TargetTrackingScaling ポリシータイプを使用して新しいスケーリングポリシーを作成する方法
を示しています。
このスニペットでは、ポリシーで事前定義メトリクス ECSServiceAverageCPUUtilization を指定し
ます。ターゲット追跡スケーリングポリシーで使用されるメトリクスは、カスタムまたは事前定義メトリ
クスです。事前定義メトリクスのリストについては、「PredefinedMetricSpecification」を参照してくださ
い。メトリクスが 75% 以上になると、スケーリングポリシーはスケーラブルなターゲットの容量を増やし
(スケールアウト)、75% を下回ると、スケーリングポリシーはスケーラブルなターゲットの容量を減らし
ます (スケールイン)。スケーリングポリシーには、毎回のスケーリングアクティビティの後に 60 秒のクー
ルダウン期間があります。

JSON
{

"Resources":{
"TargetTrackingScalingPolicy":{
"Type":"AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"PolicyName":"cpu75-target-tracking-scaling-policy",
"PolicyType":"TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId":{
"Ref":"ScalableTarget"
},
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration":{
"TargetValue":75.0,
"ScaleInCooldown":60,
"ScaleOutCooldown":60,
"PredefinedMetricSpecification":{
"PredefinedMetricType":"ECSServiceAverageCPUUtilization"
}
}
}
}
}
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YAML
--Resources:
TargetTrackingScalingPolicy:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: cpu75-target-tracking-scaling-policy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref ScalableTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 75.0
ScaleInCooldown: 60
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ECSServiceAverageCPUUtilization

ステップスケーリングポリシー
次の例では、StepScaling ポリシータイプと ChangeInCapacity 調整タイプのスケーリングポリシー
を作成します。関連付けられたアラームがトリガーされると、ポリシーは次のステップ調整 (CloudWatch
アラームのしきい値を 70% と想定) に基づいてスケーラブルなターゲットの容量を増やします。
• メトリクスの値が 70 パーセント以上、85 パーセント未満の場合は容量を 1 増やします。
• メトリクスの値が 85 パーセント以上、95 パーセント未満の場合は容量を 2 増やします。
• メトリクスの値が 95 パーセント以上の場合は容量を 3 増やします。
このスニペットでは、スケーリングポリシーに、毎回のスケーリングアクティビティの後に 600 秒のクー
ルダウン期間があります。

JSON
{

"Resources":{
"PolicyHigh":{
"Type":"AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"PolicyName":"PolicyHigh",
"PolicyType":"StepScaling",
"ScalingTargetId":{
"Ref":"ScalableTarget"
},
"StepScalingPolicyConfiguration":{
"AdjustmentType":"ChangeInCapacity",
"Cooldown":600,
"MetricAggregationType":"Average",
"StepAdjustments":[
{
"MetricIntervalLowerBound":0,
"MetricIntervalUpperBound":15,
"ScalingAdjustment":1
},
{
"MetricIntervalLowerBound":15,
"MetricIntervalUpperBound":25,
"ScalingAdjustment":2
},
{
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}

}

}

}

}

]

}

"MetricIntervalLowerBound":25,
"ScalingAdjustment":3

YAML
--Resources:
PolicyHigh:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: PolicyHigh
PolicyType: StepScaling
ScalingTargetId:
Ref: ScalableTarget
StepScalingPolicyConfiguration:
AdjustmentType: ChangeInCapacity
Cooldown: 600
MetricAggregationType: Average
StepAdjustments:
- MetricIntervalLowerBound: 0
MetricIntervalUpperBound: 15
ScalingAdjustment: 1
- MetricIntervalLowerBound: 15
MetricIntervalUpperBound: 25
ScalingAdjustment: 2
- MetricIntervalLowerBound: 25
ScalingAdjustment: 3

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• Application Auto Scaling テンプレートの例
• How to use AWS CloudFormation to configure auto scaling for Amazon DynamoDB tables and indexes

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy CustomizedMetricSpecification
Application Auto Scaling のターゲットの追跡スケーリングポリシーのカスタマイズされたメトリクス仕様
情報が含まれています。
サービスで利用可能なメトリクスの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイド
の「CloudWatch メトリクスを発行する AWS サービス」を参照してください。
カスタマイズされたメトリクス仕様を作成するには:
• CloudWatch から各必須パラメータの値を追加します。既存のメトリクスを使用することも、作成した
新しいメトリクスを使用することもできます。独自のメトリクスを使用するには、最初にメトリクスを
CloudWatch に発行する必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「カ
スタムメトリクスを発行する」を参照してください。
• 容量に比例して変化するメトリクスを選択します。キャパシティーユニット数に反比例してメトリクス
の値を増減する必要があります。つまり、メトリクスの値は、キャパシティが増加すると減少し、キャ
パシティが減少すると増加します。
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CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch の概念を参照してください。
CustomizedMetricSpecification は、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 1120), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Statistic" : String,
"Unit" : String

YAML
Dimensions:
- MetricDimension (p. 1120)
MetricName: String
Namespace: String
Statistic: String
Unit: String

プロパティ
Dimensions
メトリクスのディメンション。
条件付き: メトリクスをディメンションとともに発行した場合は、スケーリングポリシーで同じディメ
ンションを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 1120) のリスト
Update requires: No interruption
MetricName
メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
メトリクスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Statistic
メトリクスの統計。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Average | Maximum | Minimum | SampleCount | Sum
Update requires: No interruption
Unit
メトリクスの単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• Application Auto Scaling テンプレートの例

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy MetricDimension
MetricDimension は AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy CustomizedMetricSpecification プロパ
ティタイプの Dimensions プロパティの CloudWatch メトリクスのアイデンティティの一部である名前と
値のペアを指定します。重複したディメンションを使用することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
ディメンションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Value
ディメンションの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• Application Auto Scaling テンプレートの例

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy PredefinedMetricSpecification
Application Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシーの定義済みのメトリクス仕様情報が含ま
れています。
PredefinedMetricSpecification は AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedMetricType
メトリックスのタイプ。ALBRequestCountPerTarget メトリクスタイプは、スポットフリートリ
クエストと ECS サービスにのみ適用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALBRequestCountPerTarget | AppStreamAverageCapacityUtilization
| CassandraReadCapacityUtilization | CassandraWriteCapacityUtilization
| ComprehendInferenceUtilization | DynamoDBReadCapacityUtilization |
DynamoDBWriteCapacityUtilization | EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization
| EC2SpotFleetRequestAverageNetworkIn | EC2SpotFleetRequestAverageNetworkOut
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| ECSServiceAverageCPUUtilization | ECSServiceAverageMemoryUtilization
| ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage
| ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization |
ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization | KafkaBrokerStorageUtilization |
LambdaProvisionedConcurrencyUtilization | RDSReaderAverageCPUUtilization |
RDSReaderAverageDatabaseConnections | SageMakerVariantInvocationsPerInstance
Update requires: No interruption
ResourceLabel
メトリクスタイプに関連付けられるリソースを識別します。リソースラベルを指定できるのは、メト
リクスのタイプが ALBRequestCountPerTarget で、ターゲットグループが Spot Fleet リクエスト
や ECS サービスにアタッチされている場合に限ります。
リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN の
最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。リソースラベルの形式は次のとお
りです。
app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff。
各パラメータの意味は次のとおりです。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• Application Auto Scaling テンプレートの例

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy StepAdjustment
StepAdjustment は AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy StepScalingPolicyConfiguration プロパ
ティタイプの StepAdjustments プロパティのステップ調整を指定します。
以下の例では、アラームの違反しきい値が 50 に設定されているとします。
• メトリクスが 50 以上 60 未満である場合にステップ調整をトリガーするには、下限値 0 と上限値 10 を
指定します。
• メトリクスが 40 より大きく 50 以下である場合にステップ調整をトリガーするには、下限値 -10 と上限
値 0 を指定します。
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詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイドの「ステップ調整値」を参照してください。
サンプルのテンプレートスニペットは、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy ドキュメ
ントの「例」セクションにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MetricIntervalLowerBound" : Double,
"MetricIntervalUpperBound" : Double,
"ScalingAdjustment" : Integer

YAML
MetricIntervalLowerBound: Double
MetricIntervalUpperBound: Double
ScalingAdjustment: Integer

プロパティ
MetricIntervalLowerBound
アラームしきい値と CloudWatch メトリクスの差分の下限。メトリック値が違反しきい値を超える場
合、下限値自体が含まれます (メトリクスはしきい値と下限値を加算した値以上になる必要がありま
す)。それ以外の場合、下限値自体は含まれません (メトリクスはしきい値と下限値を加算した値より
大きくなる必要があります)。null 値は、負の無限大を示します。
上限または下限を少なくとも 1 つ指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MetricIntervalUpperBound
アラームしきい値と CloudWatch メトリクスの差分の上限。メトリック値が違反しきい値を超える場
合、上限値自体は含まれません (メトリクスはしきい値と上限値を加算した値未満になる必要がありま
す)。それ以外の場合、上限値自体が含まれます (メトリクスはしきい値と上限値を加算した値以下に
なる必要があります)。null 値は正の無限を示します。
上限または下限を少なくとも 1 つ指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ScalingAdjustment
スケーリング対象量。調整は、AdjustmentType プロパティで指定した値 (絶対数またはパーセン
テージ) に基づきます。正の値の場合、現在のキャパシティーに追加され、負の値の場合、現在のキャ
パシティーから削除されます。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy StepScalingPolicyConfiguration
StepScalingPolicyConfiguration は、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リソースのプロ
パティであり、Application Auto Scaling のステップスケーリングポリシー設定を指定します。
詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの「PutScalingPolicy」を参照してください。
ステップスケーリングポリシーの詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイドの「ステップ
スケーリングポリシー」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdjustmentType" : String,
"Cooldown" : Integer,
"MetricAggregationType" : String,
"MinAdjustmentMagnitude" : Integer,
"StepAdjustments" : [ StepAdjustment (p. 1122), ... ]

YAML
AdjustmentType: String
Cooldown: Integer
MetricAggregationType: String
MinAdjustmentMagnitude: Integer
StepAdjustments:
- StepAdjustment (p. 1122)

プロパティ
AdjustmentType
StepAdjustment プロパティの ScalingAdjustment 値が現在のキャパシティーの絶対数であるか
パーセンテージであるかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ChangeInCapacity | ExactCapacity | PercentChangeInCapacity
Update requires: No interruption
Cooldown
以前のスケーリングアクティビティが有効になるまで待機する時間 (秒単位)。
スケールアウトポリシーでは、スケールアウトが継続的に (ただし過剰になることなく) 行われます。
ステップスケーリングスケーリングポリシーを使用して Application Auto Scaling が正常にスケールア
ウトすると、クールダウン時間の計算が開始されます。スケーリングポリシーは、より大きなスケー
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ルアウトがトリガーされるか、クールダウン期間が終了しない限り、必要な容量を再度増加させませ
ん。このクールダウン期間が有効な間は、スケールアウトアクティビティを開始することで追加され
た容量は、次のスケールアウトアクティビティに予定される容量の一部として繰り入れられます。た
とえば、あるアラームが容量を 2 増加させるステップスケーリングポリシーをトリガーする場合、規
模の拡大や縮小は正常に完了し、クールダウン期間が始まります。クールダウン期間中にアラームが
再度トリガーし、さらに進んだステップ調整を行う場合 (3 の増加)、以前の 2 の増加は現在の容量の
一部とみなされます。したがって、容量に追加されるのは 1 だけです。
スケールインポリシーでは、アプリケーションの可用性を保護するために控えめにスケールインされ
ます。そのため、スケールインアクティビティはクールダウン期間が終了するまでブロックされま
す。ただし、スケールインアクティビティの後、クールダウン期間中に別のアラームがスケールアウ
トアクティビティをトリガーした場合、Application Auto Scaling scale によってターゲットが即座に
スケールアウトされます。この場合、スケールインアクティビティのクールダウン期間は停止し、完
了しません。
Application Auto Scaling では、Amazon ElastiCache レプリケーショングループにデフォルト値 600、
次のスケーラブルなターゲットにデフォルト値 300 を指定します。
• ECS サービス
• スポットフリートリクエスト
• EMR クラスター
• AppStream 2.0 フリート
• Aurora DB クラスター
• Amazon SageMaker エンドポイントバリアント
• カスタムリソース
他のすべてのスケーラブルターゲットのデフォルト値は 0 です。
• DynamoDB テーブル
• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス
• Amazon Comprehend ドキュメントの分類とエンティティ認識のエンドポイント
• Lambda プロビジョニング済み同時実行
• Amazon Keyspaces テーブル
• Amazon MSK ブローカーストレージ
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MetricAggregationType
CloudWatch メトリクスの集計タイプ。有効な値は、Minimum、Maximum、Average です。集計タイ
プが null である場合、値は Average として扱われます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Average | Maximum | Minimum
Update requires: No interruption
MinAdjustmentMagnitude
調整タイプが PercentChangeInCapacity の場合にスケールする最小値です。たとえ
ば、Amazon ECS サービスを 25% スケールアウトするステップスケールポリシーを作
成して、MinAdjustmentMagnitude を 2 に指定したとします。サービスに 4 つのタ
スクがあり、スケーリングポリシーが実行されると、4 の 25% で 1 になります。ただ
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し、MinAdjustmentMagnitude に 2 を指定したため、Application Auto Scaling は 2 つのタスクで
サービスをスケールアウトします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StepAdjustments
超過アラームのサイズに基づいてスケールできるようになる調整セット。
新しいステップスケーリングポリシー設定を追加する場合は、少なくとも 1 つのステップ調整が必要
です。
必須: いいえ
タイプ: StepAdjustment (p. 1122) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration は、AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy リ
ソースのプロパティであり、Application Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシー設定を指
定します。ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用して、実際のワークロードに応じて指定されたス
ケーラブルターゲットの容量を調整し、リソース使用率がターゲット使用率の値またはそれに近い値に維
持されるようにします。
詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの「PutScalingPolicy」を参照してくださ
い。ターゲット追跡スケーリングポリシーの詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガイドの
「ターゲット追跡スケーリングポリシー」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomizedMetricSpecification" : CustomizedMetricSpecification (p. 1118),
"DisableScaleIn" : Boolean,
"PredefinedMetricSpecification" : PredefinedMetricSpecification (p. 1121),
"ScaleInCooldown" : Integer,
"ScaleOutCooldown" : Integer,
"TargetValue" : Double

YAML
CustomizedMetricSpecification:
CustomizedMetricSpecification (p. 1118)
DisableScaleIn: Boolean
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricSpecification (p. 1121)
ScaleInCooldown: Integer
ScaleOutCooldown: Integer
TargetValue: Double
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プロパティ
CustomizedMetricSpecification
カスタマイズされたメトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを
指定できます。
必須: いいえ
タイプ: CustomizedMetricSpecification (p. 1118)
Update requires: No interruption
DisableScaleIn
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールインが無効になっているかどうかを示します。
値が true の場合、スケールインは無効になっており、ターゲット追跡スケーリングポリシーはス
ケーラブルターゲットからキャパシティーを削除しません。それ以外の場合は、スケールインは有効
になっており、ターゲット追跡スケーリングポリシーはスケーラブルターゲットからキャパシティー
を削除することができます。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PredefinedMetricSpecification
事前定義メトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを指定できま
す。
必須: いいえ
タイプ: PredefinedMetricSpecification (p. 1121)
Update requires: No interruption
ScaleInCooldown
スケールインアクティビティが完了してから別のスケールインアクティビティが開始されるまでの時
間 (秒単位)。
スケールインクールダウン期間では、アプリケーションの可用性を保護するために控えめにスケール
インされます。そのため、スケールインアクティビティはクールダウン期間が終了するまでブロッ
クされます。ただし、スケールインクールダウン期間中に別のアラームがスケールアウトアクティビ
ティをトリガーした場合、Application Auto Scaling scale によってターゲットが即座にスケールアウ
トされます。この場合、スケールインクールダウン期間は停止し、完了しません。
Application Auto Scaling では、Amazon ElastiCache レプリケーショングループにデフォルト値 600、
次のスケーラブルなターゲットにデフォルト値 300 を指定します。
•
•
•
•

ECS サービス
スポットフリートリクエスト
EMR クラスター
AppStream 2.0 フリート

• Aurora DB クラスター
• Amazon SageMaker エンドポイントバリアント
• カスタムリソース
他のすべてのスケーラブルターゲットのデフォルト値は 0 です。
• DynamoDB テーブル
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• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス
•
•
•
•

Amazon Comprehend ドキュメントの分類とエンティティ認識のエンドポイント
Lambda プロビジョニング済み同時実行
Amazon Keyspaces テーブル
Amazon MSK ブローカーストレージ

必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScaleOutCooldown
以前のスケールアウトアクティビティが有効になるまで待機する時間 (秒単位)。
スケールアウトクールダウン期間では、スケールアウトが継続的に (ただし過剰になることなく) 行わ
れます。ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用して Application Auto Scaling が正常にスケー
ルアウトすると、クールダウン時間の計算が開始されます。スケーリングポリシーは、より大きなス
ケールアウトがトリガーされるか、クールダウン期間が終了しない限り、必要な容量を再度増加させ
ません。このクールダウン期間が有効な間は、スケールアウトアクティビティを開始することで追加
された容量は、次のスケールアウトアクティビティに必要な容量の一部として計算されます。
Application Auto Scaling では、Amazon ElastiCache レプリケーショングループにデフォルト値 600、
次のスケーラブルなターゲットにデフォルト値 300 を指定します。
• ECS サービス
• スポットフリートリクエスト
• EMR クラスター
• AppStream 2.0 フリート
• Aurora DB クラスター
• Amazon SageMaker エンドポイントバリアント
• カスタムリソース
他のすべてのスケーラブルターゲットのデフォルト値は 0 です。
• DynamoDB テーブル
• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス
• Amazon Comprehend ドキュメントの分類とエンティティ認識のエンドポイント
• Lambda プロビジョニング済み同時実行
• Amazon Keyspaces テーブル
• Amazon MSK ブローカーストレージ
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TargetValue
メトリクスのターゲット値。このプロパティは Double 型の数値を受け付けますが、小さすぎる、ま
たは大きすぎる値は受け付けません。値は -2^360～2^360 の範囲で指定する必要があります。値は、
メトリクスの選択に基づく有効な数値である必要があります。例えば、メトリクスが CPU 使用率の
場合、ターゲット値はスケールアウト前に使用可能な CPU の量を表すパーセント値です。
必須: はい
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Application Auto Scaling ユーザーガイドの「開始方法」
• Application Auto Scaling テンプレートの例

AWS App Mesh リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AppMesh::GatewayRoute (p. 1129)
• AWS::AppMesh::Mesh (p. 1150)
• AWS::AppMesh::Route (p. 1155)
• AWS::AppMesh::VirtualGateway (p. 1182)
• AWS::AppMesh::VirtualNode (p. 1206)
• AWS::AppMesh::VirtualRouter (p. 1245)
• AWS::AppMesh::VirtualService (p. 1251)

AWS::AppMesh::GatewayRoute
ゲートウェイルートを作成します。
ゲートウェイルートは、仮想ゲートウェイにアタッチされ、トラフィックを既存の仮想サービスにルー
ティングします。ルートは、リクエストと一致すると、トラフィックをターゲットの仮想サービスに分散
できます。
ゲートウェイルートの詳細については、「ゲートウェイルート」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppMesh::GatewayRoute",
"Properties" : {
"GatewayRouteName" : String,
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"Spec" : GatewayRouteSpec (p. 1135),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualGatewayName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::GatewayRoute
Properties:
GatewayRouteName: String
MeshName: String

API バージョン 2010-05-15
1129

AWS CloudFormation ユーザーガイド
App Mesh
MeshOwner: String
Spec:
GatewayRouteSpec (p. 1135)
Tags:
- Tag
VirtualGatewayName: String

プロパティ
GatewayRouteName
ゲートウェイルートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshName
リソースが存在するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
ゲートウェイルートの仕様。
必須: はい
タイプ: GatewayRouteSpec (p. 1135)
Update requires: No interruption
Tags
ルートに適用して分類と整理に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーと
オプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最大文字数は
128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualGatewayName
ゲートウェイルートが関連付けられている仮想ゲートウェイ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myGatewayRoute" }
AWS::AppMesh::GatewayRoute リソースの論理 ID を Ref 組み込み関数
に渡すと、その関数はゲートウェイルート ARN (arn:aws:appmesh:useast-1:555555555555:gatewayRoute/myGatewayRoute など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ゲートウェイルートの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
GatewayRouteName
ゲートウェイルートの名前。
MeshName
ゲートウェイルートが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの所有
者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
ゲートウェイルートの一意の識別子。
VirtualGatewayName
ゲートウェイルートが関連付けられている仮想ゲートウェイの名前。

以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「ゲートウェイルート」。
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• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateGatewayRoute」。

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteHostnameMatch
照合するゲートウェイルートホスト名を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : String,
"Suffix" : String

YAML
Exact: String
Suffix: String

プロパティ
Exact
照合する正確なホスト名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Suffix
照合するホスト名の指定された末尾文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteHostnameRewrite
書き換えるゲートウェイルートホスト名を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultTargetHostname" : String
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YAML
DefaultTargetHostname: String

プロパティ
DefaultTargetHostname
書き込むデフォルトのターゲットホスト名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteMetadataMatch
照合するメソッドヘッダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Exact" : String,
"Prefix" : String,
"Range" : GatewayRouteRangeMatch (p. 1134),
"Regex" : String,
"Suffix" : String

YAML
Exact: String
Prefix: String
Range:
GatewayRouteRangeMatch (p. 1134)
Regex: String
Suffix: String

プロパティ
Exact
照合する正確なメソッドヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
照合するメソッドヘッダーの指定された先頭文字。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Range
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteRangeMatch (p. 1134)
Update requires: No interruption
Regex
メソッドヘッダーの照合に使用される正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Suffix
照合するメソッドヘッダーの指定された末尾文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteRangeMatch
一致する値の範囲を表すオブジェクト。範囲の最初の文字は範囲に含まれますが、最後の文字は含まれま
せん。たとえば、指定した範囲が 1～100 の場合、1～99 の値のみが一致します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"End" : Integer,
"Start" : Integer

YAML
End: Integer
Start: Integer

プロパティ
End
範囲の終了値。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Start
範囲の開始。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteSpec
ゲートウェイルートの仕様を表すオブジェクト。ゲートウェイルートタイプを 1 つ指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GrpcRoute" : GrpcGatewayRoute (p. 1137),
"Http2Route" : HttpGatewayRoute (p. 1141),
"HttpRoute" : HttpGatewayRoute (p. 1141)

YAML
GrpcRoute:
GrpcGatewayRoute (p. 1137)
Http2Route:
HttpGatewayRoute (p. 1141)
HttpRoute:
HttpGatewayRoute (p. 1141)

プロパティ
GrpcRoute
gRPC ゲートウェイルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcGatewayRoute (p. 1137)
Update requires: No interruption
Http2Route
HTTP/2 ゲートウェイルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRoute (p. 1141)
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Update requires: No interruption
HttpRoute
HTTP ゲートウェイルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRoute (p. 1141)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteTarget
ゲートウェイルートターゲットを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualService" : GatewayRouteVirtualService (p. 1136)

YAML
VirtualService:
GatewayRouteVirtualService (p. 1136)

プロパティ
VirtualService
仮想サービスゲートウェイルートターゲットを表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GatewayRouteVirtualService (p. 1136)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GatewayRouteVirtualService
トラフィックのルーティング先である仮想サービスを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualServiceName" : String
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YAML
VirtualServiceName: String

プロパティ
VirtualServiceName
トラフィックのルーティング先である仮想サービスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GrpcGatewayRoute
gRPC ゲートウェイルートを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : GrpcGatewayRouteAction (p. 1138),
"Match" : GrpcGatewayRouteMatch (p. 1138)

YAML
Action:
GrpcGatewayRouteAction (p. 1138)
Match:
GrpcGatewayRouteMatch (p. 1138)

プロパティ
Action
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GrpcGatewayRouteAction (p. 1138)
Update requires: No interruption
Match
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GrpcGatewayRouteMatch (p. 1138)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::GatewayRoute GrpcGatewayRouteAction
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rewrite" : GrpcGatewayRouteRewrite (p. 1140),
"Target" : GatewayRouteTarget (p. 1136)

YAML
Rewrite:
GrpcGatewayRouteRewrite (p. 1140)
Target:
GatewayRouteTarget (p. 1136)

プロパティ
Rewrite
書き換えるゲートウェイルートアクション。
必須: いいえ
タイプ: GrpcGatewayRouteRewrite (p. 1140)
Update requires: No interruption
Target
リクエストがゲートウェイルートと一致したときにトラフィックのルーティング先となるターゲット
を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GatewayRouteTarget (p. 1136)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GrpcGatewayRouteMatch
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Hostname" : GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132),
"Metadata" : [ GrpcGatewayRouteMetadata (p. 1139), ... ],
"ServiceName" : String
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YAML
Hostname:
GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132)
Metadata:
- GrpcGatewayRouteMetadata (p. 1139)
ServiceName: String

プロパティ
Hostname
照合するゲートウェイルートホスト名。
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132)
Update requires: No interruption
Metadata
照合するゲートウェイルートメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: GrpcGatewayRouteMetadata (p. 1139) のリスト
Update requires: No interruption
ServiceName
リクエストから照合するサービスの完全修飾ドメイン名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GrpcGatewayRouteMetadata
ゲートウェイルートメタデータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Invert" : Boolean,
"Match" : GatewayRouteMetadataMatch (p. 1133),
"Name" : String

YAML
Invert: Boolean
Match:
GatewayRouteMetadataMatch (p. 1133)
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Name: String

プロパティ
Invert
一致基準以外のものと一致するように True を指定します。デフォルト値は False です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Match
メタデータの一致を判断するための基準。
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteMetadataMatch (p. 1133)
Update requires: No interruption
Name
ゲートウェイルートメタデータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute GrpcGatewayRouteRewrite
書き換えるゲートウェイルートを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Hostname" : GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132)

YAML
Hostname:
GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132)

プロパティ
Hostname
書き換えるゲートウェイルートのホスト名。
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132)
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRoute
HTTP ゲートウェイルートを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : HttpGatewayRouteAction (p. 1141),
"Match" : HttpGatewayRouteMatch (p. 1144)

YAML
Action:
HttpGatewayRouteAction (p. 1141)
Match:
HttpGatewayRouteMatch (p. 1144)

プロパティ
Action
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: HttpGatewayRouteAction (p. 1141)
Update requires: No interruption
Match
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: HttpGatewayRouteMatch (p. 1144)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRouteAction
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Rewrite" : HttpGatewayRouteRewrite (p. 1147),
"Target" : GatewayRouteTarget (p. 1136)
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YAML
Rewrite:
HttpGatewayRouteRewrite (p. 1147)
Target:
GatewayRouteTarget (p. 1136)

プロパティ
Rewrite
書き換えるゲートウェイルートアクション。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRouteRewrite (p. 1147)
Update requires: No interruption
Target
リクエストがゲートウェイルートと一致したときにトラフィックのルーティング先となるターゲット
を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GatewayRouteTarget (p. 1136)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRouteHeader
ゲートウェイルートの HTTP ヘッダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Invert" : Boolean,
"Match" : HttpGatewayRouteHeaderMatch (p. 1143),
"Name" : String

YAML
Invert: Boolean
Match:
HttpGatewayRouteHeaderMatch (p. 1143)
Name: String

プロパティ
Invert
一致基準以外のものと一致するように True を指定します。デフォルト値は False です。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Match
リクエストで送信されるヘッダー値と一致するメソッドと値を表すオブジェクト。一致するメソッド
を 1 つ指定します。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRouteHeaderMatch (p. 1143)
Update requires: No interruption
Name
照合するゲートウェイルート内の HTTP ヘッダーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRouteHeaderMatch
リクエストで送信されるヘッダー値と一致するメソッドと値を表すオブジェクト。一致するメソッドを 1
つ指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Exact" : String,
"Prefix" : String,
"Range" : GatewayRouteRangeMatch (p. 1134),
"Regex" : String,
"Suffix" : String

YAML
Exact: String
Prefix: String
Range:
GatewayRouteRangeMatch (p. 1134)
Regex: String
Suffix: String

プロパティ
Exact
クライアントによって送信される値は、指定された値と完全に一致する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で始まる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Range
一致する値の範囲を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteRangeMatch (p. 1134)
Update requires: No interruption
Regex
クライアントによって送信される値には、指定された文字を含む必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Suffix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で終わる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRouteMatch
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Headers" : [ HttpGatewayRouteHeader (p. 1142), ... ],
"Hostname" : GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132),
"Method" : String,
"Path" : HttpPathMatch (p. 1148),
"Prefix" : String,
"QueryParameters" : [ QueryParameter (p. 1149), ... ]
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YAML
Headers:
- HttpGatewayRouteHeader (p. 1142)
Hostname:
GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132)
Method: String
Path:
HttpPathMatch (p. 1148)
Prefix: String
QueryParameters:
- QueryParameter (p. 1149)

プロパティ
Headers
一致するクライアントリクエストヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRouteHeader (p. 1142) のリスト
Update requires: No interruption
Hostname
照合するホスト名。
必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteHostnameMatch (p. 1132)
Update requires: No interruption
Method
照合するメソッド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Path
照合するパス。
必須: いいえ
タイプ: HttpPathMatch (p. 1148)
Update requires: No interruption
Prefix
リクエストを照合するパスを指定します。このパラメータは常に / で始まる必要があります。これを
基準に、すべてのリクエストを仮想サービス名と照合します。パスベースのリクエストのルーティン
グについても照合することができます。たとえば、仮想サービス名が my-service.local である場
合、ルートと my-service.local/metrics へのリクエストを一致させるには、プレフィックスを
/metrics にする必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryParameters
照合するクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: QueryParameter (p. 1149) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRoutePathRewrite
書き換えるパスを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : String

YAML
Exact: String

プロパティ
Exact
書き換える正確なパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRoutePrefixRewrite
書き換えるルートの先頭文字を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DefaultPrefix" : String,
"Value" : String
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}

YAML
DefaultPrefix: String
Value: String

プロパティ
DefaultPrefix
書き換え時に受信ルートプレフィックスを置き換えるために使用されるデフォルトプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
書き換え時に受信ルートプレフィックスの置き換えに使用される値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpGatewayRouteRewrite
書き換えるゲートウェイルートを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Hostname" : GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132),
"Path" : HttpGatewayRoutePathRewrite (p. 1146),
"Prefix" : HttpGatewayRoutePrefixRewrite (p. 1146)

YAML
Hostname:
GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132)
Path:
HttpGatewayRoutePathRewrite (p. 1146)
Prefix:
HttpGatewayRoutePrefixRewrite (p. 1146)

プロパティ
Hostname
書き換えるホスト名。
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必須: いいえ
タイプ: GatewayRouteHostnameRewrite (p. 1132)
Update requires: No interruption
Path
書き換えるパス。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRoutePathRewrite (p. 1146)
Update requires: No interruption
Prefix
書き換える指定された先頭文字。
必須: いいえ
タイプ: HttpGatewayRoutePrefixRewrite (p. 1146)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpPathMatch
リクエスト内で照合するパスを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : String,
"Regex" : String

YAML
Exact: String
Regex: String

プロパティ
Exact
照合する正確なパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Regex
パスの照合に使用される正規表現。
API バージョン 2010-05-15
1148

AWS CloudFormation ユーザーガイド
App Mesh

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute HttpQueryParameterMatch
照合するクエリパラメータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : String

YAML
Exact: String

プロパティ
Exact
照合する正確なクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::GatewayRoute QueryParameter
リクエストのクエリパラメータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Match" : HttpQueryParameterMatch (p. 1149),
"Name" : String

YAML
Match:
HttpQueryParameterMatch (p. 1149)
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Name: String

プロパティ
Match
照合するクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HttpQueryParameterMatch (p. 1149)
Update requires: No interruption
Name
照合されるクエリパラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Mesh
サービスメッシュを作成します。
サービスメッシュは、メッシュ内のリソースによって表されるサービス間のネットワークトラフィックの
論理的な境界です。サービスメッシュを作成したら、仮想サービス、仮想ノード、仮想ルーター、および
ルートを作成して、メッシュ内のアプリケーション間でトラフィックを分散させることができます。
サービスメッシュの詳細については、「サービスメッシュ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppMesh::Mesh",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"Spec" : MeshSpec (p. 1154),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::Mesh
Properties:
MeshName: String
Spec:
MeshSpec (p. 1154)
Tags:
- Tag
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プロパティ
MeshName
サービスメッシュに使用する名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
適用するサービスメッシュの仕様。
必須: いいえ
タイプ: MeshSpec (p. 1154)
Update requires: No interruption
Tags
サービスメッシュに適用して分類と組織化に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1
つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最
大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myMesh" }
AWS::AppMesh::Mesh リソースの論理 ID を Ref 組み込み関数に渡すと、その関数はメッシュ ARN
(arn:aws:appmesh:us-east-1:555555555555:mesh/myMesh など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
メッシュの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
MeshName
サービスメッシュの名前。
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MeshOwner
サービスメッシュ所有者の IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、自分のア
カウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、「Working
with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの所有
者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
メッシュの一意の識別子。

例
サービスメッシュの作成
この例では、すべての送信トラフィックを許可するメッシュサービスを作成します。

JSON
{

"Description": "Basic Test Mesh",
"Resources": {
"BasicMesh": {
"Type": "AWS::AppMesh::Mesh",
"Properties": {
"MeshName": "BasicMesh1",
"Spec": {
"EgressFilter": {
"Type": "ALLOW_ALL"
}
},
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
},
{
"Key": "Key2",
"Value": "Value2"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"MeshName": {
"Description": "Name of the Mesh",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicMesh",
"MeshName"
]
}
},
"Arn": {
"Description": "Arn of the Mesh created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicMesh",
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]

}

}

"Arn"

}
},
"Uid": {
"Description": "Uid of the Mesh created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicMesh",
"Uid"
]
}
}

YAML
Description: "Basic Test Mesh"
Resources:
BasicMesh:
Type: "AWS::AppMesh::Mesh"
Properties:
MeshName: "BasicMesh1"
Spec:
EgressFilter:
Type: "ALLOW_ALL"
Tags:
- Key: "Key1"
Value: "Value1"
- Key: "Key2"
Value: "Value2"
Outputs:
MeshName:
Description: Name of the Mesh
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicMesh
- MeshName
Arn:
Description: Arn of the Mesh created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicMesh
- Arn
Uid:
Description: Uid of the Mesh created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicMesh
- Uid

以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「Service Meshes (サービスメッシュ)」。
• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateMesh」。

AWS::AppMesh::Mesh EgressFilter
サービスメッシュの出力フィルタールールを表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
出力フィルタタイプ。デフォルトでは、タイプは DROP_ALL です。これは、仮想ノードからサービス
メッシュ内の他の定義済みリソースへの出力 (および AWS API コールの場合は *.amazonaws.com
へのトラフィック) のみを許可します。サービスメッシュの内側または外側の任意のエンドポイントへ
の出力を許可するには、出力フィルタタイプを ALLOW_ALL に設定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Mesh MeshSpec
サービスメッシュの仕様を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EgressFilter" : EgressFilter (p. 1153)

YAML
EgressFilter:
EgressFilter (p. 1153)

プロパティ
EgressFilter
サービスメッシュの出力フィルタールール。
必須: いいえ
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タイプ: EgressFilter (p. 1153)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route
仮想ルーターに関連付けられているルートを作成します。
複数の異なるプロトコルをルーティングし、ルートに対して再試行ポリシーを定義できます。トラフィッ
クは、1 つ以上の仮想ノードにルーティングできます。
ルートの詳細については、「ルート」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppMesh::Route",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"RouteName" : String,
"Spec" : RouteSpec (p. 1178),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualRouterName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::Route
Properties:
MeshName: String
MeshOwner: String
RouteName: String
Spec:
RouteSpec (p. 1178)
Tags:
- Tag
VirtualRouterName: String

プロパティ
MeshName
ルートを作成するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合、サー
ビスメッシュでリソースを作成する前に、指定するアカウントが自分のアカウントとメッシュを共有
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する必要があります。メッシュ共有の詳細については、「Working with shared meshes」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RouteName
ルートに使用する名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
適用するルートの仕様。
必須: はい
タイプ: RouteSpec (p. 1178)
Update requires: No interruption
Tags
ルートに適用して分類と組織化に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキー
とオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最大文字数
は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualRouterName
ルートを作成する仮想ルーターの名前。仮想ルーターが共有メッシュ内にある場合は、仮想ルーター
リソースの所有者である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myRoute" }
AWS::AppMesh::Route リソースの論理 ID を Ref 組み込み関数に渡すと、その関数はルート ARN
(arn:aws:appmesh:us-east-1:555555555555:route/myRoute など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ルートの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
MeshName
ルートが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの
所有者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
RouteName
ルートの名前。
Uid
ルートの一意の識別子。
VirtualRouterName
ルートが関連付けられている仮想ルーターの名前。

例
ルートの作成
この例では、2 つの重み付けされたターゲットを使用してルートを作成します。

JSON
{

"Description": "Basic Test Route",
"Resources": {
"BasicRoute": {
"Type": "AWS::AppMesh::Route",
"Properties": {
"RouteName": "TestRoute",
"MeshName": null,
"VirtualRouterName": null,
"Spec": {
"HttpRoute": {
"Match": {
"Prefix": "routePrefix"
},
"Action": {
"WeightedTargets": [
{
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},
{

}

}

}

}

]

}

"VirtualNode": null,
"Weight": 10
"VirtualNode": null,
"Weight": 20

},
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
},
{
"Key": "Key2",
"Value": "Value2"
}
]

},
"Outputs": {
"RouteName": {
"Description": "Name of the Route",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicRoute",
"RouteName"
]
}
},
"MeshName": {
"Description": "Name of the Mesh",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicRoute",
"MeshName"
]
}
},
"VirtualRouterName": {
"Description": "Name of the VirtualRouter",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicRoute",
"VirtualRouterName"
]
}
},
"Arn": {
"Description": "Arn of the Route created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicRoute",
"Arn"
]
}
},
"Uid": {
"Description": "Uid of the Route created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicRoute",
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}

}

}

}

]

"Uid"

YAML
Description: "Basic Test Route"
Resources:
BasicRoute:
Type: "AWS::AppMesh::Route"
Properties:
RouteName: "TestRoute"
MeshName: !ImportValue TestMeshName
VirtualRouterName: !ImportValue TestVirtualRouterName1
Spec:
HttpRoute:
Match:
Prefix: "routePrefix"
Action:
WeightedTargets:
- VirtualNode: !ImportValue TestVirtualNodeName1
Weight: 10
- VirtualNode: !ImportValue TestVirtualNodeName2
Weight: 20
Tags:
- Key: "Key1"
Value: "Value1"
- Key: "Key2"
Value: "Value2"
Outputs:
RouteName:
Description: Name of the Route
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicRoute
- RouteName
MeshName:
Description: Name of the Mesh
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicRoute
- MeshName
VirtualRouterName:
Description: Name of the VirtualRouter
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicRoute
- VirtualRouterName
Arn:
Description: Arn of the Route created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicRoute
- Arn
Uid:
Description: Uid of the Route created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicRoute
- Uid
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以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「Routes (ルート)」。
• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateRoute」。

AWS::AppMesh::Route Duration
期間を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Unit" : String,
"Value" : Integer

YAML
Unit: String
Value: Integer

プロパティ
Unit
時刻の単位。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
時間単位の数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRetryPolicy
再試行ポリシーを表すオブジェクト。RetryEvents のタイプの少なくとも 1 つの値、maxRetries
の値、および perRetryTimeout の値を指定します。httpRetryEvents の下の server-error と
gateway-error のどちらにも Envoy reset ポリシーが含まれます。reset ポリシーの詳細について
は、Envoy のドキュメントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"GrpcRetryEvents" : [ String, ... ],
"HttpRetryEvents" : [ String, ... ],
"MaxRetries" : Integer,
"PerRetryTimeout" : Duration (p. 1160),
"TcpRetryEvents" : [ String, ... ]

YAML
GrpcRetryEvents:
- String
HttpRetryEvents:
- String
MaxRetries: Integer
PerRetryTimeout:
Duration (p. 1160)
TcpRetryEvents:
- String

プロパティ
GrpcRetryEvents
少なくとも 1 つの有効値を指定してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
HttpRetryEvents
次の値のうち少なくとも 1 つを指定します。
• server-error - HTTP ステータスコード
500、501、502、503、504、505、506、507、508、510、511
• gateway-error - HTTP ステータスコード 502、503、504
• client-error - HTTP ステータスコード 409
• stream-error - 拒否されたストリームで再試行
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxRetries
再試行の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PerRetryTimeout
各再試行のタイムアウト。
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必須: はい
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption
TcpRetryEvents
有効な値を指定します。このイベントが発生するのは、リクエストの処理の開始前であり、アップス
トリームが一時的または永続的に利用できない場合に発生します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRoute
gRPC ルートタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : GrpcRouteAction (p. 1163),
"Match" : GrpcRouteMatch (p. 1163),
"RetryPolicy" : GrpcRetryPolicy (p. 1160),
"Timeout" : GrpcTimeout (p. 1167)

YAML
Action:
GrpcRouteAction (p. 1163)
Match:
GrpcRouteMatch (p. 1163)
RetryPolicy:
GrpcRetryPolicy (p. 1160)
Timeout:
GrpcTimeout (p. 1167)

プロパティ
Action
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: GrpcRouteAction (p. 1163)
Update requires: No interruption
Match
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
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タイプ: GrpcRouteMatch (p. 1163)
Update requires: No interruption
RetryPolicy
再試行ポリシーを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcRetryPolicy (p. 1160)
Update requires: No interruption
Timeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcTimeout (p. 1167)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRouteAction
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"WeightedTargets" : [ WeightedTarget (p. 1181), ... ]

YAML
WeightedTargets:
- WeightedTarget (p. 1181)

プロパティ
WeightedTargets
リクエストがルートに一致したときにトラフィックのルーティング先となるターゲットを表すオブ
ジェクト。
必須: はい
タイプ: WeightedTarget (p. 1181) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRouteMatch
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Metadata" : [ GrpcRouteMetadata (p. 1164), ... ],
"MethodName" : String,
"ServiceName" : String

YAML
Metadata:
- GrpcRouteMetadata (p. 1164)
MethodName: String
ServiceName: String

プロパティ
Metadata
リクエストから一致するデータを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcRouteMetadata (p. 1164) のリスト
Update requires: No interruption
MethodName
リクエストから一致するメソッド名。名前を指定する場合は、serviceName も指定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceName
リクエストから照合するサービスの完全修飾ドメイン名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRouteMetadata
ルートの一致メタデータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Invert" : Boolean,
"Match" : GrpcRouteMetadataMatchMethod (p. 1165),
"Name" : String

YAML
Invert: Boolean
Match:
GrpcRouteMetadataMatchMethod (p. 1165)
Name: String

プロパティ
Invert
一致基準以外のものと一致するように True を指定します。デフォルト値は False です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Match
リクエストから一致するデータを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcRouteMetadataMatchMethod (p. 1165)
Update requires: No interruption
Name
ルートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcRouteMetadataMatchMethod
一致するメソッドを表すオブジェクト。いずれかの一致値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Exact" : String,
"Prefix" : String,
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}

"Range" : MatchRange (p. 1176),
"Regex" : String,
"Suffix" : String

YAML
Exact: String
Prefix: String
Range:
MatchRange (p. 1176)
Regex: String
Suffix: String

プロパティ
Exact
クライアントによって送信される値は、指定された値と完全に一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で始まる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Range
一致する値の範囲を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: MatchRange (p. 1176)
Update requires: No interruption
Regex
クライアントによって送信される値には、指定された文字を含む必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Suffix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で終わる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route GrpcTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Idle" : Duration (p. 1160),
"PerRequest" : Duration (p. 1160)

YAML
Idle:
Duration (p. 1160)
PerRequest:
Duration (p. 1160)

プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
必須: いいえ
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption
PerRequest
リクエストごとのタイムアウトを表すオブジェクト。デフォルト値は 15 秒です。タイムアウト値を
大きく設定した場合、会話内の App Mesh リソースごとに大きい値が設定されていることを確認しま
す。たとえば、仮想ノードバックエンドが仮想ルータプロバイダーを使用して別の仮想ノードにルー
ティングする場合、送信元と送信先の仮想ノードとルートのタイムアウトは 15 秒以上にする必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HeaderMatchMethod
リクエストで送信されるヘッダー値と一致するメソッドと値を表すオブジェクト。一致するメソッドを 1
つ指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Exact" : String,
"Prefix" : String,
"Range" : MatchRange (p. 1176),
"Regex" : String,
"Suffix" : String

YAML
Exact: String
Prefix: String
Range:
MatchRange (p. 1176)
Regex: String
Suffix: String

プロパティ
Exact
クライアントによって送信される値は、指定された値と完全に一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で始まる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Range
一致する値の範囲を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: MatchRange (p. 1176)
Update requires: No interruption
Regex
クライアントによって送信される値には、指定された文字を含む必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Suffix
クライアントによって送信される値は、指定された文字で終わる必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpPathMatch
リクエスト内で照合するパスを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : String,
"Regex" : String

YAML
Exact: String
Regex: String

プロパティ
Exact
照合する正確なパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Regex
パスの照合に使用される正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpQueryParameterMatch
照合するクエリパラメータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Exact" : String

YAML
Exact: String

プロパティ
Exact
照合する正確なクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpRetryPolicy
再試行ポリシーを表すオブジェクト。RetryEvents のタイプの少なくとも 1 つの値、maxRetries
の値、および perRetryTimeout の値を指定します。httpRetryEvents の下の server-error と
gateway-error のどちらにも Envoy reset ポリシーが含まれます。reset ポリシーの詳細について
は、Envoy のドキュメントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HttpRetryEvents" : [ String, ... ],
"MaxRetries" : Integer,
"PerRetryTimeout" : Duration (p. 1160),
"TcpRetryEvents" : [ String, ... ]

YAML
HttpRetryEvents:
- String
MaxRetries: Integer
PerRetryTimeout:
Duration (p. 1160)
TcpRetryEvents:
- String

プロパティ
HttpRetryEvents
次の値のうち少なくとも 1 つを指定します。
• server-error - HTTP ステータスコード
500、501、502、503、504、505、506、507、508、510、511
• gateway-error - HTTP ステータスコード 502、503、504
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• client-error - HTTP ステータスコード 409
• stream-error - 拒否されたストリームで再試行
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxRetries
再試行の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PerRetryTimeout
各再試行のタイムアウト。
必須: はい
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption
TcpRetryEvents
有効な値を指定します。このイベントが発生するのは、リクエストの処理の開始前であり、アップス
トリームが一時的または永続的に利用できない場合に発生します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpRoute
HTTP または HTTP/2 のルートタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : HttpRouteAction (p. 1172),
"Match" : HttpRouteMatch (p. 1174),
"RetryPolicy" : HttpRetryPolicy (p. 1170),
"Timeout" : HttpTimeout (p. 1175)

YAML
Action:
HttpRouteAction (p. 1172)
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HttpRouteMatch (p. 1174)
RetryPolicy:
HttpRetryPolicy (p. 1170)
Timeout:
HttpTimeout (p. 1175)

プロパティ
Action
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: HttpRouteAction (p. 1172)
Update requires: No interruption
Match
リクエストの一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: HttpRouteMatch (p. 1174)
Update requires: No interruption
RetryPolicy
再試行ポリシーを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpRetryPolicy (p. 1170)
Update requires: No interruption
Timeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpTimeout (p. 1175)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpRouteAction
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"WeightedTargets" : [ WeightedTarget (p. 1181), ... ]
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YAML
WeightedTargets:
- WeightedTarget (p. 1181)

プロパティ
WeightedTargets
リクエストがルートに一致したときにトラフィックのルーティング先となるターゲットを表すオブ
ジェクト。
必須: はい
タイプ: WeightedTarget (p. 1181) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpRouteHeader
リクエストの HTTP ヘッダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Invert" : Boolean,
"Match" : HeaderMatchMethod (p. 1167),
"Name" : String

YAML
Invert: Boolean
Match:
HeaderMatchMethod (p. 1167)
Name: String

プロパティ
Invert
一致基準以外のものと一致するように True を指定します。デフォルト値は False です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Match
HeaderMatchMethod オブジェクト。
必須: いいえ
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タイプ: HeaderMatchMethod (p. 1167)
Update requires: No interruption
Name
一致するクライアントリクエストの HTTP ヘッダーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpRouteMatch
仮想ルーターに対する HTTP リクエストを照合するルートの要件を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Headers" : [ HttpRouteHeader (p. 1173), ... ],
"Method" : String,
"Path" : HttpPathMatch (p. 1169),
"Prefix" : String,
"QueryParameters" : [ QueryParameter (p. 1177), ... ],
"Scheme" : String

YAML
Headers:
- HttpRouteHeader (p. 1173)
Method: String
Path:
HttpPathMatch (p. 1169)
Prefix: String
QueryParameters:
- QueryParameter (p. 1177)
Scheme: String

プロパティ
Headers
一致するクライアントリクエストヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: HttpRouteHeader (p. 1173)のリスト
Update requires: No interruption
Method
一致するクライアントリクエストメソッド。1 つのみを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Path
照合するクライアントリクエストパス。
必須: いいえ
タイプ: HttpPathMatch (p. 1169)
Update requires: No interruption
Prefix
リクエストを照合するパスを指定します。このパラメータは常に / で始まる必要があります。これを
基準に、すべてのリクエストを仮想サービス名と照合します。パスベースのリクエストのルーティン
グについても照合することができます。たとえば、仮想サービス名が my-service.local である場
合、ルートと my-service.local/metrics へのリクエストを一致させるには、プレフィックスを
/metrics にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryParameters
照合するクライアントリクエストクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: QueryParameter (p. 1177) のリスト
Update requires: No interruption
Scheme
一致するクライアントリクエストスキーム。1 つのみを指定します。HTTP2 ルートにのみ適用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route HttpTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Idle" : Duration (p. 1160),
"PerRequest" : Duration (p. 1160)

YAML
Idle:
Duration (p. 1160)
PerRequest:
Duration (p. 1160)

プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
必須: いいえ
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption
PerRequest
リクエストごとのタイムアウトを表すオブジェクト。デフォルト値は 15 秒です。タイムアウト値を
大きく設定した場合、会話内の App Mesh リソースごとに大きい値が設定されていることを確認しま
す。たとえば、仮想ノードバックエンドが仮想ルータプロバイダーを使用して別の仮想ノードにルー
ティングする場合、送信元と送信先の仮想ノードとルートのタイムアウトは 15 秒以上にする必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route MatchRange
一致する値の範囲を表すオブジェクト。範囲の最初の文字は範囲に含まれますが、最後の文字は含まれま
せん。たとえば、指定した範囲が 1～100 の場合、1～99 の値のみが一致します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"End" : Integer,
"Start" : Integer

YAML
End: Integer
Start: Integer
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プロパティ
End
範囲の終了値。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Start
範囲の開始。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route QueryParameter
リクエストのクエリパラメータを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Match" : HttpQueryParameterMatch (p. 1169),
"Name" : String

YAML
Match:
HttpQueryParameterMatch (p. 1169)
Name: String

プロパティ
Match
照合するクエリパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HttpQueryParameterMatch (p. 1169)
Update requires: No interruption
Name
照合されるクエリパラメータの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route RouteSpec
ルートの指定を表すオブジェクト。ルートタイプを 1 つ指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GrpcRoute" : GrpcRoute (p. 1162),
"Http2Route" : HttpRoute (p. 1171),
"HttpRoute" : HttpRoute (p. 1171),
"Priority" : Integer,
"TcpRoute" : TcpRoute (p. 1179)

YAML
GrpcRoute:
GrpcRoute (p. 1162)
Http2Route:
HttpRoute (p. 1171)
HttpRoute:
HttpRoute (p. 1171)
Priority: Integer
TcpRoute:
TcpRoute (p. 1179)

プロパティ
GrpcRoute
gRPC ルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcRoute (p. 1162)
Update requires: No interruption
Http2Route
HTTP/2 ルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpRoute (p. 1171)
Update requires: No interruption
HttpRoute
HTTP ルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
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タイプ: HttpRoute (p. 1171)
Update requires: No interruption
Priority
ルートの優先度。ルートは、指定された値に基づいてマッチングされます。ここで、0 は最も高い優
先順位になります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TcpRoute
TCP ルートの仕様を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: TcpRoute (p. 1179)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route TcpRoute
TCP ルートタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : TcpRouteAction (p. 1180),
"Timeout" : TcpTimeout (p. 1180)

YAML
Action:
TcpRouteAction (p. 1180)
Timeout:
TcpTimeout (p. 1180)

プロパティ
Action
一致が確認された場合に実行するアクション。
必須: はい
タイプ: TcpRouteAction (p. 1180)
Update requires: No interruption
Timeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
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必須: いいえ
タイプ: TcpTimeout (p. 1180)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route TcpRouteAction
一致が決定された場合に実行するアクションを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"WeightedTargets" : [ WeightedTarget (p. 1181), ... ]

YAML
WeightedTargets:
- WeightedTarget (p. 1181)

プロパティ
WeightedTargets
リクエストがルートに一致したときにトラフィックのルーティング先となるターゲットを表すオブ
ジェクト。
必須: はい
タイプ: WeightedTarget (p. 1181) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route TcpTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Idle" : Duration (p. 1160)

YAML
Idle:
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Duration (p. 1160)

プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
必須: いいえ
タイプ: 実行時間 (p. 1160)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::Route WeightedTarget
ターゲットとその相対的な重みを表すオブジェクト。トラフィックは、相対的な重みに従ってターゲット
間で分散されます。たとえば、相対的な重みが 50 である加重ターゲットは、相対的な重みが 10 であるト
ラフィックの 5 倍のトラフィックを受信します。すべてのターゲットの重みの合計は、100 以下でなけれ
ばなりません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualNode" : String,
"Weight" : Integer

YAML
VirtualNode: String
Weight: Integer

プロパティ
VirtualNode
加重ターゲットに関連付ける仮想ノード。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
加重ターゲットの相対的な重み。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualGateway
仮想ゲートウェイを作成します。
仮想ゲートウェイを使用すると、メッシュ外のリソースはメッシュ内のリソースと通信できます。仮想
ゲートウェイは、Amazon ECS タスク、Kubernetes サービス、Amazon EC2 インスタンスのいずれかで
実行されている Envoy プロキシを表します。アプリケーションで実行されている Envoy を表す仮想ノー
ドとは異なり、仮想ゲートウェイは単独でデプロイされた Envoy を表します。
仮想ゲートウェイの詳細については、「仮想ゲートウェイ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppMesh::VirtualGateway",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"Spec" : VirtualGatewaySpec (p. 1202),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualGatewayName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::VirtualGateway
Properties:
MeshName: String
MeshOwner: String
Spec:
VirtualGatewaySpec (p. 1202)
Tags:
- Tag
VirtualGatewayName: String

プロパティ
MeshName
仮想ゲートウェイが存在するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
仮想ゲートウェイの仕様。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewaySpec (p. 1202)
Update requires: No interruption
Tags
仮想ゲートウェイに適用して分類と整理に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1
つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最
大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualGatewayName
仮想ゲートウェイの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myVirtualGateway" }
AWS::AppMesh::VirtualGateway リソースの論理 ID を Ref 組み込み関
数に渡すと、その関数はゲートウェイルート ARN (arn:aws:appmesh:useast-1:555555555555:virtualGateway/myVirtualGateway など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
仮想ゲートウェイの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
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MeshName
仮想ゲートウェイが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの
所有者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
仮想ゲートウェイの一意の識別子。
VirtualGatewayName
仮想ゲートウェイの名前。

以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「仮想ゲートウェイ」
• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateVirtualGateway」

AWS::AppMesh::VirtualGateway SubjectAlternativeNameMatchers
ピア Transport Layer Security (TLS) 証明書のサブジェクトの代替名を照合できる方法を表すオブジェク
ト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : [ String, ... ]

YAML
Exact:
- String

プロパティ
Exact
送信される値は、指定された値に正確に一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway SubjectAlternativeNames
証明書で保護されたサブジェクトの別名を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Match" : SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1184)

YAML
Match:
SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1184)

プロパティ
Match
SAN の一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1184)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayAccessLog
仮想ゲートウェイのアクセスログ設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : VirtualGatewayFileAccessLog (p. 1190)

YAML
File:
VirtualGatewayFileAccessLog (p. 1190)

プロパティ
File
仮想ゲートウェイのアクセスログを送信する先のファイルオブジェクト。
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必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayFileAccessLog (p. 1190)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayBackendDefaults
バックエンドのデフォルトプロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClientPolicy" : VirtualGatewayClientPolicy (p. 1186)

YAML
ClientPolicy:
VirtualGatewayClientPolicy (p. 1186)

プロパティ
ClientPolicy
クライアントポリシーを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayClientPolicy (p. 1186)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayClientPolicy
クライアントポリシーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TLS" : VirtualGatewayClientPolicyTls (p. 1187)

YAML
TLS:
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プロパティ
TLS
Transport Layer Security (TLS) クライアントポリシーを表すオブジェクトへのリファレンス。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayClientPolicyTls (p. 1187)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayClientPolicyTls
Transport Layer Security (TLS) クライアントポリシーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Certificate" : VirtualGatewayClientTlsCertificate (p. 1188),
"Enforce" : Boolean,
"Ports" : [ Integer, ... ],
"Validation" : VirtualGatewayTlsValidationContext (p. 1203)

YAML
Certificate:
VirtualGatewayClientTlsCertificate (p. 1188)
Enforce: Boolean
Ports:
- Integer
Validation:
VirtualGatewayTlsValidationContext (p. 1203)

プロパティ
Certificate
仮想ゲートウェイのクライアントの Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクトへの参
照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayClientTlsCertificate (p. 1188)
Update requires: No interruption
Enforce
ポリシーが強制されるかどうか。値が指定されていない場合、True がデフォルトとなります。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Ports
ポリシーが強制される 1 つ以上のポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
Validation
Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContext (p. 1203)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayClientTlsCertificate
仮想ゲートウェイのクライアントの Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197),
"SDS" : VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)

YAML
File:
VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197)
SDS:
VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)

プロパティ
File
ローカルファイル証明書を表すオブジェクト。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が
有効になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197)
Update requires: No interruption
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SDS
仮想ゲートウェイのクライアントの Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayConnectionPool
仮想ゲートウェイの接続プールのタイプを表すオブジェクト。
一度に使用されるプロトコルは 1 つのみで、ポートマッピングで選択したプロトコルと同じプロトコルで
ある必要があります。
存在しない場合、maxPendingRequests のデフォルト値は 2147483647 です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GRPC" : VirtualGatewayGrpcConnectionPool (p. 1190),
"HTTP" : VirtualGatewayHttpConnectionPool (p. 1193),
"HTTP2" : VirtualGatewayHttp2ConnectionPool (p. 1193)

YAML
GRPC:
VirtualGatewayGrpcConnectionPool (p. 1190)
HTTP:
VirtualGatewayHttpConnectionPool (p. 1193)
HTTP2:
VirtualGatewayHttp2ConnectionPool (p. 1193)

プロパティ
GRPC
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayGrpcConnectionPool (p. 1190)
Update requires: No interruption
HTTP
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayHttpConnectionPool (p. 1193)
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Update requires: No interruption
HTTP2
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayHttp2ConnectionPool (p. 1193)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayFileAccessLog
アクセスログファイルを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Path" : String

YAML
Path: String

プロパティ
Path
アクセスログを書き込む先のファイルパス。/dev/stdout を使用してアクセスログを標準出力に送
信し、awslogs などのログドライバを使用してアクセスログを Amazon CloudWatch Logs などのロ
グストレージサービスにエクスポートするように Envoy コンテナを設定できます。Envoy コンテナの
ファイルシステムでパスを指定して、ファイルをディスクに書き込むこともできます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

次のリソースが更新されました。AWS::AppMesh::VirtualGateway
VirtualGatewayGrpcConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"MaxRequests" : Integer

YAML
MaxRequests: Integer

プロパティ
MaxRequests
Envoy がアップストリームクラスター内のホスト間で同時にサポートできるインフライトリクエスト
の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayHealthCheckPolicy
仮想ゲートウェイのリスナーのヘルスチェックポリシーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HealthyThreshold" : Integer,
"IntervalMillis" : Integer,
"Path" : String,
"Port" : Integer,
"Protocol" : String,
"TimeoutMillis" : Integer,
"UnhealthyThreshold" : Integer

YAML
HealthyThreshold: Integer
IntervalMillis: Integer
Path: String
Port: Integer
Protocol: String
TimeoutMillis: Integer
UnhealthyThreshold: Integer

プロパティ
HealthyThreshold
リスナーが正常であると結論するまでに必要なヘルスチェックの連続成功回数。
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
1191

AWS CloudFormation ユーザーガイド
App Mesh

タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IntervalMillis
各ヘルスチェックの実行間のミリ秒単位の間隔。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Path
ヘルスチェックリクエストの送信先のパス。この値は、指定されたプロトコルが HTTP または
HTTP/2 の場合にのみ使用されます。その他のプロトコルでは、この値は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
ヘルスチェックリクエストの送信先のポート。このポートは、リスナーの PortMapping で定義された
ポートと一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Protocol
ヘルスチェックリクエストのプロトコル。grpc を指定した場合、サービスは GRPC ヘルスチェック
プロトコルに準拠する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeoutMillis
ヘルスチェックからの応答を受け取るまで待つ時間 (ミリ秒単位)。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UnhealthyThreshold
仮想ゲートウェイが異常であると結論するまでに必要なヘルスチェックの連続失敗回数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayHttp2ConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRequests" : Integer

YAML
MaxRequests: Integer

プロパティ
MaxRequests
Envoy がアップストリームクラスター内のホスト間で同時にサポートできるインフライトリクエスト
の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayHttpConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxConnections" : Integer,
"MaxPendingRequests" : Integer

YAML
MaxConnections: Integer
MaxPendingRequests: Integer

プロパティ
MaxConnections
Envoy がアップストリームクラスター内のすべてのホストで同時に確立できるアウトバウンド TCP 接
続の最大数
API バージョン 2010-05-15
1193

AWS CloudFormation ユーザーガイド
App Mesh

必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxPendingRequests
max_connections Envoy がアップストリームクラスターへのキューイング後にオーバーフローする
リクエストの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListener
仮想ゲートウェイのリスナーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionPool" : VirtualGatewayConnectionPool (p. 1189),
"HealthCheck" : VirtualGatewayHealthCheckPolicy (p. 1191),
"PortMapping" : VirtualGatewayPortMapping (p. 1201),
"TLS" : VirtualGatewayListenerTls (p. 1195)

YAML
ConnectionPool:
VirtualGatewayConnectionPool (p. 1189)
HealthCheck:
VirtualGatewayHealthCheckPolicy (p. 1191)
PortMapping:
VirtualGatewayPortMapping (p. 1201)
TLS:
VirtualGatewayListenerTls (p. 1195)

プロパティ
ConnectionPool
リスナーの接続プールの情報。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayConnectionPool (p. 1189)
Update requires: No interruption
HealthCheck
リスナーのヘルスチェック情報。
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必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayHealthCheckPolicy (p. 1191)
Update requires: No interruption
PortMapping
リスナーのポートマッピング情報。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayPortMapping (p. 1201)
Update requires: No interruption
TLS
リスナーの Transport Layer Security (TLS) プロパティを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTls (p. 1195)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTls
リスナーの Transport Layer Security (TLS) プロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Certificate" : VirtualGatewayListenerTlsCertificate (p. 1197),
"Mode" : String,
"Validation" : VirtualGatewayListenerTlsValidationContext (p. 1199)

YAML
Certificate:
VirtualGatewayListenerTlsCertificate (p. 1197)
Mode: String
Validation:
VirtualGatewayListenerTlsValidationContext (p. 1199)

プロパティ
Certificate
Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsCertificate (p. 1197)
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Update requires: No interruption
Mode
次のモードのいずれかを指定します。
• STRICT — リスナーは TLS が有効な接続のみを受け入れます。
• PERMISSIVE — リスナーは、TLSが有効であるかどうかに関係なく接続を受け入れます。
• DISABLED — リスナーは TLS を使用しない接続のみを受け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Validation
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクト
への参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsValidationContext (p. 1199)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsAcmCertificate
AWS Certificate Manager 証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateArn" : String

YAML
CertificateArn: String

プロパティ
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が有効
になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsCertificate
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ACM" : VirtualGatewayListenerTlsAcmCertificate (p. 1196),
"File" : VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197),
"SDS" : VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)

YAML
ACM:
VirtualGatewayListenerTlsAcmCertificate (p. 1196)
File:
VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197)
SDS:
VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)

プロパティ
ACM
AWS Certificate Manager 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsAcmCertificate (p. 1196)
Update requires: No interruption
File
ローカルファイル証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate (p. 1197)
Update requires: No interruption
SDS
仮想ゲートウェイのリスナーの Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate (p. 1198)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsFileCertificate
ローカルファイル証明書を表すオブジェクト。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が有
効になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照してくださ
い。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateChain" : String,
"PrivateKey" : String

YAML
CertificateChain: String
PrivateKey: String

プロパティ
CertificateChain
証明書の証明書チェーン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateKey
プロキシが実行されているメッシュエンドポイントのファイルシステムに保存されている証明書のプ
ライベートキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate
仮想ゲートウェイのリスナーの Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクト。プロキシは、Unix
ドメインソケットを介してローカル SDS プロバイダーで設定する必要があります。詳細については、App
MeshTLS のドキュメントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretName" : String

YAML
SecretName: String
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プロパティ
SecretName
証明書や証明書チェーンなどの Transport Layer Security (TLS) マテリアルを表す Secret Discovery
Service プロバイダーからリクエストされたシークレットの名前を表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsValidationContext
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubjectAlternativeNames" : SubjectAlternativeNames (p. 1185),
"Trust" : VirtualGatewayListenerTlsValidationContextTrust (p. 1200)

YAML
SubjectAlternativeNames:
SubjectAlternativeNames (p. 1185)
Trust:
VirtualGatewayListenerTlsValidationContextTrust (p. 1200)

プロパティ
SubjectAlternativeNames
仮想ゲートウェイリスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの SAN を表すオブ
ジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: SubjectAlternativeNames (p. 1185)
Update requires: No interruption
Trust
ピアの Transport Layer Security (TLS) 証明書を検証するときに信頼チェーンを取得する場所への参
照。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayListenerTlsValidationContextTrust (p. 1200)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayListenerTlsValidationContextTrust
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェク
ト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204),
"SDS" : VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)

YAML
File:
VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204)
SDS:
VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)

プロパティ
File
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204)
Update requires: No interruption
SDS
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コ
ンテキストの信頼を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayLogging
ログ記録情報を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AccessLog" : VirtualGatewayAccessLog (p. 1185)
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YAML
AccessLog:
VirtualGatewayAccessLog (p. 1185)

プロパティ
AccessLog
アクセスログの設定。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayAccessLog (p. 1185)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayPortMapping
ポートマッピングを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Port" : Integer,
"Protocol" : String

YAML
Port: Integer
Protocol: String

プロパティ
Port
ポートマッピングに使用されるポート。プロトコルを 1 つ指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Protocol
ポートマッピングに使用されるプロトコル。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewaySpec
サービスメッシュリソースの仕様を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BackendDefaults" : VirtualGatewayBackendDefaults (p. 1186),
"Listeners" : [ VirtualGatewayListener (p. 1194), ... ],
"Logging" : VirtualGatewayLogging (p. 1200)

YAML
BackendDefaults:
VirtualGatewayBackendDefaults (p. 1186)
Listeners:
- VirtualGatewayListener (p. 1194)
Logging:
VirtualGatewayLogging (p. 1200)

プロパティ
BackendDefaults
バックエンドのデフォルトを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayBackendDefaults (p. 1186)
Update requires: No interruption
Listeners
メッシュエンドポイントが受信するインバウンドトラフィックの送信元のリスナー。1 つのリスナー
を指定できます。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayListener (p. 1194) のリスト
Update requires: No interruption
Logging
ログ記録情報を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayLogging (p. 1200)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayTlsValidationContext
Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubjectAlternativeNames" : SubjectAlternativeNames (p. 1185),
"Trust" : VirtualGatewayTlsValidationContextTrust (p. 1205)

YAML
SubjectAlternativeNames:
SubjectAlternativeNames (p. 1185)
Trust:
VirtualGatewayTlsValidationContextTrust (p. 1205)

プロパティ
SubjectAlternativeNames
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの SAN を表すオブ
ジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: SubjectAlternativeNames (p. 1185)
Update requires: No interruption
Trust
ピアの Transport Layer Security (TLS) 証明書を検証するときに信頼チェーンを取得する場所への参
照。
必須: はい
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextTrust (p. 1205)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayTlsValidationContextAcmTrust
AWS Certificate Manager 証明書の Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブ
ジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateAuthorityArns" : [ String, ... ]
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YAML
CertificateAuthorityArns:
- String

プロパティ
CertificateAuthorityArns
1 つ以上の ACM Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateChain" : String

YAML
CertificateChain: String

プロパティ
CertificateChain
プロキシが実行されている仮想ノードのファイルシステムに保存されている証明書の証明書信頼
チェーン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust
仮想ゲートウェイのリスナーの Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテ
キストの信頼を表すオブジェクト。プロキシは、Unix ドメインソケットを介してローカル SDS プロバイ
ダーで設定する必要があります。詳細については、App Mesh TLS のドキュメントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"SecretName" : String

YAML
SecretName: String

プロパティ
SecretName
仮想ゲートウェイの Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテキスト
の信頼のシークレット名を表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualGateway VirtualGatewayTlsValidationContextTrust
Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ACM" : VirtualGatewayTlsValidationContextAcmTrust (p. 1203),
"File" : VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204),
"SDS" : VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)

YAML
ACM:
VirtualGatewayTlsValidationContextAcmTrust (p. 1203)
File:
VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204)
SDS:
VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)

プロパティ
ACM
AWS Certificate Manager 証明書の Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオ
ブジェクトへの参照。
必須: いいえ
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タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextAcmTrust (p. 1203)
Update requires: No interruption
File
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextFileTrust (p. 1204)
Update requires: No interruption
SDS
仮想ゲートウェイの Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテキスト
の信頼を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust (p. 1204)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode
サービスメッシュ内に仮想ノードを作成します。
仮想ノードは、Amazon ECS のサービスや Kubernetes デプロイなどの特定のタスクグループへの論理ポ
インタとして機能します。仮想ノードを作成するときに、タスクグループのサービス検出情報、およびタ
スクグループで実行されているプロキシが Transport Layer Security (TLS) を使用して他のプロキシと通信
するかどうかを指定できます。
仮想ノードが想定するすべてのインバウンドトラフィックに対して listener を定義します。仮想ノード
が通信する仮想サービスは、backend として指定されます。
新しい仮想ノードのレスポンスメタデータには、仮想ノードに関連付けられている arn が含
まれています。この値を、タスク定義またはポッド仕様のタスクグループの Envoy プロキシコ
ンテナの APPMESH_RESOURCE_ARN 環境変数として、完全な ARN (arn:aws:appmesh:uswest-2:123456789012:myMesh/default/virtualNode/myApp など) に設定します。これ
は、node.id および node.cluster Envoy パラメータにマッピングされます。

Note
デフォルトでは、Envoy によってメトリクスとトレースでそれ自体が参照されると
き、App Mesh は、APPMESH_RESOURCE_ARN で指定したリソースの名前を使用しま
す。APPMESH_RESOURCE_CLUSTER 環境変数に独自の名前を設定することで、この動作を上書き
できます。
仮想ノードの詳細については、「Virtual Nodes」を参照してください。これらの変数を設定するとき
は、Envoy イメージの 1.15.0 以降を使用する必要があります。App Mesh Envoy 変数の詳細について
は、AWS App Mesh ユーザーガイドの Envoy イメージを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::AppMesh::VirtualNode",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"Spec" : VirtualNodeSpec (p. 1242),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualNodeName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::VirtualNode
Properties:
MeshName: String
MeshOwner: String
Spec:
VirtualNodeSpec (p. 1242)
Tags:
- Tag
VirtualNodeName: String

プロパティ
MeshName
仮想ノードを作成するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合、サー
ビスメッシュでリソースを作成する前に、指定するアカウントが自分のアカウントとメッシュを共有
する必要があります。メッシュ共有の詳細については、「Working with shared meshes」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
適用する仮想ノード仕様。
必須: はい
タイプ: VirtualNodeSpec (p. 1242)
Update requires: No interruption
Tags
仮想ノードに適用して、分類と組織化に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つ
のキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最大
文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualNodeName
仮想ノードに使用する名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myVirtualNode" }
AWS::AppMesh::VirtualNode リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、その関数は仮想ノー
ド ARN (arn:aws:appmesh:us-east-1:555555555555:virtualNode/myVirtualNode など) を
返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
仮想ノードの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
MeshName
仮想ノードが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの
所有者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
仮想ノードの一意の識別子。
VirtualNodeName
仮想ノードの名前。
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例
仮想ノードの作成
この例では、2 つのバックエンドを持つ仮想ノードとヘルスチェックポリシーを持つリスナーを作成しま
す。また、アクセスログがファイルパスに送信され、DNS サービスディレクトリが使用されます。

JSON
{

"Description": "Basic Test Virtual Node",
"Resources": {
"BasicVirtualNode": {
"Type": "AWS::AppMesh::VirtualNode",
"Properties": {
"VirtualNodeName": "TestVirtualNode",
"MeshName": null,
"Spec": {
"Backends": [
{
"VirtualService": {
"VirtualServiceName": "Backend_1"
}
},
{
"VirtualService": {
"VirtualServiceName": "Backend_2"
}
}
],
"Listeners": [
{
"HealthCheck": {
"HealthyThreshold": 2,
"IntervalMillis": 5000,
"Path": "Path",
"Port": 8080,
"Protocol": "http",
"TimeoutMillis": 2000,
"UnhealthyThreshold": 2
},
"PortMapping": {
"Port": 8080,
"Protocol": "http"
}
}
],
"ServiceDiscovery": {
"DNS": {
"Hostname": "Hostname"
}
},
"Logging": {
"AccessLog": {
"File": {
"Path": "Path"
}
}
}
},
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
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},
{

}

}

}

]

}

"Key": "Key2",
"Value": "Value2"

},
"Outputs": {
"VirtualNodeName": {
"Description": "Name of the VirtualNode",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualNode",
"VirtualNodeName"
]
}
},
"MeshName": {
"Description": "Name of the Mesh",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualNode",
"MeshName"
]
}
},
"Arn": {
"Description": "Arn of the VirtualNode created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualNode",
"Arn"
]
}
},
"Uid": {
"Description": "Uid of the VirtualNode created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualNode",
"Uid"
]
}
}
}

YAML
Description: "Basic Test Virtual Node"
Resources:
BasicVirtualNode:
Type: "AWS::AppMesh::VirtualNode"
Properties:
VirtualNodeName: "TestVirtualNode"
MeshName: !ImportValue TestMeshName
Spec:
Backends:
- VirtualService:
VirtualServiceName: "Backend_1"
- VirtualService:
VirtualServiceName: "Backend_2"
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Listeners:
- HealthCheck:
HealthyThreshold: 2
IntervalMillis: 5000
Path: "Path"
Port: 8080
Protocol: "http"
TimeoutMillis: 2000
UnhealthyThreshold: 2
PortMapping:
Port: 8080
Protocol: "http"
ServiceDiscovery:
DNS:
Hostname: "Hostname"
Logging:
AccessLog:
File:
Path: "Path"
Tags:
- Key: "Key1"
Value: "Value1"
- Key: "Key2"
Value: "Value2"
Outputs:
VirtualNodeName:
Description: Name of the VirtualNode
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualNode
- VirtualNodeName
MeshName:
Description: Name of the Mesh
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualNode
- MeshName
Arn:
Description: Arn of the VirtualNode created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualNode
- Arn
Uid:
Description: Uid of the VirtualNode created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualNode
- Uid

以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイド の「Virtual Nodes (仮想ノード)」。
• AWS App Mesh API リファレンス の「CreateVirtualNode」。

AWS::AppMesh::VirtualNode AccessLog
仮想ノードのアクセスログ情報を表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : FileAccessLog (p. 1219)

YAML
File:
FileAccessLog (p. 1219)

プロパティ
File
仮想ノードアクセスログを送信する先のファイルオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: FileAccessLog (p. 1219)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode AwsCloudMapInstanceAttribute
仮想ノードの AWS Cloud Map 属性情報を表すオブジェクト。

Note
AWS Cloud Map は、eu-south-1 リージョンでは利用できません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
AWS Cloud Map サービスインスタンス属性キーの名前。指定されたキーと値を含む AWS Cloud Map
サービスインスタンスが返されます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
AWS Cloud Map サービスインスタンス属性キーの値。指定されたキーと値を含む AWS Cloud Map
サービスインスタンスが返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode AwsCloudMapServiceDiscovery
仮想ノードの AWS Cloud Map サービス検出情報を表すオブジェクト。

Note
AWS Cloud Map は、eu-south-1 リージョンでは利用できません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : [ AwsCloudMapInstanceAttribute (p. 1212), ... ],
"NamespaceName" : String,
"ServiceName" : String

YAML
Attributes:
- AwsCloudMapInstanceAttribute (p. 1212)
NamespaceName: String
ServiceName: String

プロパティ
Attributes
インスタンスの登録時に指定したカスタム属性でインスタンスをフィルタリングするために使用でき
る値を持つ属性を含む文字列マップ。指定されたすべてのキーと値のペアに一致するインスタンスの
みが返されます。
必須: いいえ
タイプ: AwsCloudMapInstanceAttribute (p. 1212) のリスト
Update requires: No interruption
NamespaceName
使用する AWS Cloud Map 名前空間の名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceName
使用する AWS Cloud Map のサービスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode Backend
仮想ノードがアウトバウンドトラフィックを送信する先であることが想定されるバックエンドを表すオブ
ジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualService" : VirtualServiceBackend (p. 1244)

YAML
VirtualService:
VirtualServiceBackend (p. 1244)

プロパティ
VirtualService
バックエンドとして使用する仮想サービスを指定します。
必須: いいえ
タイプ: VirtualServiceBackend (p. 1244)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode BackendDefaults
バックエンドのデフォルトプロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ClientPolicy" : ClientPolicy (p. 1215)

YAML
ClientPolicy:
ClientPolicy (p. 1215)

プロパティ
ClientPolicy
クライアントポリシーを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ClientPolicy (p. 1215)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ClientPolicy
クライアントポリシーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TLS" : ClientPolicyTls (p. 1215)

YAML
TLS:
ClientPolicyTls (p. 1215)

プロパティ
TLS
Transport Layer Security (TLS) クライアントポリシーを表すオブジェクトへのリファレンス。
必須: いいえ
タイプ: ClientPolicyTls (p. 1215)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ClientPolicyTls
Transport Layer Security (TLS) クライアントポリシーを表すオブジェクトへのリファレンス。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Certificate" : ClientTlsCertificate (p. 1217),
"Enforce" : Boolean,
"Ports" : [ Integer, ... ],
"Validation" : TlsValidationContext (p. 1236)

YAML
Certificate:
ClientTlsCertificate (p. 1217)
Enforce: Boolean
Ports:
- Integer
Validation:
TlsValidationContext (p. 1236)

プロパティ
Certificate
クライアントの TLS 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ClientTlsCertificate (p. 1217)
Update requires: No interruption
Enforce
ポリシーが強制されるかどうか。値が指定されていない場合、True がデフォルトとなります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Ports
ポリシーが強制される 1 つ以上のポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
Validation
TLS 検証コンテキストを表すオブジェクトへのリファレンス。
必須: はい
タイプ: TlsValidationContext (p. 1236)
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ClientTlsCertificate
クライアントの証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : ListenerTlsFileCertificate (p. 1228),
"SDS" : ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)

YAML
File:
ListenerTlsFileCertificate (p. 1228)
SDS:
ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)

プロパティ
File
ローカルファイル証明書を表すオブジェクト。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が
有効になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsFileCertificate (p. 1228)
Update requires: No interruption
SDS
クライアントの TLS Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode DnsServiceDiscovery
仮想ノードの DNS サービス検出情報を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Hostname" : String,
"ResponseType" : String

YAML
Hostname: String
ResponseType: String

プロパティ
Hostname
仮想ノードの DNS サービス検出ホスト名を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseType
仮想ノードの DNS レスポンスタイプを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode の所要期間
期間を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Unit" : String,
"Value" : Integer

YAML
Unit: String
Value: Integer

プロパティ
Unit
時刻の単位。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
時間単位の数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode FileAccessLog
アクセスログファイルを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Path" : String

YAML
Path: String

プロパティ
Path
アクセスログを書き込む先のファイルパス。/dev/stdout を使用してアクセスログを標準出力に送
信し、awslogs などのログドライバを使用してアクセスログを Amazon CloudWatch Logs などのロ
グストレージサービスにエクスポートするように Envoy コンテナを設定できます。Envoy コンテナの
ファイルシステムでパスを指定して、ファイルをディスクに書き込むこともできます。

Note
Envoy プロセスには、ここで指定したパスへの書き込み権限が必要です。それ以外の場
合、Envoy は正常なブートストラップに失敗します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode GrpcTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Idle" : Duration (p. 1218),
"PerRequest" : Duration (p. 1218)

YAML
Idle:
Duration (p. 1218)
PerRequest:
Duration (p. 1218)

プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
必須: いいえ
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption
PerRequest
リクエストごとのタイムアウトを表すオブジェクト。デフォルト値は 15 秒です。タイムアウト値を
大きく設定した場合、会話内の App Mesh リソースごとに大きい値が設定されていることを確認しま
す。たとえば、仮想ノードバックエンドが仮想ルータプロバイダーを使用して別の仮想ノードにルー
ティングする場合、送信元と送信先の仮想ノードとルートのタイムアウトは 15 秒以上にする必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode HealthCheck
仮想ノードのリスナーのヘルスチェックポリシーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"HealthyThreshold" : Integer,
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}

"IntervalMillis" : Integer,
"Path" : String,
"Port" : Integer,
"Protocol" : String,
"TimeoutMillis" : Integer,
"UnhealthyThreshold" : Integer

YAML
HealthyThreshold: Integer
IntervalMillis: Integer
Path: String
Port: Integer
Protocol: String
TimeoutMillis: Integer
UnhealthyThreshold: Integer

プロパティ
HealthyThreshold
リスナーが正常であると結論するまでに必要なヘルスチェックの連続成功回数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IntervalMillis
各ヘルスチェックの実行間のミリ秒単位の間隔。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Path
ヘルスチェックリクエストの送信先のパス。この値は、指定されたプロトコルが HTTP または
HTTP/2 の場合にのみ使用されます。その他のプロトコルでは、この値は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
ヘルスチェックリクエストの送信先のポート。このポートは、リスナーの PortMapping で定義された
ポートと一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Protocol
ヘルスチェックリクエストのプロトコル。grpc を指定した場合、サービスは GRPC ヘルスチェック
プロトコルに準拠する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeoutMillis
ヘルスチェックからの応答を受け取るまで待つ時間 (ミリ秒単位)。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UnhealthyThreshold
仮想ノードで異常が発生していることを宣言する前に連続して失敗したヘルスチェックの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode HttpTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Idle" : Duration (p. 1218),
"PerRequest" : Duration (p. 1218)

YAML
Idle:
Duration (p. 1218)
PerRequest:
Duration (p. 1218)

プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
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必須: いいえ
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption
PerRequest
リクエストごとのタイムアウトを表すオブジェクト。デフォルト値は 15 秒です。タイムアウト値を
大きく設定した場合、会話内の App Mesh リソースごとに大きい値が設定されていることを確認しま
す。たとえば、仮想ノードバックエンドが仮想ルータプロバイダーを使用して別の仮想ノードにルー
ティングする場合、送信元と送信先の仮想ノードとルートのタイムアウトは 15 秒以上にする必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode Listener
仮想ノードのリスナーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionPool" : VirtualNodeConnectionPool (p. 1239),
"HealthCheck" : HealthCheck (p. 1220),
"OutlierDetection" : OutlierDetection (p. 1231),
"PortMapping" : PortMapping (p. 1233),
"Timeout" : ListenerTimeout (p. 1224),
"TLS" : ListenerTls (p. 1226)

YAML
ConnectionPool:
VirtualNodeConnectionPool (p. 1239)
HealthCheck:
HealthCheck (p. 1220)
OutlierDetection:
OutlierDetection (p. 1231)
PortMapping:
PortMapping (p. 1233)
Timeout:
ListenerTimeout (p. 1224)
TLS:
ListenerTls (p. 1226)

プロパティ
ConnectionPool
リスナーの接続プールの情報。
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必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeConnectionPool (p. 1239)
Update requires: No interruption
HealthCheck
リスナーのヘルスチェック情報。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheck (p. 1220)
Update requires: No interruption
OutlierDetection
リスナーの外れ値検出の情報。
必須: いいえ
タイプ: OutlierDetection (p. 1231)
Update requires: No interruption
PortMapping
リスナーのポートマッピング情報。
必須: はい
タイプ: PortMapping (p. 1233)
Update requires: No interruption
Timeout
さまざまなプロトコルのタイムアウトを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTimeout (p. 1224)
Update requires: No interruption
TLS
リスナーの Transport Layer Security (TLS) プロパティを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTls (p. 1226)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTimeout
さまざまなプロトコルのタイムアウトを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"GRPC" : GrpcTimeout (p. 1219),
"HTTP" : HttpTimeout (p. 1222),
"HTTP2" : HttpTimeout (p. 1222),
"TCP" : TcpTimeout (p. 1235)

YAML
GRPC:
GrpcTimeout (p. 1219)
HTTP:
HttpTimeout (p. 1222)
HTTP2:
HttpTimeout (p. 1222)
TCP:
TcpTimeout (p. 1235)

プロパティ
GRPC
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: GrpcTimeout (p. 1219)
Update requires: No interruption
HTTP
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpTimeout (p. 1222)
Update requires: No interruption
HTTP2
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: HttpTimeout (p. 1222)
Update requires: No interruption
TCP
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: TcpTimeout (p. 1235)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTls
リスナーの Transport Layer Security (TLS) プロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Certificate" : ListenerTlsCertificate (p. 1227),
"Mode" : String,
"Validation" : ListenerTlsValidationContext (p. 1229)

YAML
Certificate:
ListenerTlsCertificate (p. 1227)
Mode: String
Validation:
ListenerTlsValidationContext (p. 1229)

プロパティ
Certificate
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: ListenerTlsCertificate (p. 1227)
Update requires: No interruption
Mode
次のモードのいずれかを指定します。
• STRICT — リスナーは TLS が有効な接続のみを受け入れます。
• PERMISSIVE — リスナーは、TLSが有効であるかどうかに関係なく接続を受け入れます。
• DISABLED — リスナーは TLS を使用しない接続のみを受け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Validation
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsValidationContext (p. 1229)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsAcmCertificate
AWS Certificate Manager 証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateArn" : String

YAML
CertificateArn: String

プロパティ
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が有効
になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsCertificate
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 証明書を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ACM" : ListenerTlsAcmCertificate (p. 1227),
"File" : ListenerTlsFileCertificate (p. 1228),
"SDS" : ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)

YAML
ACM:
ListenerTlsAcmCertificate (p. 1227)
File:
ListenerTlsFileCertificate (p. 1228)
SDS:
ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)
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プロパティ
ACM
AWS Certificate Manager 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsAcmCertificate (p. 1227)
Update requires: No interruption
File
ローカルファイル証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsFileCertificate (p. 1228)
Update requires: No interruption
SDS
リスナーの Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ListenerTlsSdsCertificate (p. 1229)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsFileCertificate
ローカルファイル証明書を表すオブジェクト。証明書は特定の要件を満たしており、プロキシ認証が有
効になっている必要があります。詳細については、「Transport Layer Security (TLS)」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateChain" : String,
"PrivateKey" : String

YAML
CertificateChain: String
PrivateKey: String

プロパティ
CertificateChain
証明書の証明書チェーン。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateKey
プロキシが実行されている仮想ノードのファイルシステムに保存されている証明書のプライベート
キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsSdsCertificate
リスナーの Secret Discovery Service 証明書を表すオブジェクト。プロキシは、Unix ドメインソケットを
介してローカル SDS プロバイダーで設定する必要があります。詳細については、App Mesh TLS のドキュ
メントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretName" : String

YAML
SecretName: String

プロパティ
SecretName
証明書や証明書チェーンなどの Transport Layer Security (TLS) マテリアルを表す Secret Discovery
Service プロバイダーからリクエストされたシークレットの名前を表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsValidationContext
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"SubjectAlternativeNames" : SubjectAlternativeNames (p. 1235),
"Trust" : ListenerTlsValidationContextTrust (p. 1230)

YAML
SubjectAlternativeNames:
SubjectAlternativeNames (p. 1235)
Trust:
ListenerTlsValidationContextTrust (p. 1230)

プロパティ
SubjectAlternativeNames
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの SAN を表すオブジェクトへの参照で
す。
必須: いいえ
タイプ: SubjectAlternativeNames (p. 1235)
Update requires: No interruption
Trust
ピアの Transport Layer Security (TLS) 証明書を検証するときに信頼チェーンを取得する場所への参
照。
必須: はい
タイプ: ListenerTlsValidationContextTrust (p. 1230)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ListenerTlsValidationContextTrust
リスナーの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"File" : TlsValidationContextFileTrust (p. 1237),
"SDS" : TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)

YAML
File:
TlsValidationContextFileTrust (p. 1237)
SDS:
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TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)

プロパティ
File
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: TlsValidationContextFileTrust (p. 1237)
Update requires: No interruption
SDS
リスナーの Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテキストの信頼を
表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode Logging
仮想ノードのログ情報を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccessLog" : AccessLog (p. 1211)

YAML
AccessLog:
AccessLog (p. 1211)

プロパティ
AccessLog
仮想ノードのアクセスログ設定。
必須: いいえ
タイプ: AccessLog (p. 1211)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode OutlierDetection
仮想ノードのリスナーの外れ値検出を表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BaseEjectionDuration" : Duration (p. 1218),
"Interval" : Duration (p. 1218),
"MaxEjectionPercent" : Integer,
"MaxServerErrors" : Integer

YAML
BaseEjectionDuration:
Duration (p. 1218)
Interval:
Duration (p. 1218)
MaxEjectionPercent: Integer
MaxServerErrors: Integer

プロパティ
BaseEjectionDuration
ホストがインジェクトされる基本時間。
必須: はい
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption
Interval
インジェクトのスイープ解析の時間間隔。
必須: はい
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption
MaxEjectionPercent
アップストリームサービス向けロードバランシングプール内の、インジェクト可能なホストの最大
パーセンテージ。値にかかわらず、少なくとも 1 つのホストをイジェクトします。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxServerErrors
イジェクトに必要な連続した 5xx エラーの数。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode PortMapping
仮想ノードまたは仮想ルーターのリスナーポートマッピングを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Port" : Integer,
"Protocol" : String

YAML
Port: Integer
Protocol: String

プロパティ
Port
ポートマッピングに使用されるポート。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Protocol
ポートマッピングに使用されるプロトコル。http、http2、grpc、または tcp を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode ServiceDiscovery
仮想ノードのサービス検出情報を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AWSCloudMap" : AwsCloudMapServiceDiscovery (p. 1213),
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}

"DNS" : DnsServiceDiscovery (p. 1217)

YAML
AWSCloudMap:
AwsCloudMapServiceDiscovery (p. 1213)
DNS:
DnsServiceDiscovery (p. 1217)

プロパティ
AWSCloudMap
仮想ノードの AWS Cloud Map 情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AwsCloudMapServiceDiscovery (p. 1213)
Update requires: No interruption
DNS
仮想ノードの DNS 情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: DnsServiceDiscovery (p. 1217)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode SubjectAlternativeNameMatchers
ピア Transport Layer Security (TLS) 証明書のサブジェクトの代替名を照合できる方法を表すオブジェク
ト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Exact" : [ String, ... ]

YAML
Exact:
- String

プロパティ
Exact
送信される値は、指定された値に正確に一致する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode SubjectAlternativeNames
証明書で保護されたサブジェクトの別名を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Match" : SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1234)

YAML
Match:
SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1234)

プロパティ
Match
SAN の一致を決定するための基準を表すオブジェクト。
必須: はい
タイプ: SubjectAlternativeNameMatchers (p. 1234)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode TcpTimeout
タイムアウトの種類を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Idle" : Duration (p. 1218)

YAML
Idle:
Duration (p. 1218)
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プロパティ
Idle
アイドルタイムアウトを表すオブジェクト。アイドルタイムアウトは、接続がアイドル状態になるこ
とができる時間の長さを決定します。デフォルト値は none です。
必須: いいえ
タイプ: Duration (p. 1218)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode TlsValidationContext
Transport Layer Security (TLS) ネゴシエーション中にプロキシがピアを検証する方法を表すオブジェク
ト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubjectAlternativeNames" : SubjectAlternativeNames (p. 1235),
"Trust" : TlsValidationContextTrust (p. 1238)

YAML
SubjectAlternativeNames:
SubjectAlternativeNames (p. 1235)
Trust:
TlsValidationContextTrust (p. 1238)

プロパティ
SubjectAlternativeNames
Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの SAN を表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: SubjectAlternativeNames (p. 1235)
Update requires: No interruption
Trust
ピアの Transport Layer Security (TLS) 証明書を検証するときに信頼チェーンを取得する場所への参
照。
必須: はい
タイプ: TlsValidationContextTrust (p. 1238)
Update requires: No interruption
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AWS::AppMesh::VirtualNode TlsValidationContextAcmTrust
AWS Certificate Manager 証明書の Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブ
ジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateAuthorityArns" : [ String, ... ]

YAML
CertificateAuthorityArns:
- String

プロパティ
CertificateAuthorityArns
1 つ以上の ACM Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode TlsValidationContextFileTrust
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateChain" : String

YAML
CertificateChain: String

プロパティ
CertificateChain
プロキシが実行されている仮想ノードのファイルシステムに保存されている証明書の証明書信頼
チェーン。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode TlsValidationContextSdsTrust
Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテキストの信頼を表すオブジェク
ト。プロキシは、Unix ドメインソケットを介してローカル SDS プロバイダーで設定する必要がありま
す。詳細については、App Mesh TLS のドキュメントを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretName" : String

YAML
SecretName: String

プロパティ
SecretName
Transport Layer Security (TLS) Secret Discovery Service の検証コンテキストの信頼のシークレット名
を表すオブジェクトへの参照。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode TlsValidationContextTrust
Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ACM" : TlsValidationContextAcmTrust (p. 1237),
"File" : TlsValidationContextFileTrust (p. 1237),
"SDS" : TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)

YAML
ACM:
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TlsValidationContextAcmTrust (p. 1237)
File:
TlsValidationContextFileTrust (p. 1237)
SDS:
TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)

プロパティ
ACM
AWS Certificate Manager 証明書の Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオ
ブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: TlsValidationContextAcmTrust (p. 1237)
Update requires: No interruption
File
ローカルファイルの Transport Layer Security (TLS) 検証コンテキストの信頼を表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: TlsValidationContextFileTrust (p. 1237)
Update requires: No interruption
SDS
Transport Layer Security (TLS) の Secret Discovery Service の検証コンテキストの信頼を表すオブ
ジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: TlsValidationContextSdsTrust (p. 1238)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeConnectionPool
仮想ノードの接続プールのタイプを表すオブジェクト。
一度に使用されるプロトコルは 1 つのみで、ポートマッピングで選択したプロトコルと同じプロトコルで
ある必要があります。
存在しない場合、maxPendingRequests のデフォルト値は 2147483647 です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"GRPC" : VirtualNodeGrpcConnectionPool (p. 1240),
"HTTP" : VirtualNodeHttpConnectionPool (p. 1242),
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}

"HTTP2" : VirtualNodeHttp2ConnectionPool (p. 1241),
"TCP" : VirtualNodeTcpConnectionPool (p. 1244)

YAML
GRPC:
VirtualNodeGrpcConnectionPool (p. 1240)
HTTP:
VirtualNodeHttpConnectionPool (p. 1242)
HTTP2:
VirtualNodeHttp2ConnectionPool (p. 1241)
TCP:
VirtualNodeTcpConnectionPool (p. 1244)

プロパティ
GRPC
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeGrpcConnectionPool (p. 1240)
Update requires: No interruption
HTTP
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeHttpConnectionPool (p. 1242)
Update requires: No interruption
HTTP2
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeHttp2ConnectionPool (p. 1241)
Update requires: No interruption
TCP
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeTcpConnectionPool (p. 1244)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeGrpcConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRequests" : Integer

YAML
MaxRequests: Integer

プロパティ
MaxRequests
Envoy がアップストリームクラスター内のホスト間で同時にサポートできるインフライトリクエスト
の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeHttp2ConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRequests" : Integer

YAML
MaxRequests: Integer

プロパティ
MaxRequests
Envoy がアップストリームクラスター内のホスト間で同時にサポートできるインフライトリクエスト
の最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeHttpConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxConnections" : Integer,
"MaxPendingRequests" : Integer

YAML
MaxConnections: Integer
MaxPendingRequests: Integer

プロパティ
MaxConnections
Envoy がアップストリームクラスター内のすべてのホストで同時に確立できるアウトバウンド TCP 接
続の最大数
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxPendingRequests
max_connections Envoy がアップストリームクラスターへのキューイング後にオーバーフローする
リクエストの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeSpec
仮想ノードの仕様を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"BackendDefaults" : BackendDefaults (p. 1214),
"Backends" : [ Backend (p. 1214), ... ],
"Listeners" : [ Listener (p. 1223), ... ],
"Logging" : Logging (p. 1231),
"ServiceDiscovery" : ServiceDiscovery (p. 1233)

YAML
BackendDefaults:
BackendDefaults (p. 1214)
Backends:
- Backend (p. 1214)
Listeners:
- Listener (p. 1223)
Logging:
Logging (p. 1231)
ServiceDiscovery:
ServiceDiscovery (p. 1233)

プロパティ
BackendDefaults
バックエンドのデフォルトを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: BackendDefaults (p. 1214)
Update requires: No interruption
Backends
仮想ノードがアウトバウンドトラフィックを送信する先であることが想定されるバックエンド。
必須: いいえ
タイプ: Backend (p. 1214) のリスト
Update requires: No interruption
Listeners
仮想ノードがインバウンドトラフィックを受信する元であることが想定されるリスナー。1 つのリス
ナーを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Listener (p. 1223) のリスト
Update requires: No interruption
Logging
仮想ノードのインバウンドおよびアウトバウンドアクセスログ情報。
必須: いいえ
タイプ: Logging (p. 1231)
Update requires: No interruption
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ServiceDiscovery
仮想ノードのサービス検出情報。仮想ノードが入力トラフィックを想定していない場合は、このパラ
メータを省略できます。listener を指定する場合は、サービス検出情報を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: ServiceDiscovery (p. 1233)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualNodeTcpConnectionPool
接続プールのタイプを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxConnections" : Integer

YAML
MaxConnections: Integer

プロパティ
MaxConnections
Envoy がアップストリームクラスター内のすべてのホストで同時に確立できるアウトバウンド TCP 接
続の最大数
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualNode VirtualServiceBackend
仮想ノードの仮想サービスバックエンドを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClientPolicy" : ClientPolicy (p. 1215),
"VirtualServiceName" : String
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YAML
ClientPolicy:
ClientPolicy (p. 1215)
VirtualServiceName: String

プロパティ
ClientPolicy
バックエンドのクライアントポリシーを表すオブジェクトへの参照。
必須: いいえ
タイプ: ClientPolicy (p. 1215)
Update requires: No interruption
VirtualServiceName
仮想ノードのバックエンドとして機能する仮想サービスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualRouter
サービスメッシュ内に仮想ルーターを作成します。
仮想ルーターが受信するすべてのインバウンドトラフィックに対して listener を指定します。ルーティ
ングする必要のあるプロトコルとポートごとに、仮想ルーターを作成します。仮想ルーターは、メッシュ
内の 1 つ以上の仮想サービスのトラフィックを処理します。仮想ルーターを作成したら、受信リクエスト
を別の仮想ノードに送る仮想ルーターのルートを作成して関連付けます。
仮想ルーターの詳細については、「Virtual Routers」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppMesh::VirtualRouter",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"Spec" : VirtualRouterSpec (p. 1251),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualRouterName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::VirtualRouter
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Properties:
MeshName: String
MeshOwner: String
Spec:
VirtualRouterSpec (p. 1251)
Tags:
- Tag
VirtualRouterName: String

プロパティ
MeshName
仮想ルーターを作成するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合、サー
ビスメッシュでリソースを作成する前に、指定するアカウントが自分のアカウントとメッシュを共有
する必要があります。メッシュ共有の詳細については、「Working with shared meshes」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
適用する仮想ルーターの仕様。
必須: はい
タイプ: VirtualRouterSpec (p. 1251)
Update requires: No interruption
Tags
仮想ルーターに適用して分類と組織化に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1 つ
のキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最大
文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualRouterName
仮想ルーターに使用する名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myVirtualRouter" }
AWS::AppMesh::VirtualRouter リソースの論理 ID を Ref 組み込み
関数に渡すと、その関数は仮想ルーター ARN (arn:aws:appmesh:useast-1:555555555555:virtualRouter/myVirtualRouter など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
仮想ルーターの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
MeshName
仮想ルーターが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの
所有者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
仮想ルーターの一意の識別子。
VirtualRouterName
仮想ルーターの名前。

例
仮想ルーターの作成
この例では、HTTP ポートマッピングと 2 つのタグを使用して、基本的な仮想ルーターを作成します。

JSON
{

"Description": "Basic Test Virtual Router",
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"Resources": {
"BasicVirtualRouter": {
"Type": "AWS::AppMesh::VirtualRouter",
"Properties": {
"VirtualRouterName": "TestVirtualRouter",
"MeshName": null,
"Spec": {
"Listeners": [
{
"PortMapping": {
"Port": 8080,
"Protocol": "http"
}
}
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
},
{
"Key": "Key2",
"Value": "Value2"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"VirtualRouterName": {
"Description": "Name of the VirtualRouter",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualRouter",
"VirtualRouterName"
]
}
},
"MeshName": {
"Description": "Name of the Mesh",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualRouter",
"MeshName"
]
}
},
"Arn": {
"Description": "Arn of the VirtualRouter created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualRouter",
"Arn"
]
}
},
"Uid": {
"Description": "Uid of the VirtualRouter created",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"BasicVirtualRouter",
"Uid"
]
}
}
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}

}

YAML
Description: Basic Test Virtual Router
Resources:
BasicVirtualRouter:
Type: AWS::AppMesh::VirtualRouter
Properties:
VirtualRouterName: TestVirtualRouter
MeshName:
Spec:
Listeners:
- PortMapping:
Port: 8080
Protocol: http
Tags:
- Key: Key1
Value: Value1
- Key: Key2
Value: Value2
Outputs:
VirtualRouterName:
Description: Name of the VirtualRouter
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualRouter
- VirtualRouterName
MeshName:
Description: Name of the Mesh
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualRouter
- MeshName
Arn:
Description: Arn of the VirtualRouter created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualRouter
- Arn
Uid:
Description: Uid of the VirtualRouter created
Value:
Fn::GetAtt:
- BasicVirtualRouter
- Uid

以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「Virtual Routers (仮想ルーター)」。
• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateVirtualRouter 」。

AWS::AppMesh::VirtualRouter PortMapping
仮想ルーターのリスナーポートマッピングを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Port" : Integer,
"Protocol" : String

YAML
Port: Integer
Protocol: String

プロパティ
Port
ポートマッピングに使用されるポート。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Protocol
ポートマッピングに使用されるプロトコル。プロトコルを 1 つ指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualRouter VirtualRouterListener
仮想ルーターのリスナーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PortMapping" : PortMapping (p. 1249)

YAML
PortMapping:
PortMapping (p. 1249)

プロパティ
PortMapping
リスナーのポートマッピング情報。
API バージョン 2010-05-15
1250

AWS CloudFormation ユーザーガイド
App Mesh

必須: はい
タイプ: PortMapping (p. 1249)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualRouter VirtualRouterSpec
仮想ルーターの仕様を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Listeners" : [ VirtualRouterListener (p. 1250), ... ]

YAML
Listeners:
- VirtualRouterListener (p. 1250)

プロパティ
Listeners
仮想ルーターがインバウンドトラフィックを受信する元であることが想定されるリスナー。1 つのリ
スナーを指定できます。
必須: はい
タイプ: VirtualRouterListener (p. 1250) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualService
サービスメッシュ内に仮想サービスを作成します。
仮想サービスは、仮想ノードが仮想ルーターを使用して直接または間接的に提供する実際のサービスを抽
象化したものです。依存サービスが virtualServiceName を使用して仮想サービスを呼び出し、それら
のリクエストが仮想サービスのプロバイダーとして指定されている仮想ノードまたは仮想ルーターにルー
ティングされます。
仮想サービスの詳細については、「Virtual services」参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::AppMesh::VirtualService",
"Properties" : {
"MeshName" : String,
"MeshOwner" : String,
"Spec" : VirtualServiceSpec (p. 1255),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VirtualServiceName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppMesh::VirtualService
Properties:
MeshName: String
MeshOwner: String
Spec:
VirtualServiceSpec (p. 1255)
Tags:
- Tag
VirtualServiceName: String

プロパティ
MeshName
仮想サービスを作成するサービスメッシュの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合、サー
ビスメッシュでリソースを作成する前に、指定するアカウントが自分のアカウントとメッシュを共有
する必要があります。メッシュ共有の詳細については、「Working with shared meshes」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Spec
適用する仮想サービスの仕様。
必須: はい
タイプ: VirtualServiceSpec (p. 1255)
Update requires: No interruption
Tags
仮想サービスに適用し、その分類と整理に利用できるオプションのメタデータ。タグはそれぞれ、1
つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーの最
大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VirtualServiceName
仮想サービスに使用する名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myVirtualService" }
AWS::AppMesh::VirtualService リソースの論理 ID を Ref 組み込み
関数に渡すと、その関数は仮想サービス ARN (arn:aws:appmesh:useast-1:555555555555:virtualService/myVirtualService など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
仮想サービスの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
MeshName
仮想サービスが存在するサービスメッシュの名前。
MeshOwner
サービスメッシュ所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、
自分のアカウントとメッシュを共有したアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
ResourceOwner
リソース所有者の AWS IAM アカウント ID。アカウント ID が自分のものでない場合は、メッシュの
所有者またはメッシュが共有されている別のアカウントの ID です。メッシュ共有の詳細については、
「Working with shared meshes」を参照してください。
Uid
仮想サービスの一意の識別子。
VirtualServiceName
仮想サービスの名前。
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以下の資料も参照してください。
• AWS App Mesh ユーザーガイドの「Virtual Services (仮想サービス)」。
• AWS App Mesh API リファレンスの「CreateVirtualService」。

AWS::AppMesh::VirtualService VirtualNodeServiceProvider
仮想ノードのサービスプロバイダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualNodeName" : String

YAML
VirtualNodeName: String

プロパティ
VirtualNodeName
サービスプロバイダーとして機能する仮想ノードの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualService VirtualRouterServiceProvider
仮想ノードのサービスプロバイダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualRouterName" : String

YAML
VirtualRouterName: String
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プロパティ
VirtualRouterName
サービスプロバイダーとして機能する仮想ルーターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualService VirtualServiceProvider
仮想サービスのプロバイダーを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VirtualNode" : VirtualNodeServiceProvider (p. 1254),
"VirtualRouter" : VirtualRouterServiceProvider (p. 1254)

YAML
VirtualNode:
VirtualNodeServiceProvider (p. 1254)
VirtualRouter:
VirtualRouterServiceProvider (p. 1254)

プロパティ
VirtualNode
仮想サービスに関連付けられている仮想ノード。
必須: いいえ
タイプ: VirtualNodeServiceProvider (p. 1254)
Update requires: No interruption
VirtualRouter
仮想サービスに関連付けられている仮想ルーター。
必須: いいえ
タイプ: VirtualRouterServiceProvider (p. 1254)
Update requires: No interruption

AWS::AppMesh::VirtualService VirtualServiceSpec
仮想サービスの仕様を表すオブジェクト。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Provider" : VirtualServiceProvider (p. 1255)

YAML
Provider:
VirtualServiceProvider (p. 1255)

プロパティ
Provider
仮想サービスのプロバイダーとして機能する App Mesh オブジェクト。単一の仮想ノードまたは仮想
ルーターを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: VirtualServiceProvider (p. 1255)
Update requires: No interruption

AWS App Runner リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# AppRunner# サービス (p. 1256)

AWS# AppRunner# サービス
AWS::AppRunner::Service リソースは、App Runner サービスを指定する AWS App Runner リソース
タイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppRunner::Service",
"Properties" : {
"AutoScalingConfigurationArn" : String,
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 1266),
"HealthCheckConfiguration" : HealthCheckConfiguration (p. 1266),
"InstanceConfiguration" : InstanceConfiguration (p. 1271),
"ServiceName" : String,
"SourceConfiguration" : SourceConfiguration (p. 1273),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::AppRunner::Service
Properties:
AutoScalingConfigurationArn: String
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 1266)
HealthCheckConfiguration:
HealthCheckConfiguration (p. 1266)
InstanceConfiguration:
InstanceConfiguration (p. 1271)
ServiceName: String
SourceConfiguration:
SourceConfiguration (p. 1273)
Tags:
- Tag

プロパティ
AutoScalingConfigurationArn
サービスに関連付けるアプリケーションランナー自動スケーリング設定リソースの Amazon リソース
ネーム（ARN）。指定しない場合、App Runner はデフォルトの Auto Scaling 設定の最新リビジョン
を関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1011
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:[a-z0-9-\\.]{0,63}:[a-z0-9-\\.]{0,63}:[0-9]{12}:
(\w|\/|-){1,1011}
Update requires: No interruption
EncryptionConfiguration
App Runner が保持するソースリポジトリのコピーとサービスログの暗号化に使用する、オプションの
カスタム暗号化キー。デフォルトでは、アプリケーションランナーは AWS マネージド CMK を使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 1266)
Update requires: Replacement
HealthCheckConfiguration
AWS App Runner がサービスの状態をモニタリングするために実行するヘルスチェックの設定。
必須: いいえ
タイプ : HealthCheckConfiguration (p. 1266)
Update requires: No interruption
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InstanceConfiguration
App Runner サービスのインスタンス（スケーリング単位）の実行時設定。
必須: いいえ
タイプ : InstanceConfiguration (p. 1271)
Update requires: No interruption
ServiceName
新しいサービスの名前。これは、AWS リージョン 内の AWS アカウント で実行されているすべての
App Runner サービスで一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
パターン: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9-_]{3,39}
Update requires: Replacement
SourceConfiguration
App Runner サービスにデプロイするソース。これは、コードまたはイメージリポジトリにすることが
できます。
必須: はい
タイプ: SourceConfiguration (p. 1273)
Update requires: No interruption
Tags
サービスリソースに関連付けることができるメタデータ項目のオプションのリスト。タグはキーと値
のペアで構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ServiceArn
サービスの Amazon リソースネーム (ARN)。
ServiceId
App Runner がこのサービス用に生成した ID。AWS リージョン 内では一意です。
ServiceUrl
App Runner がこのサービス用に生成したサブドメインの URL。この URL を使用して、サービス
Web アプリケーションにアクセスできます。
Status
App Runner サービスの現在の状態。これらの特定の値は、次のことを意味します。
• CREATE_FAILED – サービスの作成に失敗しました。この障害をトラブルシューティングするに
は、障害イベントとログを読み、修正が必要なパラメータを変更し、呼び出しを再試行してサービ
スを作成します。
失敗したサービスは使用できませんが、サービスのクォータにはカウントされます。障害の分析が
完了したら、サービスを削除します。
• DELETE_FAILED – サービスは削除に失敗し、正常に回復できません。サービス削除呼び出しを再
試行して、関連するすべてのリソースが削除されていることを確認します。

例
ソースコードに基づくサービス
この例は、Python ソースコードリポジトリに基づくサービスの作成を示しています。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppRunner::Service",
"Properties" : {
"ServiceName": "python-app",
"SourceConfiguration": {
"AuthenticationConfiguration": {
"ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-githubconnection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
},
"AutoDeploymentsEnabled": true,
"CodeRepository": {
"RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
"SourceCodeVersion": {
"Type": "BRANCH",
"Value": "main"
},
"CodeConfiguration": {
"ConfigurationSource": "API",
"CodeConfigurationValues": {
"Runtime": "PYTHON_3",
"BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
"StartCommand": "python server.py",
"Port": "8080",
"RuntimeEnvironmentVariables": [
{
"Name": "NAME",
"Value": "Jane"
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}

}

}

}

]

}

}
},
"InstanceConfiguration": {
"Cpu": "1 vCPU",
"Memory": "3 GB"
}

YAML
Type: AWS::AppRunner::Service
Properties:
ServiceName: python-app,
SourceConfiguration:
AuthenticationConfiguration:
ConnectionArn: "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-githubconnection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
AutoDeploymentsEnabled: true
CodeRepository:
RepositoryUrl: "https://github.com/my-account/python-hello"
SourceCodeVersion:
Type: BRANCH
Value: main
CodeConfiguration:
ConfigurationSource: API
CodeConfigurationValues:
Runtime: PYTHON_3
BuildCommand: "pip install -r requirements.txt"
StartCommand: "python server.py"
Port: 8080
RuntimeEnvironmentVariables:
Name: NAME
Value: Jane
InstanceConfiguration:
Cpu: 1 vCPU
Memory: 3 GB

ソースイメージに基づくサービス
この例は、Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）に格納されたイメージに基づくサービスの
作成を示しています。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppRunner::Service",
"Properties" : {
"ServiceName": "golang-container-app",
"SourceConfiguration": {
"AuthenticationConfiguration": {
"AccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
},
"AutoDeploymentsEnabled": true,
"ImageRepository": {
"ImageIdentifier": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/golangapp:latest",
"ImageRepositoryType": "ECR",
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"ImageConfiguration": {
"Port": "8080",
"RuntimeEnvironmentVariables": [
{
"Name": "NAME",
"Value": "Jane"
}
]
}

}

}

}
},
"InstanceConfiguration": {
"Cpu": "1 vCPU",
"Memory": "3 GB"
}

YAML
Type: AWS::AppRunner::Service
Properties:
ServiceName: golang-container-app
SourceConfiguration:
AuthenticationConfiguration:
AccessRoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
AutoDeploymentsEnabled: true
ImageRepository:
ImageIdentifier: "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/golang-app:latest"
ImageRepositoryType: ECR
ImageConfiguration:
Port: 8080
RuntimeEnvironmentVariables:
Name: NAME
Value: Jane
InstanceConfiguration:
Cpu: 1 vCPU
Memory: 3 GB

以下の資料も参照してください。
• AWS App Runner デベロッパーガイドの App Runner のサービスの作成
• AWS App Runner デベロッパーガイドの App Runner への新しいアプリケーションバージョンのデプロ
イ
• AWS App Runner デベロッパーガイドの App Runner のサービスの設定

AWS# AppRunner# AuthenticationConfiguration
一部のソースリポジトリへのアクセスを認証するために必要なリソースについて説明します。特定のリ
ソースは、リポジトリプロバイダによって異なります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AccessRoleArn" : String,
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}

"ConnectionArn" : String

YAML
AccessRoleArn: String
ConnectionArn: String

プロパティ
AccessRoleArn
アプリランナーサービスにソースリポジトリへのアクセス権を付与する IAM ロールの Amazon リソー
スネーム（ARN）。ECR イメージリポジトリには必須です (ただし、ECR パブリックリポジトリには
必要ではありません)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 29
最大: 1024
パターン: arn:(aws|aws-us-gov|aws-cn|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]{12}:(role|
role\/service-role)\/[\w+=,.@\-/]{1,1000}
Update requires: No interruption
ConnectionArn
アプリランナーサービスがソースリポジトリに接続できるようにするアプリケーションランナー接続
の Amazon リソースネーム (ARN)。GitHub コードリポジトリには必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1011
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:[a-z0-9-\\.]{0,63}:[a-z0-9-\\.]{0,63}:[0-9]{12}:
(\w|\/|-){1,1011}
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# CodeConfiguration
AWS App Runner がソースコードリポジトリから App Runner サービスを構築および実行するために使用
する設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"CodeConfigurationValues" : CodeConfigurationValues (p. 1263),
"ConfigurationSource" : String

YAML
CodeConfigurationValues:
CodeConfigurationValues (p. 1263)
ConfigurationSource: String

プロパティ
CodeConfigurationValues
App Runner サービスを構築および実行するための基本構成。これを使用すると、ソースコードリポジ
トリに apprunner.yaml ファイルを提供せずに (またはファイルが存在する場合は無視する)、App
Runner サービスをすばやく起動できます。
必須: いいえ
タイプ : CodeConfigurationValues (p. 1263)
Update requires: No interruption
ConfigurationSource
App 設定のソース。値は次のように解釈されます。
• REPOSITORY— App Runner は、ソースコードリポジトリ内の apprunner.yaml ファイルから設
定値を読み取り、CodeConfigurationValues は無視します 。
• API— App Runner は、CodeConfigurationValues で提供されている設定値を使用し、 ソース
コードリポジトリ内の apprunner.yaml ファイルを無視します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: API | REPOSITORY
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# Service CodeConfigurationValues
AWS App Runner サービスの構築と実行に必要な基本設定について説明します。このタイプは、可能な構
成オプションの完全なセットをサポートしていません。フル設定機能を使用するには、ソースコードリポ
ジトリ内の apprunner.yaml ファイルを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BuildCommand" : String,
"Port" : String,
"Runtime" : String,
"RuntimeEnvironmentVariables" : [ KeyValuePair (p. 1272), ... ],
"StartCommand" : String
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YAML
BuildCommand: String
Port: String
Runtime: String
RuntimeEnvironmentVariables:
- KeyValuePair (p. 1272)
StartCommand: String

プロパティ
BuildCommand
App Runner コマンドは、アプリケーションをビルドするために実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
アプリケーションがコンテナ内でリッスンするポート。
デフォルト: 8080
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 51200
パターン: .*
Update requires: No interruption
Runtime
App Runner サービスを構築および実行するためのランタイム環境の種類。これは、プログラミング言
語ランタイムを表します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: NODEJS_12 | PYTHON_3
Update requires: No interruption
RuntimeEnvironmentVariables
実行中のApp Runner サービスで使用できる環境変数。キーと値のペアの配列。プレフィックス
がAWSAPPRUNNER のキーは、システム用に予約されており、有効ではありません。
必須: いいえ
タイプ: KeyValuePair (p. 1272) のリスト
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Update requires: No interruption
StartCommand
App Runner コマンドは、アプリケーションを起動するために実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# Service CodeRepository
ソースコードリポジトリについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CodeConfiguration" : CodeConfiguration (p. 1262),
"RepositoryUrl" : String,
"SourceCodeVersion" : SourceCodeVersion (p. 1273)

YAML
CodeConfiguration:
CodeConfiguration (p. 1262)
RepositoryUrl: String
SourceCodeVersion:
SourceCodeVersion (p. 1273)

プロパティ
CodeConfiguration
ソースコードリポジトリからサービスを構築および実行するための設定。
必須: いいえ
タイプ : CodeConfiguration (p. 1262)
Update requires: No interruption
RepositoryUrl
ソースコードを含むリポジトリの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 51200
パターン: .*
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Update requires: No interruption
SourceCodeVersion
ソースコードリポジトリ内で使用する必要があるバージョン。
必須: はい
タイプ : SourceCodeVersion (p. 1273)
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# サービスのEncryptionConfiguration
AWS App Runner がソースリポジトリとサービスログのコピーを暗号化するために使用するカスタム暗号
化キーについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKey" : String

YAML
KmsKey: String

プロパティ
KmsKey
暗号化に使用される KMS キーの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:kms:[a-z\-]+-[0-9]{1}:[0-9]{12}:key\/[0-9a-f]{8}[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}
Update requires: Replacement

AWS# AppRunner# サービスのHealthCheckConfiguration
AWS App Runner がサービスの状態をモニタリングするために実行するヘルスチェックの設定について説
明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"HealthyThreshold" : Integer,
"Interval" : Integer,
"Path" : String,
"Protocol" : String,
"Timeout" : Integer,
"UnhealthyThreshold" : Integer

YAML
HealthyThreshold: Integer
Interval: Integer
Path: String
Protocol: String
Timeout: Integer
UnhealthyThreshold: Integer

プロパティ
HealthyThreshold
App Runner がサービスが正常であると判断する前に成功する必要がある連続チェックの数。
デフォルト: 1
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 20
Update requires: No interruption
Interval
ヘルスチェックの間隔（秒単位）。
デフォルト: 5
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 20
Update requires: No interruption
Path
ヘルスチェックリクエストの送信先の URL。
Pathは、Protocol をHTTP に設定した場合にのみ適用されます 。
デフォルト: "/"
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Protocol
App Runner がサービスのヘルスチェックを実行するために使用するIPプロトコル。
Protocolを HTTP に設定した場合 App Runner はヘルスチェック要求を、Path で指定された HTTP
パスに送信します。
デフォルト: TCP
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP | TCP
Update requires: No interruption
Timeout
ヘルスチェック応答が失敗したと判断するまで待機する時間（秒）。
デフォルト: 2
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 20
Update requires: No interruption
UnhealthyThreshold
App Runner がサービスが正常でないと判断するまで失敗する必要がある連続チェックの数。
デフォルト: 5
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 20
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# Service ImageConfiguration
AWS App Runner がソースイメージリポジトリから取得したイメージを使用して App Runner サービスを
実行するために使用する設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Port" : String,
"RuntimeEnvironmentVariables" : [ KeyValuePair (p. 1272), ... ],
"StartCommand" : String

YAML
Port: String
RuntimeEnvironmentVariables:
- KeyValuePair (p. 1272)
StartCommand: String

プロパティ
Port
アプリケーションがコンテナ内でリッスンするポート。
デフォルト: 8080
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 51200
パターン: .*
Update requires: No interruption
RuntimeEnvironmentVariables
実行中のApp Runner サービスで使用できる環境変数。キーと値のペアの配列。プレフィックス
がAWSAPPRUNNER のキーは、システム用に予約されており、有効ではありません。
必須: いいえ
タイプ: KeyValuePair (p. 1272) のリスト
Update requires: No interruption
StartCommand
ソースイメージでアプリケーションを起動するために App Runner が実行するオプションのコマン
ド。指定した場合、このコマンドは Docker イメージのデフォルトの起動コマンドをオーバーライド
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 51200
パターン: .*
Update requires: No interruption
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AWS# AppRunner# サービスのImageRepository
ソースイメージリポジトリについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ImageConfiguration" : ImageConfiguration (p. 1268),
"ImageIdentifier" : String,
"ImageRepositoryType" : String

YAML
ImageConfiguration:
ImageConfiguration (p. 1268)
ImageIdentifier: String
ImageRepositoryType: String

プロパティ
ImageConfiguration
識別されたイメージを実行するための設定。
必須: いいえ
タイプ : ImageConfiguration (p. 1268)
Update requires: No interruption
ImageIdentifier
イメージの識別子。
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の画像の場合、これはイメージ名です。画像名の
形式については、 Amazon ECR ユーザーガイドの「 画像の取り出し 」を参照してください 。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ([0-9]{12}.dkr.ecr.[a-z\-]+-[0-9]{1}.amazonaws.com\/.*)|(^public
\.ecr\.aws\/.+\/.+)
Update requires: No interruption
ImageRepositoryType
イメージリポジトリのタイプ。これは、リポジトリプロバイダと、リポジトリがプライベートかパブ
リックかを反映します。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: ECR | ECR_PUBLIC
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# サービスのInstanceConfiguration
AWS App Runner サービスインスタンス (スケーリングユニット) の実行時設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Cpu" : String,
"InstanceRoleArn" : String,
"Memory" : String

YAML
Cpu: String
InstanceRoleArn: String
Memory: String

プロパティ
Cpu
App Runner サービスの各インスタンス用に予約された CPU ユニットの数。
デフォルト: 1 vCPU
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 6
パターン: 1024|2048|(1|2) vCPU
Update requires: No interruption
InstanceRoleArn
App Runnerサービスにアクセス許可を提供する IAM ロールの Amazon リソースネーム（ARN）。こ
れらは、コードが AWS API を呼び出すときに必要な許可です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 29
最大: 1024
パターン: arn:(aws|aws-us-gov|aws-cn|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]{12}:(role|
role\/service-role)\/[\w+=,.@\-/]{1,1000}
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Update requires: No interruption
Memory
App Runner サービスの各インスタンス用に予約されているメモリの量（MB または GB）。
デフォルト: 2 GB
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 4
パターン: 2048|3072|4096|(2|3|4) GB
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# サービスの KeyValuePair
キーと値のペアについて説明します。これは、文字列から文字列へのマッピングです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
値にマッピングするキー名の文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キー名がマップされる値文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS# AppRunner# サービス のSourceCodeVersion
AWS App Runner がソースコードリポジトリ内で参照するコードのバージョンを識別します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
バージョン識別子のタイプ。
Gitベースのリポジトリの場合、ブランチはバージョンを表します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BRANCH
Update requires: No interruption
Value
ソースコードのバージョン。
Gitベースのリポジトリの場合、ブランチ名は特定のバージョンにマップされます。App Runner は、
ブランチへの最新のコミットを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 51200
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS# AppRunner# サービスのSourceConfiguration
AWS App Runner サービスにデプロイされたソースについて説明します。これは、コードまたはイメージ
リポジトリにすることができます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticationConfiguration" : AuthenticationConfiguration (p. 1261),
"AutoDeploymentsEnabled" : Boolean,
"CodeRepository" : CodeRepository (p. 1265),
"ImageRepository" : ImageRepository (p. 1270)

YAML
AuthenticationConfiguration:
AuthenticationConfiguration (p. 1261)
AutoDeploymentsEnabled: Boolean
CodeRepository:
CodeRepository (p. 1265)
ImageRepository:
ImageRepository (p. 1270)

プロパティ
AuthenticationConfiguration
一部のソースリポジトリへのアクセスを認証するために必要なリソースについて説明します。
必須: いいえ
タイプ: AuthenticationConfiguration (p. 1261)
Update requires: No interruption
AutoDeploymentsEnabled
trueの場合は 、ソースリポジトリからの継続的インテグレーションが App Runner サービスに対して
有効になっています。リポジトリの変更 (ソースコードのコミットまたは新しいイメージバージョンを
含む) ごとに、デプロイが開始されます。
デフォルト: App Runner は、サービス内あるもの以外の、false にある ECR パブリックリポジトリ
または ECR リポジトリを使用するソースイメージのために AWS アカウント に設定されます。App
Runner は、他のすべてのケース (現在、ソースコードリポジトリまたは同じアカウント ECR リポジ
トリを使用するソースイメージを含む) で true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CodeRepository
ソースコードリポジトリの説明。
このメンバーまたはのいずれかを指定する必要があります ImageRepository (ただし、両方ではあ
りません)。
必須: いいえ
タイプ : コードリポジトリ (p. 1265)
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Update requires: No interruption
ImageRepository
ソースイメージリポジトリの説明。
このメンバーまたはのいずれかを指定する必要があります CodeRepository (ただし、両方ではあり
ません)。
必須: いいえ
タイプ : ImageRepository (p. 1270)
Update requires: No interruption

Amazon AppStream 2.0 リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::AppStream::DirectoryConfig (p. 1275)
• AWS::AppStream::Fleet (p. 1277)
• AWS::AppStream::ImageBuilder (p. 1285)
• AWS::AppStream::Stack (p. 1292)
• AWS::AppStream::StackFleetAssociation (p. 1298)
• AWS::AppStream::StackUserAssociation (p. 1300)
• AWS::AppStream::User (p. 1301)

AWS::AppStream::DirectoryConfig
AWS::AppStream::DirectoryConfig リソースは、Amazon AppStream 2.0 フリートおよび Image
Builder を Microsoft Active Directory ドメインに参加させるために必要な設定情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::DirectoryConfig",
"Properties" : {
"DirectoryName" : String,
"OrganizationalUnitDistinguishedNames" : [ String, ... ],
"ServiceAccountCredentials" : ServiceAccountCredentials (p. 1276)
}

YAML
Type: AWS::AppStream::DirectoryConfig
Properties:
DirectoryName: String
OrganizationalUnitDistinguishedNames:
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- String
ServiceAccountCredentials:
ServiceAccountCredentials (p. 1276)

プロパティ
DirectoryName
ディレクトリの完全修飾名 (例: corp.example.com)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OrganizationalUnitDistinguishedNames
コンピュータアカウントの組織単位の識別名。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ServiceAccountCredentials
ストリーミングインスタンスがディレクトリへの接続に使用するサービスアカウントの認
証情報。このパラメータは直接使用しないでください。「パラメータ」で示されている通
り、ServiceAccountCredentials を入力パラメータとして noEcho と使用します。ベストプラク
ティス情報については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」を参照してください。
必須: はい
タイプ: ServiceAccountCredentials (p. 1276)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの CreateDirectoryConfig

AWS::AppStream::DirectoryConfig ServiceAccountCredentials
ストリーミングインスタンスがディレクトリへの接続に使用するサービスアカウントの認証情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccountName" : String,
"AccountPassword" : String
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YAML
AccountName: String
AccountPassword: String

プロパティ
AccountName
アカウントのユーザー名。このアカウントには、コンピュータオブジェクトの作成、ドメインへのコ
ンピュータの参加、および指定した組織単位の子孫コンピュータオブジェクトのパスワードの変更/リ
セットを実行できる特権が必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
AccountPassword
アカウントのパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 127
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Fleet
AWS::AppStream::Fleet リソースを使用して、Amazon AppStream 2.0 のフリートを作成します。フ
リートは、指定したイメージを実行するストリーミングインスタンスで構成されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppStream::Fleet",
"Properties" : {
"ComputeCapacity" : ComputeCapacity (p. 1283),
"Description" : String,
"DisconnectTimeoutInSeconds" : Integer,
"DisplayName" : String,
"DomainJoinInfo" : DomainJoinInfo (p. 1283),
"EnableDefaultInternetAccess" : Boolean,
"FleetType" : String,
"IamRoleArn" : String,
"IdleDisconnectTimeoutInSeconds" : Integer,
"ImageArn" : String,
"ImageName" : String,
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}

}

"InstanceType" : String,
"MaxUserDurationInSeconds" : Integer,
"Name" : String,
"StreamView" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 1284)

YAML
Type: AWS::AppStream::Fleet
Properties:
ComputeCapacity:
ComputeCapacity (p. 1283)
Description: String
DisconnectTimeoutInSeconds: Integer
DisplayName: String
DomainJoinInfo:
DomainJoinInfo (p. 1283)
EnableDefaultInternetAccess: Boolean
FleetType: String
IamRoleArn: String
IdleDisconnectTimeoutInSeconds: Integer
ImageArn: String
ImageName: String
InstanceType: String
MaxUserDurationInSeconds: Integer
Name: String
StreamView: String
Tags:
- Tag
VpcConfig:
VpcConfig (p. 1284)

プロパティ
ComputeCapacity
フリートの希望する容量。
必須: はい
タイプ: ComputeCapacity (p. 1283)
Update requires: No interruption
Description
説明が表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
DisconnectTimeoutInSeconds
ユーザーが切断した後、ストリーミングセッションがアクティブのままである時間。切断、またはこ
の時間間隔内のネットワークの中断の後、ユーザーが再接続を試みる場合、前のセッションに接続
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されます。それ以外の場合は、新しいストリーミングインスタンスで新しいセッションに接続されま
す。
60～360000 の値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DisplayName
表示するフリート名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
DomainJoinInfo
フリートを Microsoft Active Directory ドメインに結合させるために使用するディレクトリおよび組織
単位 (OU) の名前。
必須: いいえ
タイプ: DomainJoinInfo (p. 1283)
Update requires: No interruption
EnableDefaultInternetAccess
フリートのデフォルトのインターネットアクセスを有効または無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
FleetType
フリートタイプ
ALWAYS_ON
ユーザーがアプリケーションに瞬時にアクセスできるようにします。アプリケーションをスト
リーミング中のユーザーがいない場合でも、フリート内の実行中のすべてのインスタンスに対し
て料金が発生します。
ON_DEMAND
接続後にアプリケーションへのアクセスをユーザーに提供します。これには、1~2 分かかりま
す。ユーザーが接続している際のインスタンスのストリーミングの料金と、アプリケーションを
ストリーミングしてないインスタンスに対する少額の時間料金が請求されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALWAYS_ON | ON_DEMAND
Update requires: Replacement
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IamRoleArn
フリートに適用される IAM ロールの ARN。ロールを引き受けるため、フリートインスタンスは
AWS Security Token Service AssumeRole API オペレーションを呼び出して、使用するロールの
ARN を渡します。オペレーションは、一時的な認証情報を使用して新しいセッションを作成しま
す。AppStream 2.0 は一時的な認証情報を取得し、インスタンスに appstream_machine_role 認証情
報プロファイルを作成します。
詳細については、Amazon AppStream 2.0 管理ガイドのIAM ロールを使用して、AppStream 2.0 スト
リーミングインスタンスで実行されるアプリケーションとスクリプトに許可を付与するを参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws(?:\-cn|\-iso\-b|\-iso|\-us\-gov)?:[A-Za-z0-9][A-Zaz0-9_/.-]{0,62}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9][AZa-z0-9:_/+=,@.\\-]{0,1023}$
Update requires: No interruption
IdleDisconnectTimeoutInSeconds
プロパティを使用して、ユーザーがストリーミングセッションから切断されてから
DisconnectTimeoutInSeconds 時間間隔が始まるまでにアイドル状態 (非アクティブ) となる
ことができる時間。ユーザーは、アイドル状態のために切断される前に通知されます。ユーザーが
DisconnectTimeoutInSeconds で指定した期間が経過する前にストリーミングセッションへの再
接続を試みると、前のセッションに接続されます。ユーザーがストリーミングセッション中にキー
ボードまたはマウスの入力を停止した場合、アイドル状態であると見なされます。ファイルのアップ
ロードとダウンロード、オーディオ入力、オーディオ出力、およびピクセルの変更は、ユーザーアク
ティビティとはなりません。IdleDisconnectTimeoutInSeconds の期間が経過した後でも引き続
きアイドル状態である場合、ユーザーは切断されます。
ユーザーがアイドル状態のため切断されないようにするには、値 0 を指定します。それ以外の場合
は、60～3600 の値を指定します。
この機能を有効にする場合は、整数分に正確に対応する値 (60、120、180など) を指定することをお
勧めします。これを実行しない場合は、値は直近の分に丸められます。たとえば、70 の値を指定した
場合、1 分間何も操作しないとユーザーは切断されます。2 つの異なる分の中間点にある値を指定す
ると、値は切り上げられます。たとえば、90 の値を指定した場合、2 分間何も操作しないとユーザー
は切断されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ImageArn
使用するパブリック、プライベート、または共有イメージの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws(?:\-cn|\-iso\-b|\-iso|\-us\-gov)?:[A-Za-z0-9][A-Zaz0-9_/.-]{0,62}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9][AZa-z0-9:_/+=,@.\\-]{0,1023}$
Update requires: No interruption
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ImageName
フリートを作成するために使用するイメージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
InstanceType
フリートインスタンスを起動するときに使用するインスタンスタイプ。次のインスタンスタイプが用
意されています。
• stream.standard.small
• stream.standard.medium
• stream.standard.large
• stream.compute.large
• stream.compute.xlarge
• stream.compute.2xlarge
• stream.compute.4xlarge
• stream.compute.8xlarge
• stream.memory.large
• stream.memory.xlarge
• stream.memory.2xlarge
• stream.memory.4xlarge
• stream.memory.8xlarge
• stream.memory.z1d.large
• stream.memory.z1d.xlarge
• stream.memory.z1d.2xlarge
• stream.memory.z1d.3xlarge
• stream.memory.z1d.6xlarge
• stream.memory.z1d.12xlarge
• stream.graphics-design.large
• stream.graphics-design.xlarge
• stream.graphics-design.2xlarge
• stream.graphics-design.4xlarge
• stream.graphics-desktop.2xlarge
• stream.graphics.g4dn.xlarge
• stream.graphics.g4dn.2xlarge
• stream.graphics.g4dn.4xlarge
• stream.graphics.g4dn.8xlarge
• stream.graphics.g4dn.12xlarge
• stream.graphics.g4dn.16xlarge
• stream.graphics-pro.4xlarge
• stream.graphics-pro.8xlarge
• stream.graphics-pro.16xlarge
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
MaxUserDurationInSeconds
このストリーミングセッションがアクティブのままとなることができる最大時間 (秒単位)。この制限
に達する 5 分前にユーザーがまだストリーミングインスタンスに接続されている場合は、切断される
前に、開いているドキュメントを保存するように求められます。この時間が経過すると、インスタン
スが終了され、新しいインスタンスに置き換えられます。
600～360000 の値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
フリートの一意な名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]{0,100}$
Update requires: Replacement
StreamView
フリートからストリーミングするときにユーザーに表示される AppStream 2.0 ビュー。APP を指定す
ると 、ユーザーが開いたアプリケーションのウィンドウのみが表示されます。DESKTOP を指定する
と、オペレーティングシステムが提供する標準デスクトップが表示されます。
デフォルト値は APP です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: APP | DESKTOP
Update requires: No interruption
Tags
キーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcConfig
フリートの VPC 設定。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 1284)
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの CreateFleet

AWS::AppStream::Fleet ComputeCapacity
フリートの希望する容量。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DesiredInstances" : Integer

YAML
DesiredInstances: Integer

プロパティ
DesiredInstances
必要なストリーミングインスタンスの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Fleet DomainJoinInfo
フリートを Microsoft Active Directory ドメインに結合させるために使用するディレクトリおよび組織単位
(OU) の名前。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DirectoryName" : String,
"OrganizationalUnitDistinguishedName" : String

YAML
DirectoryName: String
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OrganizationalUnitDistinguishedName: String

プロパティ
DirectoryName
ディレクトリの完全修飾名 (例: corp.example.com)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrganizationalUnitDistinguishedName
コンピュータアカウントの組織単位の識別名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Fleet VpcConfig
フリートの VPC 設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
フリートのセキュリティグループの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
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Update requires: No interruption
SubnetIds
フリートインスタンスからネットワークインターフェイスがアタッチされているサブネットの識別
子。フリートインスタンスは 1 つまたは 2 つのサブネットを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::ImageBuilder
Amazon AppStream 2.0 用の Image Builder を作成する AWS::AppStream::ImageBuilder リソー
ス。Image Builder は、イメージの作成に使用される仮想マシンです。
Image Builder の初期状態は PENDING です。準備ができると、状態は RUNNING と表示されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::ImageBuilder",
"Properties" : {
"AccessEndpoints" : [ AccessEndpoint (p. 1289), ... ],
"AppstreamAgentVersion" : String,
"Description" : String,
"DisplayName" : String,
"DomainJoinInfo" : DomainJoinInfo (p. 1290),
"EnableDefaultInternetAccess" : Boolean,
"IamRoleArn" : String,
"ImageArn" : String,
"ImageName" : String,
"InstanceType" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 1291)
}

YAML
Type: AWS::AppStream::ImageBuilder
Properties:
AccessEndpoints:
- AccessEndpoint (p. 1289)
AppstreamAgentVersion: String
Description: String
DisplayName: String
DomainJoinInfo:
DomainJoinInfo (p. 1290)
EnableDefaultInternetAccess: Boolean
IamRoleArn: String
ImageArn: String
ImageName: String
InstanceType: String
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Name: String
Tags:
- Tag
VpcConfig:
VpcConfig (p. 1291)

プロパティ
AccessEndpoints
仮想プライベートクラウド (VPC) インターフェイスエンドポイントオブジェクトのリスト。管理者
は、指定されたエンドポイントを介してのみイメージビルダーに接続できます。
必須: いいえ
タイプ: AccessEndpoint (p. 1289) のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption
AppstreamAgentVersion
この Image Builder に使用する AppStream 2.0 エージェントのバージョン。最新バージョンの
AppStream 2.0 エージェントを使用するには、[LATEST] を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
説明が表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
DisplayName
表示される Image Builder の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
DomainJoinInfo
Image Builder を Microsoft Active Directory ドメインに結合させるために使用するディレクトリおよび
組織単位 (OU) の名前。
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必須: いいえ
タイプ: DomainJoinInfo (p. 1290)
Update requires: No interruption
EnableDefaultInternetAccess
Image Builder のデフォルトのインターネットアクセスを有効または無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IamRoleArn
イメージビルダーに適用される IAM ロールの ARN。ロールを引き受けるため、イメージビルダー
は AWS Security Token Service AssumeRole API オペレーションを呼び出して、使用するロール
の ARN を渡します。オペレーションは、一時的な認証情報を使用して新しいセッションを作成しま
す。AppStream 2.0 は一時的な認証情報を取得し、インスタンスに appstream_machine_role 認証情
報プロファイルを作成します。
詳細については、Amazon AppStream 2.0 管理ガイドのIAM ロールを使用して、AppStream 2.0 スト
リーミングインスタンスで実行されるアプリケーションとスクリプトに許可を付与するを参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws(?:\-cn|\-iso\-b|\-iso|\-us\-gov)?:[A-Za-z0-9][A-Zaz0-9_/.-]{0,62}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9][AZa-z0-9:_/+=,@.\\-]{0,1023}$
Update requires: No interruption
ImageArn
使用するパブリック、プライベート、または共有イメージの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws(?:\-cn|\-iso\-b|\-iso|\-us\-gov)?:[A-Za-z0-9][A-Zaz0-9_/.-]{0,62}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9_/.-]{0,63}:[A-Za-z0-9][AZa-z0-9:_/+=,@.\\-]{0,1023}$
Update requires: No interruption
ImageName
Image Builder を作成するために使用するイメージの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
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InstanceType
Image Builder を起動するときに使用するインスタンスタイプ。次のインスタンスタイプが用意されて
います。
• stream.standard.small
• stream.standard.medium
• stream.standard.large
• stream.compute.large
• stream.compute.xlarge
• stream.compute.2xlarge
• stream.compute.4xlarge
• stream.compute.8xlarge
• stream.memory.large
• stream.memory.xlarge
• stream.memory.2xlarge
• stream.memory.4xlarge
• stream.memory.8xlarge
• stream.memory.z1d.large
• stream.memory.z1d.xlarge
• stream.memory.z1d.2xlarge
• stream.memory.z1d.3xlarge
• stream.memory.z1d.6xlarge
• stream.memory.z1d.12xlarge
• stream.graphics-design.large
• stream.graphics-design.xlarge
• stream.graphics-design.2xlarge
• stream.graphics-design.4xlarge
• stream.graphics-desktop.2xlarge
• stream.graphics.g4dn.xlarge
• stream.graphics.g4dn.2xlarge
• stream.graphics.g4dn.4xlarge
• stream.graphics.g4dn.8xlarge
• stream.graphics.g4dn.12xlarge
• stream.graphics.g4dn.16xlarge
• stream.graphics-pro.4xlarge
• stream.graphics-pro.8xlarge
• stream.graphics-pro.16xlarge
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Name
Image Builder の一意な名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]{0,100}$
Update requires: No interruption
Tags
キーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcConfig
Image Builder の VPC 設定。設定できるサブネットは 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 1291)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
StreamingUrl
文字列として返される、イメージビルダーストリーミングセッションを開始するための URL。

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの CreateImageBuilder

AWS::AppStream::ImageBuilder AccessEndpoint
指定する仮想プライベートクラウド (VPC) と AppStream 2.0 の間にプライベート接続を作成できるイン
ターフェイス VPC エンドポイント（インターフェイスエンドポイント）について説明します。スタックの
インターフェイスエンドポイントを指定すると、スタックのユーザーは、そのエンドポイントを介しての
み AppStream 2.0 に接続できます。Image Builder のインターフェイスエンドポイントを指定すると、管
理者は、そのエンドポイントを介してのみ Image Builder に接続できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"EndpointType" : String,
"VpceId" : String

YAML
EndpointType: String
VpceId: String

プロパティ
EndpointType
インターフェイスエンドポイントのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: STREAMING
Update requires: No interruption
VpceId
インターフェイスエンドポイントが使用される VPC の識別子 (ID)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::ImageBuilder DomainJoinInfo
Image Builder を Microsoft Active Directory ドメインに結合させるために使用するディレクトリおよび組織
単位 (OU) の名前。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DirectoryName" : String,
"OrganizationalUnitDistinguishedName" : String

YAML
DirectoryName: String
OrganizationalUnitDistinguishedName: String
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プロパティ
DirectoryName
ディレクトリの完全修飾名 (例: corp.example.com)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrganizationalUnitDistinguishedName
コンピュータアカウントの組織単位の識別名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::ImageBuilder VpcConfig
イメージビルダーの VPC 設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
イメージビルダーのセキュリティグループの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
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SubnetIds
イメージビルダーインスタンスからネットワークインターフェイスをアタッチする先のサブネットの
識別子。イメージビルダーインスタンスは 1 つのサブネットを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Stack
AWS::AppStream::Stack リソースは、Amazon AppStream 2.0 ユーザーに対してストリーミングアプ
リケーションを開始するためのスタックを作成します。スタックは、関連付けられたフリート、ユーザー
アクセスポリシー、ストレージ設定で構成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::Stack",
"Properties" : {
"AccessEndpoints" : [ AccessEndpoint (p. 1295), ... ],
"ApplicationSettings" : ApplicationSettings (p. 1296),
"AttributesToDelete" : [ String, ... ],
"DeleteStorageConnectors" : Boolean,
"Description" : String,
"DisplayName" : String,
"EmbedHostDomains" : [ String, ... ],
"FeedbackURL" : String,
"Name" : String,
"RedirectURL" : String,
"StorageConnectors" : [ StorageConnector (p. 1297), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserSettings" : [ UserSetting (p. 1298), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AppStream::Stack
Properties:
AccessEndpoints:
- AccessEndpoint (p. 1295)
ApplicationSettings:
ApplicationSettings (p. 1296)
AttributesToDelete:
- String
DeleteStorageConnectors: Boolean
Description: String
DisplayName: String
EmbedHostDomains:
- String
FeedbackURL: String
Name: String
RedirectURL: String
StorageConnectors:
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- StorageConnector (p. 1297)
Tags:
- Tag
UserSettings:
- UserSetting (p. 1298)

プロパティ
AccessEndpoints
仮想プライベートクラウド (VPC) インターフェイスエンドポイントオブジェクトのリスト。スタック
のユーザーは、指定されたエンドポイントを介してのみ AppStream 2.0 に接続できます。
必須: いいえ
タイプ: AccessEndpoint (p. 1295) のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption
ApplicationSettings
スタックのユーザーの持続的なアプリケーション設定。これらの設定が有効な場合、ユーザーがアプ
リケーションに加えた変更や Windows 設定は各セッション後に自動的に保存され、次のセッションで
適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ApplicationSettings (p. 1296)
Update requires: No interruption
AttributesToDelete
削除するスタック属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DeleteStorageConnectors
このパラメータは廃止されました。
現在スタックに対して有効になっているストレージコネクタを削除します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
説明が表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
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DisplayName
表示するスタック名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
EmbedHostDomains
AppStream 2.0 ストリーミングセッションを iframe に埋め込むことができるドメイン。埋め込まれた
AppStream 2.0 ストリーミングセッションをホストするドメインを承認する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
FeedbackURL
[Send Feedback (フィードバックの送信)] リンクをクリックした後にユーザーがリダイレクトされる
URL。URL が指定されていない場合、[Send Feedback (フィードバックの送信)] リンクが表示されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
Update requires: No interruption
Name
スタックの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]{0,100}$
Update requires: Replacement
RedirectURL
ストリーミングセッション終了後にユーザーがリダイレクトされる URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
Update requires: No interruption
StorageConnectors
有効にするストレージコネクタ。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
1294

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AppStream 2.0

タイプ: StorageConnector (p. 1297) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
キーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UserSettings
ストリーミングセッション中にユーザーに対して有効または無効にされるアクション。これらのアク
ションはデフォルトで有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: UserSetting (p. 1298) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの CreateStack

AWS::AppStream::Stack AccessEndpoint
指定する仮想プライベートクラウド (VPC) と AppStream 2.0 の間にプライベート接続を作成できるイン
ターフェイス VPC エンドポイント（インターフェイスエンドポイント）について説明します。スタックの
インターフェイスエンドポイントを指定すると、スタックのユーザーは、そのエンドポイントを介しての
み AppStream 2.0 に接続できます。Image Builder のインターフェイスエンドポイントを指定すると、管
理者は、そのエンドポイントを介してのみ Image Builder に接続できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointType" : String,
"VpceId" : String

YAML
EndpointType: String
VpceId: String

プロパティ
EndpointType
インターフェイスエンドポイントのタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: STREAMING
Update requires: No interruption
VpceId
インターフェイスエンドポイントが使用される VPC の識別子 (ID)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Stack ApplicationSettings
スタックのユーザーの持続的なアプリケーション設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"SettingsGroup" : String

YAML
Enabled: Boolean
SettingsGroup: String

プロパティ
Enabled
ストリーミングセッション中に、ユーザーの永続的なアプリケーション設定を有効または無効にしま
す。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SettingsGroup
ユーザーの永続的なアプリケーション設定が保存される S3 バケットのパスプレフィックス。各ス
タックのグループと同じ設定を指定することで、同じ永続的なアプリケーション設定を複数のスタッ
クで使用できるようにします。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Stack StorageConnector
ユーザーの永続ストレージを有効にするコネクタ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorType" : String,
"Domains" : [ String, ... ],
"ResourceIdentifier" : String

YAML
ConnectorType: String
Domains:
- String
ResourceIdentifier: String

プロパティ
ConnectorType
ストレージコネクタのタイプ
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GOOGLE_DRIVE | HOMEFOLDERS | ONE_DRIVE
Update requires: No interruption
Domains
アカウントのドメインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ResourceIdentifier
ストレージコネクタの ARN。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::Stack UserSetting
アクションを指定し、ストリーミングセッション中にユーザーに対してアクションを有効にするか無効に
するかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : String,
"Permission" : String

YAML
Action: String
Permission: String

プロパティ
Action
有効または無効なアクション。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CLIPBOARD_COPY_FROM_LOCAL_DEVICE | CLIPBOARD_COPY_TO_LOCAL_DEVICE
| DOMAIN_PASSWORD_SIGNIN | DOMAIN_SMART_CARD_SIGNIN | FILE_DOWNLOAD |
FILE_UPLOAD | PRINTING_TO_LOCAL_DEVICE
Update requires: No interruption
Permission
アクションが有効か無効かを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::AppStream::StackFleetAssociation
AWS::AppStream::StackFleetAssociation リソースは、Amazon AppStream 2.0 用に指定されたフ
リートを指定されたスタックに関連付けます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::StackFleetAssociation",
"Properties" : {
"FleetName" : String,
"StackName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppStream::StackFleetAssociation
Properties:
FleetName: String
StackName: String

プロパティ
FleetName
フリートの名前。
フリートをスタックに関連付けるには、フリートリソースへの依存関係を指定する必要があります。
詳細については、「DependsOn 属性」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
StackName
スタックの名前。
フリートをスタックに関連付けるには、スタックリソースへの依存関係を指定する必要があります。
詳細については、「DependsOn 属性」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの AssociateFleet
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AWS::AppStream::StackUserAssociation
AWS::AppStream::StackUserAssociation リソースは、指定されたユーザーを Amazon AppStream
2.0 用に指定されたスタックに関連付けます。AppStream 2.0 ユーザープール内のユーザーは、Active
Directory ドメインに参加しているフリートを持つスタックに割り当てることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::StackUserAssociation",
"Properties" : {
"AuthenticationType" : String,
"SendEmailNotification" : Boolean,
"StackName" : String,
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppStream::StackUserAssociation
Properties:
AuthenticationType: String
SendEmailNotification: Boolean
StackName: String
UserName: String

プロパティ
AuthenticationType
スタックに関連付けられているユーザーの認証タイプ。USERPOOL を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: API | SAML | USERPOOL
Update requires: Replacement
SendEmailNotification
ユーザープールでユーザーが作成された後、招待 E メールをユーザーに送信するかどうかを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
StackName
このユーザーに関連付けられているスタックの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
UserName
スタックに関連付けられているユーザーの E メールアドレス。

Note
ユーザーの E メールアドレスでは、大文字と小文字は区別されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの BatchAssociateUserStack

AWS::AppStream::User
AWS::AppStream::User リソースは、AppStream 2.0 ユーザープールに新しいユーザーを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppStream::User",
"Properties" : {
"AuthenticationType" : String,
"FirstName" : String,
"LastName" : String,
"MessageAction" : String,
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppStream::User
Properties:
AuthenticationType: String
FirstName: String
LastName: String
MessageAction: String
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UserName: String

プロパティ
AuthenticationType
ユーザーの認証タイプ。USERPOOL を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: API | SAML | USERPOOL
Update requires: Replacement
FirstName
ユーザーのファーストネームまたは指定された名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: ^[A-Za-z0-9_\-\s]+$
Update requires: Replacement
LastName
ユーザーの名字または姓。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: ^[A-Za-z0-9_\-\s]+$
Update requires: Replacement
MessageAction
ユーザープールでユーザーが作成された後に、ユーザーに送信される招待 E メールのためのアクショ
ン。SUPPRESS を指定した場合、E メールは送信されません。RESEND を指定した場合は、ユー
ザーのファーストネームまたは姓を指定しません。値が null の場合、E メールが送信されます。

Note
招待 E メールの一時パスワードは 7 日間のみ有効です。ユーザーがパスワードを設定しない
場合、7 日以内に新しい招待 E メールを送信する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: RESEND | SUPPRESS
Update requires: Replacement
UserName
ユーザーの E メールアドレス。
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ユーザーの E メールアドレスでは、大文字と小文字は区別されます。ログイン時に、ユーザープール
アカウントを作成したときに指定した E メールアドレスと同じ大文字小文字を使用しない E メールア
ドレスを指定した場合、「ユーザーが存在しません」というエラーメッセージが表示されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon AppStream 2.0 API リファレンスの CreateUser

AWS AppSync リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AppSync::ApiCache (p. 1303)
• AWS::AppSync::ApiKey (p. 1306)
• AWS::AppSync::DataSource (p. 1308)
• AWS::AppSync::FunctionConfiguration (p. 1321)
• AWS::AppSync::GraphQLApi (p. 1327)
• AWS::AppSync::GraphQLSchema (p. 1338)
• AWS::AppSync::Resolver (p. 1340)

AWS::AppSync::ApiCache
AWS::AppSync::ApiCache リソースは CreateApiCache オペレーションの入力を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::ApiCache",
"Properties" : {
"ApiCachingBehavior" : String,
"ApiId" : String,
"AtRestEncryptionEnabled" : Boolean,
"TransitEncryptionEnabled" : Boolean,
"Ttl" : Double,
"Type" : String
}
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YAML
Type: AWS::AppSync::ApiCache
Properties:
ApiCachingBehavior: String
ApiId: String
AtRestEncryptionEnabled: Boolean
TransitEncryptionEnabled: Boolean
Ttl: Double
Type: String

プロパティ
ApiCachingBehavior
キャッシュの動作。
• FULL_REQUEST_CACHING: すべてのリクエストが完全にキャッシュされます。
• PER_RESOLVER_CACHING: 指定した個々のリゾルバーがキャッシュされます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ApiId
GraphQL API ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AtRestEncryptionEnabled
キャッシュの保管時の暗号化フラグ。この設定は、作成後に更新できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TransitEncryptionEnabled
キャッシュへの接続時の転送中の暗号化フラグ。この設定は、作成後に更新できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Ttl
キャッシュエントリの TTL（秒）。
有効な値は 1～3600 秒です。
必須: はい
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
Type
キャッシュインスタンスタイプ。有効な値は、
• SMALL
• MEDIUM
• LARGE
• XLARGE
• LARGE_2X
• LARGE_4X
• LARGE_8X (一部のリージョンでは使用できません)
• LARGE_12X
従来、インスタンスタイプは EC2 スタイルの値によって識別されていました。2020 年 7 月の時点
で、これは非推奨であり、上記の汎用識別子を使用する必要があります。
以下のレガシーインスタンスタイプは使用できますが、それらの使用はお勧めしません。
• T2_SMALL: t2.small インスタンスタイプ。
• T2_MEDIUM: t2.medium インスタンスタイプ。
• R4_LARGE: r4.large インスタンスタイプ。
• R4_XLARGE: r4.xlarge インスタンスタイプ。
• R4_2XLARGE: r4.2xlarge インスタンスタイプ。
• R4_4XLARGE: r4.4xlarge インスタンスタイプ。
• R4_8XLARGE: r4.8xlarge インスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
ApiCache の作成例
次の例では、GraphQL API の ApiCache を作成します。

YAML
Parameters: graphQlApiId: Type: String Resources: ApiCache: Type:
AWS::AppSync::ApiCache Properties: ApiId: !Ref graphQlApiId Type: SMALL
ApiCachingBehavior: FULL_REQUEST_CACHING Ttl: 1200 TransitEncryptionEnabled:
true
AtRestEncryptionEnabled: true

JSON
{ "Parameters": { "graphQlApiId": { "Type": "String" } },
"Resources": { "ApiCache": { "Type": "AWS::AppSync::ApiCache", "Properties":
{ "ApiId":
{ "Ref": "graphQlApiId" }, "Type": "SMALL", "ApiCachingBehavior":
"FULL_REQUEST_CACHING", "Ttl": 1200, "TransitEncryptionEnabled": true,
"AtRestEncryptionEnabled": true } } } }
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AWS::AppSync::ApiKey
AWS::AppSync::ApiKey リソースを使用して、AWS AppSync で API キーが必要な GraphQL オペレー
ションを実行しているクライアントに配信できる一意のキーを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::ApiKey",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"ApiKeyId" : String,
"Description" : String,
"Expires" : Double
}

YAML
Type: AWS::AppSync::ApiKey
Properties:
ApiId: String
ApiKeyId: String
Description: String
Expires: Double

プロパティ
ApiId
この API キーの一意の AWS AppSync GraphQL API ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ApiKeyId
API キー ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
API キーに関する一意の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Expires
API キーが失効してからの時間。日付は、エポックからの秒数で表され、最も近い時間に丸められま
す。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::ApiKey リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、API キーの ARN (例:
arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid/apikey/apikeya1bzhi) が
返ります。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ApiKey
API キー。
Arn
API キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:appsync:useast-1:123456789012:apis/graphqlapiid/apikey/apikeya1bzhi)。

例
API キーの作成例
次の例では、API キーを作成して、GraphQL API ID をパラメータとして渡し、既存の GraphQL API と関
連付けます。

YAML
Parameters:
graphQlApiId:
Type: String
apiKeyDescription:
Type: String
apiKeyExpires:
Type: Number
Resources:
ApiKey:
Type: AWS::AppSync::ApiKey
Properties:
ApiId:
Ref: graphQlApiId
Description:
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Ref: apiKeyDescription
Expires:
Ref: apiKeyExpires

JSON
{

}

"Parameters": {
"graphQlApiId": {
"Type": "String"
},
"apiKeyDescription": {
"Type": "String"
},
"apiKeyExpires": {
"Type": "Number"
}
},
"Resources": {
"ApiKey": {
"Type": "AWS::AppSync::ApiKey",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "graphQlApiId"
},
"Description": {
"Ref": "apiKeyDescription"
},
"Expires": {
"Ref": "apiKeyExpires"
}
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの CreateApiKey オペレーション。

AWS::AppSync::DataSource
AWS::AppSync::DataSource リソースは、AWS AppSync で接続先であるリゾルバーのデータソース
(Amazon DynamoDB、AWS Lambda、Amazon OpenSearch Service など) を作成します。クライアントか
ら GraphQL 呼び出しが行われると、リゾルバーは、これらのデータソースを使用してデータをフェッチ
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AppSync::DataSource",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"Description" : String,
"DynamoDBConfig" : DynamoDBConfig (p. 1315),
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}

}

"ElasticsearchConfig" : ElasticsearchConfig (p. 1316),
"HttpConfig" : HttpConfig (p. 1317),
"LambdaConfig" : LambdaConfig (p. 1318),
"Name" : String,
"RelationalDatabaseConfig" : RelationalDatabaseConfig (p. 1320),
"ServiceRoleArn" : String,
"Type" : String

YAML
Type: AWS::AppSync::DataSource
Properties:
ApiId: String
Description: String
DynamoDBConfig:
DynamoDBConfig (p. 1315)
ElasticsearchConfig:
ElasticsearchConfig (p. 1316)
HttpConfig:
HttpConfig (p. 1317)
LambdaConfig:
LambdaConfig (p. 1318)
Name: String
RelationalDatabaseConfig:
RelationalDatabaseConfig (p. 1320)
ServiceRoleArn: String
Type: String

プロパティ
ApiId
このデータソースが作成される、AWS AppSync の一意の GraphQL API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
データソースの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DynamoDBConfig
アカウント内の Amazon DynamoDB テーブルの AWS リージョンと TableName。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDBConfig (p. 1315)
Update requires: No interruption
ElasticsearchConfig
アカウント内の Amazon OpenSearch Service ドメインの AWS リージョンとエンドポイント。
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必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchConfig (p. 1316)
Update requires: No interruption
HttpConfig
HTTP データソースのエンドポイント。
必須: いいえ
タイプ: HttpConfig (p. 1317)
Update requires: No interruption
LambdaConfig
有効な ARN 形式の Lambda 関数の ARN。これは、現在のアカウントまたは別のアカウントに存在す
る Lambda 関数の ARN です。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConfig (p. 1318)
Update requires: No interruption
Name
作成後の AppSync データソースを識別する分かりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RelationalDatabaseConfig
リレーショナルデータベースデータソースのリレーショナルデータベース設定。
必須: いいえ
タイプ: RelationalDatabaseConfig (p. 1320)
Update requires: No interruption
ServiceRoleArn
データソースの AWS Identity and Access Management サービスロール ARN。システムは、データ
ソースにアクセスするときにこのロールを引き受けます。
Type が、AWS_LAMBDA、AMAZON_DYNAMODB、または AMAZON_ELASTICSEARCH に指定されている
場合は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
データソースの型。
• AMAZON_DYNAMODB: データソースは Amazon DynamoDB テーブルです。
• AMAZON_ELASTICSEARCH: データソースは Amazon OpenSearch Service ドメインです。
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• AWS_LAMBDA: データソースは AWS Lambda 関数です。
• NONE: データソースがありません。この型は、リゾルバーによるデータ変換の実行やミューテー
ションからのサブスクリプションのトリガーの呼び出しなど、GraphQL オペレーションを呼び出す
ときに使用され、データソースに接続する必要はありません。
• HTTP: データソースは HTTP エンドポイントです。
• RELATIONAL_DATABASE: データソースはリレーショナルデータベースです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::DataSource リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、データソースの
ARN (例: arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid/datasources/
datasourcename) が返ります。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DataSourceArn
API キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:appsync:useast-1:123456789012:apis/graphqlapiid/datasources/datasourcename)。
Name
作成後の AWS AppSync データソースを識別する分かりやすい名前。

例
データソースの作成例
次の例では、データソースを作成して、パラメータとして GraphQL API ID を渡し、既存の GraphQL API
と関連付けます。

YAML
Parameters:
graphQlApiId:
Type: String
dataSourceName:
Type: String
dataSourceDescription:
Type: String
serviceRoleArn:
Type: String
lambdaFunctionArn:
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Type: String
Resources:
DataSource:
Type: AWS::AppSync::DataSource
Properties:
ApiId:
Ref: graphQlApiId
Name:
Ref: dataSourceName
Description:
Ref: dataSourceDescription
Type: "AWS_LAMBDA"
ServiceRoleArn:
Ref: serviceRoleArn
LambdaConfig:
LambdaFunctionArn:
Ref: lambdaFunctionArn

JSON
{

}

"Parameters": {
"graphQlApiId": {
"Type": "String"
},
"dataSourceName": {
"Type": "String"
},
"dataSourceDescription": {
"Type": "String"
},
"serviceRoleArn": {
"Type": "String"
},
"lambdaFunctionArn": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"DataSource": {
"Type": "AWS::AppSync::DataSource",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "graphQlApiId"
},
"Name": {
"Ref": "dataSourceName"
},
"Description": {
"Ref": "dataSourceDescription"
},
"Type": "AWS_LAMBDA",
"ServiceRoleArn": {
"Ref": "serviceRoleArn"
},
"LambdaConfig": {
"LambdaFunctionArn": {
"Ref": "lambdaFunctionArn"
}
}
}
}
}
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以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの CreateDataSource オペレーション。

AWS::AppSync::DataSource AuthorizationConfig
AuthorizationConfig プロパティタイプを使用して AWS AppSync http データソースの認証タイプお
よび設定を指定します。
AuthorizationConfig は、AWS AppSync DataSource HttpConfig プロパティタイプのプロパティで
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AuthorizationType" : String,
"AwsIamConfig" : AwsIamConfig (p. 1313)

YAML
AuthorizationType: String
AwsIamConfig:
AwsIamConfig (p. 1313)

プロパティ
AuthorizationType
HTTP エンドポイントに必要な認証タイプ。
• AWS_IAM: 認証タイプは Sigv4 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AwsIamConfig
AWS Identity and Access Management 設定。
必須: いいえ
タイプ: AwsIamConfig (p. 1313)
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource AwsIamConfig
AwsIamConfig プロパティタイプを使用して、AWS AppSync 認証用の AwsIamConfig を指定します。
AwsIamConfig は、AWS AppSync DataSource AuthorizationConfig リソースのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SigningRegion" : String,
"SigningServiceName" : String

YAML
SigningRegion: String
SigningServiceName: String

プロパティ
SigningRegion
AWS Identity and Access Management 認証の署名リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SigningServiceName
AWS Identity and Access Management 認証の署名サービス名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource DeltaSyncConfig
デルタ同期の設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BaseTableTTL" : String,
"DeltaSyncTableName" : String,
"DeltaSyncTableTTL" : String

YAML
BaseTableTTL: String
DeltaSyncTableName: String
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DeltaSyncTableTTL: String

プロパティ
BaseTableTTL
項目がデータソースに格納されている時間（分）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeltaSyncTableName
デルタ同期テーブル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeltaSyncTableTTL
デルタ同期ログエントリがデルタ同期テーブルに格納されている時間（分）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource DynamoDBConfig
DynamoDBConfig プロパティタイプでは、ご使用のアカウントで AWS AppSync データソースに使用す
る Amazon DynamoDB テーブルの AwsRegion と TableName を指定します。
DynamoDBConfig は、AWS::AppSync::DataSource プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AwsRegion" : String,
"DeltaSyncConfig" : DeltaSyncConfig (p. 1314),
"TableName" : String,
"UseCallerCredentials" : Boolean,
"Versioned" : Boolean

YAML
AwsRegion: String
DeltaSyncConfig:
DeltaSyncConfig (p. 1314)
TableName: String
UseCallerCredentials: Boolean
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Versioned: Boolean

プロパティ
AwsRegion
AWS リージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeltaSyncConfig
バージョン管理されたデータソースの DeltaSyncConfig。
必須: いいえ
タイプ: DeltaSyncConfig (p. 1314)
Update requires: No interruption
TableName
テーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseCallerCredentials
このデータソースで AWS Identity and Access Management を使用するには、TRUE に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Versioned
このデータソースで競合の検出と解決を使用するには、TRUE に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource ElasticsearchConfig
ElasticsearchConfig プロパティタイプでは、ご使用のアカウントで AWS AppSync データソースに
使用する Amazon OpenSearch Service ドメインの AwsRegion と Endpoints を指定します。
ElasticsearchConfig は、AWS::AppSync::DataSource プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AwsRegion" : String,
"Endpoint" : String

YAML
AwsRegion: String
Endpoint: String

プロパティ
AwsRegion
AWS リージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Endpoint
エンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource HttpConfig
AWS AppSync データソースの HttpConfig を指定するには、HttpConfig プロパティタイプを使用し
ます。
HttpConfig は、AWS::AppSync::DataSource リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AuthorizationConfig" : AuthorizationConfig (p. 1313),
"Endpoint" : String

YAML
AuthorizationConfig:
AuthorizationConfig (p. 1313)
Endpoint: String
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プロパティ
AuthorizationConfig
認可の設定。
必須: いいえ
タイプ: AuthorizationConfig (p. 1313)
Update requires: No interruption
Endpoint
エンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource LambdaConfig
LambdaConfig プロパティタイプを使用して、AWS AppSync データソースの Lambda 関数の ARN を指
定します。
LambdaConfig は、AWS::AppSync::DataSource プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaFunctionArn" : String

YAML
LambdaFunctionArn: String

プロパティ
LambdaFunctionArn
Lambda 関数の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource RdsHttpEndpointConfig
RdsHttpEndpointConfig プロパティタイプでは、AWS AppSync リレーショナルデータベースの
RdsHttpEndpoint を指定します。
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RdsHttpEndpointConfig は、AWS AppSync DataSource RelationalDatabaseConfig リソースのプロパ
ティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AwsRegion" : String,
"AwsSecretStoreArn" : String,
"DatabaseName" : String,
"DbClusterIdentifier" : String,
"Schema" : String

YAML
AwsRegion: String
AwsSecretStoreArn: String
DatabaseName: String
DbClusterIdentifier: String
Schema: String

プロパティ
AwsRegion
RDS HTTP エンドポイントの AWS リージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AwsSecretStoreArn
データベース認証情報の AWS シークレットストアの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
論理データベース名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DbClusterIdentifier
Amazon RDS クラスター ARN。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schema
論理スキーマ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::DataSource RelationalDatabaseConfig
AWS AppSync データソースの RelationalDatabaseConfig を指定するに
は、RelationalDatabaseConfig プロパティタイプを使用します。
RelationalDatabaseConfig は、AWS::AppSync::DataSource プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RdsHttpEndpointConfig" : RdsHttpEndpointConfig (p. 1318),
"RelationalDatabaseSourceType" : String

YAML
RdsHttpEndpointConfig:
RdsHttpEndpointConfig (p. 1318)
RelationalDatabaseSourceType: String

プロパティ
RdsHttpEndpointConfig
Amazon RDS リソースに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: RdsHttpEndpointConfig (p. 1318)
Update requires: No interruption
RelationalDatabaseSourceType
リレーショナルデータソースの型。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::AppSync::FunctionConfiguration
AWS::AppSync::FunctionConfiguration リソースは、特定のオペレーションを実行する GraphQL
API の関数を定義します。パイプラインリゾルバーを使用して、関数をアタッチできます。詳細について
は、AWS AppSync デベロッパーガイドの Pipeline Resolvers を参照してください。

Note
更新を送信すると、AWS CloudFormation は、スタックの現在のテンプレートと送信された内容
の違いに基づいてリソースを更新します。このリソースを更新するには、このリソースのプロパ
ティ値を AWS CloudFormation テンプレートで変更する必要があります。プロパティ値を変更せ
ずに Amazon S3 ファイルの内容を変更すると、更新オペレーションは実行されません。
AWS CloudFormation ユーザーガイドの Update Behaviors of Stack Resources を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::FunctionConfiguration",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"DataSourceName" : String,
"Description" : String,
"FunctionVersion" : String,
"Name" : String,
"RequestMappingTemplate" : String,
"RequestMappingTemplateS3Location" : String,
"ResponseMappingTemplate" : String,
"ResponseMappingTemplateS3Location" : String,
"SyncConfig" : SyncConfig (p. 1326)
}

YAML
Type: AWS::AppSync::FunctionConfiguration
Properties:
ApiId: String
DataSourceName: String
Description: String
FunctionVersion: String
Name: String
RequestMappingTemplate: String
RequestMappingTemplateS3Location: String
ResponseMappingTemplate: String
ResponseMappingTemplateS3Location: String
SyncConfig:
SyncConfig (p. 1326)

プロパティ
ApiId
この関数を使用してアタッチする AWS AppSync GraphQL API。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DataSourceName
この関数がアタッチするデータソースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
Function の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FunctionVersion
リクエストマッピングテンプレートのバージョン。現在、2018-05-29 バージョンのテンプレートのみ
がサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
関数の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestMappingTemplate
Function リクエストマッピングテンプレート。関数は、2018-05-29 バージョンのリクエストマッピ
ングテンプレートのみをサポートします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestMappingTemplateS3Location
リゾルバーの同期設定について説明します。
リゾルバーが呼び出されたときに、競合の検出および解決戦略を実行する必要がある情報が含まれま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
ResponseMappingTemplate
Function レスポンスマッピングテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseMappingTemplateS3Location
Amazon S3 バケットのレスポンスマッピングテンプレートの位置。CloudFormation テンプレートに
埋め込まずに Amazon S3 のテンプレートファイルを使用してプロビジョンする場合、これを使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SyncConfig
リゾルバーの同期設定について説明します。
リゾルバーが呼び出されたときに、競合検出および解決戦略を実行する必要がある情報が含まれま
す。
必須: いいえ
タイプ: SyncConfig (p. 1326)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::FunctionConfiguration リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡
すと、その関数は FunctionConfiguration の ARN を返します (例: arn:aws:appsync:useast-1:123456789012:apis/graphqlapiid/functions/functionid など)。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DataSourceName
この関数がアタッチするデータソースの名前。
FunctionArn
関数の ARN (arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid/
functions/functionId など)。
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FunctionId
この関数の一意の ID。
Name
関数の名前。

例
関数の作成例
次の例では、関数を作成して、パラメータとして GraphQL API ID を渡し、既存の GraphQL API および
データソースと関連付けます。

YAML
Parameters:
graphQlApiId:
Type: String
dataSourceName:
Type: String
name:
Type: String
description:
Type: String
functionVersion:
Type: String
requestMappingTemplateS3LocationInput:
Type: String
responseMappingTemplateS3LocationInput:
Type: String
Resources:
FunctionConfiguration:
Type: AWS::AppSync::FunctionConfiguration
Properties:
ApiId:
Ref: graphQlApiId
Name:
Ref: name
Description:
Ref: description
DataSourceName:
Ref: dataSourceName
FunctionVersion:
Ref: functionVersion
RequestMappingTemplateS3Location:
Ref: requestMappingTemplateS3LocationInput
ResponseMappingTemplateS3Location:
Ref: responseMappingTemplateS3LocationInput

JSON
{

"Parameters": {
"graphQlApiId": {
"Type": "String"
},
"name": {
"Type": "String"
},
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"description": {
"Type": "String"
},
"dataSourceName": {
"Type": "String"
},
"functionVersion": {
"Type": "String"
},
"requestMappingTemplateS3LocationInput": {
"Type": "String"
},
"responseMappingTemplateS3LocationInput": {
"Type": "String"
}

}

},
"Resources": {
"FunctionConfiguration": {
"Type": "AWS::AppSync::FunctionConfiguration",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "graphQlApiId"
},
"Name": {
"Ref": "name"
},
"Description": {
"Ref": "description"
},
"FunctionVersion": {
"Ref": "functionVersion"
},
"DataSourceName": {
"Ref": "dataSourceName"
},
"RequestMappingTemplateS3Location": {
"Ref": "requestMappingTemplateS3LocationInput"
},
"ResponseMappingTemplateS3Location": {
"Ref": "responseMappingTemplateS3LocationInput"
}
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの CreateFunction オペレーション

AWS::AppSync::FunctionConfiguration LambdaConflictHandlerConfig
LAMBDA を競合ハンドラーとして設定する場合の LambdaConflictHandlerConfig オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"LambdaConflictHandlerArn" : String

YAML
LambdaConflictHandlerArn: String

プロパティ
LambdaConflictHandlerArn
競合ハンドラーとして使用する Lambda 関数の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::FunctionConfiguration SyncConfig
リゾルバーの同期設定について説明します。
リゾルバーが呼び出されたときに、競合検出および解決戦略を実行する必要がある情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConflictDetection" : String,
"ConflictHandler" : String,
"LambdaConflictHandlerConfig" : LambdaConflictHandlerConfig (p. 1325)

YAML
ConflictDetection: String
ConflictHandler: String
LambdaConflictHandlerConfig:
LambdaConflictHandlerConfig (p. 1325)

プロパティ
ConflictDetection
使用する競合の検出戦略。
• VERSION: このリゾルバーのオブジェクトバージョンに基づいて競合を検出します。
• NONE: このリゾルバーの実行時には競合を検出しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ConflictHandler
競合が発生した場合に実行する競合の解決戦略。
• OPTIMISTIC_CONCURRENCY: バージョンがサーバーの最新バージョンと一致しない場合に
ミューテーションを拒否して競合を解決します。
• AUTOMERGE: Automerge 競合の解決戦略で競合を解決します。
• LAMBDA: LambdaConflictHandlerConfig で提供されるラムダ関数により競合を解決します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaConflictHandlerConfig
LAMBDA を競合ハンドラーとして設定する場合の LambdaConflictHandlerConfig。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConflictHandlerConfig (p. 1325)
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS::AppSync::GraphQLApi リソースは、新しい AWS AppSync GraphQL API を作成します。これ
は、アプリケーションのトップレベル構造体です。詳細については、AWS AppSync デベロッパーガイ
ドの Quick Start を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::GraphQLApi",
"Properties" : {
"AdditionalAuthenticationProviders" : AdditionalAuthenticationProviders (p. 1332),
"AuthenticationType" : String,
"LambdaAuthorizerConfig" : LambdaAuthorizerConfig (p. 1333),
"LogConfig" : LogConfig (p. 1334),
"Name" : String,
"OpenIDConnectConfig" : OpenIDConnectConfig (p. 1335),
"Tags" : Tags (p. 1337),
"UserPoolConfig" : UserPoolConfig (p. 1337),
"XrayEnabled" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::AppSync::GraphQLApi
Properties:
AdditionalAuthenticationProviders:
AdditionalAuthenticationProviders (p. 1332)
AuthenticationType: String
LambdaAuthorizerConfig:
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LambdaAuthorizerConfig (p. 1333)
LogConfig:
LogConfig (p. 1334)
Name: String
OpenIDConnectConfig:
OpenIDConnectConfig (p. 1335)
Tags:
Tags (p. 1337)
UserPoolConfig:
UserPoolConfig (p. 1337)
XrayEnabled: Boolean

プロパティ
AdditionalAuthenticationProviders
GraphqlApi API に対して追加認証プロバイダーのリスト。
必須: いいえ
タイプ: AdditionalAuthenticationProviders (p. 1332)
Update requires: No interruption
AuthenticationType
GraphQL API のセキュリティ設定。指定できる値 (例:
API_KEY、AWS_IAM、AMAZON_COGNITO_USER_POOLS、OPENID_CONNECT、または AWS_LAMBDA)
については、AWS AppSync デベロッパーガイドの Security を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaAuthorizerConfig
LambdaAuthorizerConfig は、AWS_LAMBDA オーソライザーモードを使用するときにどのように
AWS AppSync API アクセスを許可するかについての設定を保持します。AWS AppSync API で一度に
設定できる Lambda オーソライザーの数は 1 つだけであることに注意してください。
必須: いいえ
タイプ: LambdaAuthorizerConfig (p. 1333)
Update requires: No interruption
LogConfig
Amazon CloudWatch Logs の設定。
必須: いいえ
タイプ: LogConfig (p. 1334)
Update requires: No interruption
Name
API 名。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
OpenIDConnectConfig
OpenID Connect 設定。
必須: いいえ
タイプ: OpenIDConnectConfig (p. 1335)
Update requires: No interruption
Tags
この GraphQL API の任意のタグ (キーと値のペア) セット。
必須: いいえ
タイプ: タグ (p. 1337)
Update requires: No interruption
UserPoolConfig
GraphQL エンドポイントで Amazon Cognito user pools を使用するオプションの認証設定。
必須: いいえ
タイプ: UserPoolConfig (p. 1337)
Update requires: No interruption
XrayEnabled
この GraphqlApi に対して X-Ray トレースが有効かどうかを示すフラグ。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::GraphQLApi リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、GraphQL API の ARN
(例: arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid) が返ります。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ApiId
一意のAWS AppSync GraphQL API 識別子。
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Arn
API キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:appsync:useast-1:123456789012:apis/graphqlapiid)。
GraphQLUrl
GraphQL API のエンドポイント URL。

例
GraphQL API の作成例
以下の例では、GraphQL API を作成します。

YAML
Parameters:
graphQlApiName:
Type: String
userPoolId:
Type: String
userPoolAwsRegion:
Type: String
defaultAction:
Type: String
Resources:
GraphQLApi:
Type: AWS::AppSync::GraphQLApi
Properties:
Name:
Ref: graphQlApiName
AuthenticationType: "AMAZON_COGNITO_USER_POOLS"
UserPoolConfig:
UserPoolId:
Ref: userPoolId
AwsRegion:
Ref: userPoolAwsRegion
DefaultAction:
Ref: defaultAction

JSON
{

"Parameters": {
"graphQlApiName": {
"Type": "String"
},
"userPoolId": {
"Type": "String"
},
"userPoolAwsRegion": {
"Type": "String"
},
"defaultAction": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"GraphQLApi": {
"Type": "AWS::AppSync::GraphQLApi",
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}

}

}

"Properties": {
"Name": {
"Ref": "graphQlApiName"
},
"AuthenticationType": "AMAZON_COGNITO_USER_POOLS",
"UserPoolConfig": {
"UserPoolId": {
"Ref": "userPoolId"
},
"AwsRegion": {
"Ref": "userPoolAwsRegion"
},
"DefaultAction": {
"Ref": "defaultAction"
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの CreateGraphqlApi オペレーション。

AWS::AppSync::GraphQLApi AdditionalAuthenticationProvider
追加の認証プロバイダーについて記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticationType" : String,
"LambdaAuthorizerConfig" : LambdaAuthorizerConfig (p. 1333),
"OpenIDConnectConfig" : OpenIDConnectConfig (p. 1335),
"UserPoolConfig" : CognitoUserPoolConfig (p. 1332)

YAML
AuthenticationType: String
LambdaAuthorizerConfig:
LambdaAuthorizerConfig (p. 1333)
OpenIDConnectConfig:
OpenIDConnectConfig (p. 1335)
UserPoolConfig:
CognitoUserPoolConfig (p. 1332)

プロパティ
AuthenticationType
API キー、AWS Identity and Access Management、OIDC、Amazon Cognito user pools、または AWS
Lambda の認証タイプ。
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有効な値: API_KEY | AWS_IAM | OPENID_CONNECT | AMAZON_COGNITO_USER_POOLS | AWS_LAMBDA
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaAuthorizerConfig
AWS Lambda 関数の承認の設定。
必須: いいえ
タイプ: LambdaAuthorizerConfig (p. 1333)
Update requires: No interruption
OpenIDConnectConfig
OpenID Connect 設定。
必須: いいえ
タイプ: OpenIDConnectConfig (p. 1335)
Update requires: No interruption
UserPoolConfig
Amazon Cognito ユーザープールの設定。
必須: いいえ
タイプ: CognitoUserPoolConfig (p. 1332)
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi AdditionalAuthenticationProviders
GraphqlApi API の追加認証プロバイダーのリスト。
必須: いいえ
型: AdditionalAuthenticationProvider のリスト
更新に伴う要件: 中断はありません。

AWS::AppSync::GraphQLApi CognitoUserPoolConfig
Amazon Cognito ユーザープールの設定について記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AppIdClientRegex" : String,
"AwsRegion" : String,
"UserPoolId" : String
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}

YAML
AppIdClientRegex: String
AwsRegion: String
UserPoolId: String

プロパティ
AppIdClientRegex
受信する Amazon Cognito ユーザープールのアプリクライアント ID を検証する正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AwsRegion
ユーザープールが作成された AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープール ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi LambdaAuthorizerConfig
AWS Lambda 関数の承認の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthorizerResultTtlInSeconds" : Double,
"AuthorizerUri" : String,
"IdentityValidationExpression" : String

YAML
AuthorizerResultTtlInSeconds: Double
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AuthorizerUri: String
IdentityValidationExpression: String

プロパティ
AuthorizerResultTtlInSeconds
レスポンスをキャッシュする秒数。デフォルトは 5 分 (300 秒) です。Lambda 関数は、レスポンスで
ttlOverride キーを返すことで、これを上書きできます。値 0 を指定すると、レスポンスのキャッ
シュが無効になります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
AuthorizerUri
承認のために呼び出される Lambda 関数の ARN。これは、標準の Lambda ARN、バージョン ARN
(.../v3)、またはエイリアス ARN である可能性があります。
注: この Lambda 関数には、次のリソースベースのポリシーが割り当てられている必要があります。
コンソールで Lambda オーソライザーを設定する場合には、これはユーザーのために実行されま
す。AWS CLI でこれを実行するには、次のコマンドを実行します。
aws lambda add-permission --function-name "arn:aws:lambda:useast-2:111122223333:function:my-function" --statement-id "appsync" -principal appsync.amazonaws.com --action lambda:InvokeFunction
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdentityValidationExpression
Lambda 関数が呼び出される前のトークンの検証のための正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi LogConfig
LogConfig プロパティタイプを使用して、GraphQL オペレーションの書き込みおよび AWS AppSync
GraphQL API の Amazon CloudWatch にトレースする際のログ記録設定を指定します。
LogConfig は、AWS::AppSync::GraphQLApi プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CloudWatchLogsRoleArn" : String,
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}

"ExcludeVerboseContent" : Boolean,
"FieldLogLevel" : String

YAML
CloudWatchLogsRoleArn: String
ExcludeVerboseContent: Boolean
FieldLogLevel: String

プロパティ
CloudWatchLogsRoleArn
AWS AppSync がアカウント内の Amazon CloudWatch Logs に公開するために引き受けるサービス
ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExcludeVerboseContent
TRUE に設定すると、ログレベルに関係なく、ヘッダーやコンテキスト、評価されたマッピングテン
プレートなどの情報を含むセクションが除外されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
FieldLogLevel
フィールドのログ記録レベル。値は NONE、ERROR、または ALL です。
• NONE: フィールドレベルのログはキャプチャされません。
• ERROR: エラーのあるフィールドについてのみ、以下の情報がログに記録されます。
• サーバーレスポンスのエラーセクション。
• フィールドレベルのエラー。
• エラーフィールドに対して解決された、生成済みリクエスト/レスポンス関数。
• ALL: クエリのすべてのフィールドについて、以下の情報がログに記録されます。
• フィールドレベルのトレース情報。
• 各フィールドに対して解決された、生成済みリクエスト/レスポンス関数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi OpenIDConnectConfig
OpenIDConnectConfig プロパティタイプを使用して、AWS AppSync GraphQL API の GraphQL エンド
ポイントで OpenID Connect 準拠のサービスを使用するために、オプションの認証設定を指定します。
OpenIDConnectConfig は、AWS::AppSync::GraphQLApi プロパティタイプのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthTTL" : Double,
"ClientId" : String,
"IatTTL" : Double,
"Issuer" : String

YAML
AuthTTL: Double
ClientId: String
IatTTL: Double
Issuer: String

プロパティ
AuthTTL
トークンが認証されてから有効になるまでのミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ClientId
OpenID アイデンティティプロバイダーの証明書利用者のクライアント ID。通常、この ID は、証
明書利用者が OpenID アイデンティティプロバイダーに登録されている場合に取得されます。AWS
AppSync を使用して一度に複数のクライアント ID を検証できるように、正規表現を指定することが
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IatTTL
トークンがユーザーに発行されてから有効になるまでのミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Issuer
Open ID Connect 設定の発行者。検出によって返る発行者は、ID トークンの iss の値と正確に一致す
る必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLApi Tags
この GraphQL API の任意のタグ (キーと値のペア) セット。
必須: いいえ
型: Tag のリスト
更新に伴う要件: 中断はありません。

AWS::AppSync::GraphQLApi UserPoolConfig
UserPoolConfig プロパティタイプを使用して、AWS AppSync GraphQL API の GraphQL エンドポイン
トで Amazon Cognito user pools を使用するオプションの認証設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppIdClientRegex" : String,
"AwsRegion" : String,
"DefaultAction" : String,
"UserPoolId" : String

YAML
AppIdClientRegex: String
AwsRegion: String
DefaultAction: String
UserPoolId: String

プロパティ
AppIdClientRegex
受信する Amazon Cognito ユーザープールのアプリクライアント ID を検証する正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AwsRegion
ユーザープールが作成された AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DefaultAction
Amazon Cognito ユーザープール認証を使用するリクエストが Amazon Cognito ユーザープール設定と
一致しない場合に、GraphQL API を使用して実行するアクション。
Amazon Cognito user pools をデフォルトの認証として指定するとき
に、AdditionalAuthenticationProviders を指定する場合は、DefaultAction の値を ALLOW
に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープール ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::GraphQLSchema
AWS::AppSync::GraphQLSchema リソースは、API のデータモデルを制御する AWS AppSync GraphQL
スキーマで使用されます。スキーマファイルは、スキーマ定義言語 (SDL) 形式で書き込まれたテキストで
す。スキーマ作成の詳細については、AWS AppSync デベロッパーガイドの Designing a GraphQL API を
参照してください。

Note
更新を送信すると、AWS CloudFormation は、スタックの現在のテンプレートと送信された内容
の違いに基づいてリソースを更新します。このリソースを更新するには、このリソースのプロパ
ティ値を CloudFormation テンプレートで変更する必要があります。プロパティ値を変更せずに
Amazon S3 ファイルの内容を変更すると、更新オペレーションは実行されません。
AWS CloudFormation ユーザーガイドの Update Behaviors of Stack Resources を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::GraphQLSchema",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"Definition" : String,
"DefinitionS3Location" : String
}

YAML
Type: AWS::AppSync::GraphQLSchema
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Properties:
ApiId: String
Definition: String
DefinitionS3Location: String

プロパティ
ApiId
このスキーマを適用する AWS AppSync GraphQL API 識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Definition
SDL 形式の GraphQL スキーマをテキストで表記したものです。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefinitionS3Location
Amazon S3 バケットの GraphQL スキーマファイルの位置。CloudFormation テンプレートに埋め込ま
ずに Amazon S3 のスキーマを使用してプロビジョンする場合、これを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::GraphQLSchema リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、アタッチされてい
るリテラル文字列 GraphQLSchema を含む GraphQL API ID が返ります。

例
GraphQL スキーマの作成例
次の例では、GraphQL スキーマを作成して、パラメータとして GraphQL API ID を渡し、既存の GraphQL
API と関連付けます。

YAML
Parameters:
graphQlApiId:
Type: String
graphQlSchemaS3DescriptionLocation:
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Type: String
Resources:
Schema:
Type: AWS::AppSync::GraphQLSchema
Properties:
ApiId:
Ref: graphQlApiId
DefinitionS3Location:
Ref: graphQlSchemaS3DescriptionLocation

JSON
{

}

"Parameters": {
"graphQlApiId": {
"Type": "String"
},
"graphQlSchemaS3DescriptionLocation": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Schema": {
"Type": "AWS::AppSync::GraphQLSchema",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "graphQlApiId"
},
"DefinitionS3Location": {
"Ref": "graphQlSchemaS3DescriptionLocation"
}
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの StartSchemaCreation オペレーション。

AWS::AppSync::Resolver
AWS::AppSync::Resolver リソースを使用して、スキーマのフィールドにアタッチする論理的な
GraphQL リゾルバーを定義します。リゾルバーのリクエストテンプレートとレスポンステンプレートは
Apache Velocity Template Language (VTL) 形式で書き込まれます。リゾルバーの詳細については、「リゾ
ルバーのマッピングテンプレートリファレンス」を参照してください。

Note
更新を送信すると、AWS CloudFormation は、スタックの現在のテンプレートと送信された内容
の違いに基づいてリソースを更新します。このリソースを更新するには、このリソースのプロパ
ティ値を CloudFormation テンプレートで変更する必要があります。プロパティ値を変更せずに
Amazon S3 ファイルの内容を変更すると、更新オペレーションは実行されません。
AWS CloudFormation ユーザーガイドの Update Behaviors of Stack Resources を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::AppSync::Resolver",
"Properties" : {
"ApiId" : String,
"CachingConfig" : CachingConfig (p. 1345),
"DataSourceName" : String,
"FieldName" : String,
"Kind" : String,
"PipelineConfig" : PipelineConfig (p. 1347),
"RequestMappingTemplate" : String,
"RequestMappingTemplateS3Location" : String,
"ResponseMappingTemplate" : String,
"ResponseMappingTemplateS3Location" : String,
"SyncConfig" : SyncConfig (p. 1347),
"TypeName" : String
}

YAML
Type: AWS::AppSync::Resolver
Properties:
ApiId: String
CachingConfig:
CachingConfig (p. 1345)
DataSourceName: String
FieldName: String
Kind: String
PipelineConfig:
PipelineConfig (p. 1347)
RequestMappingTemplate: String
RequestMappingTemplateS3Location: String
ResponseMappingTemplate: String
ResponseMappingTemplateS3Location: String
SyncConfig:
SyncConfig (p. 1347)
TypeName: String

プロパティ
ApiId
このリゾルバーにアタッチする AWS AppSync GraphQL API。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CachingConfig
リゾルバーのキャッシュ設定。
必須: いいえ
タイプ: CachingConfig (p. 1345)
Update requires: No interruption
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DataSourceName
リゾルバーのデータソース名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FieldName
このリゾルバーを呼び出す型の GraphQL フィールド。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Kind
リゾルバータイプ。
• UNIT: ユニットリゾルバータイプ。ユニットリゾルバーはデフォルトのリゾルバーのタイプです。
ユニットリゾルバーによって、1 つのデータソースに対して GraphQL クエリを実行できます。
• PIPELINE: パイプラインリゾルバータイプ。パイプラインリゾルバーによって、シリアル方法で一
連の Function を実行できます。パイプラインリゾルバーを使用すると、複数のデータソースに対
して GraphQL クエリを実行できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PipelineConfig
パイプランリゾルバーにリンクされている関数。
必須: いいえ
タイプ: PipelineConfig (p. 1347)
Update requires: No interruption
RequestMappingTemplate
リクエストマッピングテンプレート。
Lambda データソースを使用する場合、リクエストマッピングテンプレートはオプションです。他の
すべてのデータソースでは、リクエストマッピングテンプレートが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequestMappingTemplateS3Location
Amazon S3 バケットのリクエストマッピングテンプレートの位置。CloudFormation テンプレートに
埋め込まずに Amazon S3 のテンプレートファイルを使用してプロビジョンする場合、これを使用し
ます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseMappingTemplate
レスポンスマッピングテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResponseMappingTemplateS3Location
Amazon S3 バケットのレスポンスマッピングテンプレートの位置。CloudFormation テンプレートに
埋め込まずに Amazon S3 のテンプレートファイルを使用してプロビジョンする場合、これを使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SyncConfig
バージョン管理されたデータソースにアタッチされたリゾルバーの SyncConfig。
必須: いいえ
タイプ: SyncConfig (p. 1347)
Update requires: No interruption
TypeName
このリゾルバーを呼び出す GraphQL タイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::AppSync::Resolver リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、リゾルバーの ARN（例:
arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid/types/typename/
resolvers/resolvername）が返ります。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
FieldName
このリゾルバーを呼び出す型の GraphQL フィールド。
ResolverArn
リゾルバーの ARN (例: arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/graphqlapiid/
types/typename/resolvers/resolvername)。
TypeName
このリゾルバーを呼び出す GraphQL タイプ。

例
リゾルバーの作成例
次の例では、リゾルバーを作成して、パラメータとして GraphQL API ID を渡し、既存の GraphQL API お
よびデータソースと関連付けます。

YAML
Parameters:
graphQlApiId:
Type: String
dataSourceName:
Type: String
fieldName:
Type: String
typeName:
Type: String
requestMappingTemplateS3LocationInput:
Type: String
responseMappingTemplateS3LocationInput:
Type: String
Resources:
Resolver:
Type: AWS::AppSync::Resolver
Properties:
ApiId:
Ref: graphQlApiId
TypeName:
Ref: typeName
FieldName:
Ref: fieldName
DataSourceName:
Ref: dataSourceName
RequestMappingTemplateS3Location:
Ref: requestMappingTemplateS3LocationInput
ResponseMappingTemplateS3Location:
Ref: responseMappingTemplateS3LocationInput

JSON
{

"Parameters": {
"graphQlApiId": {
"Type": "String"
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},
"dataSourceName": {
"Type": "String"
},
"fieldName": {
"Type": "String"
},
"typeName": {
"Type": "String"
},
"requestMappingTemplateS3LocationInput": {
"Type": "String"
},
"responseMappingTemplateS3LocationInput": {
"Type": "String"
}

}

},
"Resources": {
"Resolver": {
"Type": "AWS::AppSync::Resolver",
"Properties": {
"ApiId": {
"Ref": "graphQlApiId"
},
"TypeName": {
"Ref": "typeName"
},
"FieldName": {
"Ref": "fieldName"
},
"DataSourceName": {
"Ref": "dataSourceName"
},
"RequestMappingTemplateS3Location": {
"Ref": "requestMappingTemplateS3LocationInput"
},
"ResponseMappingTemplateS3Location": {
"Ref": "responseMappingTemplateS3LocationInput"
}
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS AppSync API リファレンスの CreateResolver オペレーション。

AWS::AppSync::Resolver CachingConfig
キャッシュが有効になっているリゾルバーのキャッシュ設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CachingKeys" : [ String, ... ],
"Ttl" : Double
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}

YAML
CachingKeys:
- String
Ttl: Double

プロパティ
CachingKeys
キャッシュが有効になっているリゾルバーのキャッシュキー。
有効な値は、$context.arguments、$context.source、および $context.identity マップか
らのエントリです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Ttl
キャッシュが有効になっているリゾルバーの TTL（秒単位）。
有効な値は 1～3600 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::Resolver LambdaConflictHandlerConfig
LAMBDA を競合ハンドラーとして設定する場合の LambdaConflictHandlerConfig。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaConflictHandlerArn" : String

YAML
LambdaConflictHandlerArn: String

プロパティ
LambdaConflictHandlerArn
競合ハンドラーとして使用する Lambda 関数の ARN。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::Resolver PipelineConfig
PipelineConfig プロパティタイプを使用して、AWS AppSync リゾルバーの PipelineConfig を指定
します。
PipelineConfig は、AWS::AppSync::Resolver リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Functions" : [ String, ... ]

YAML
Functions:
- String

プロパティ
Functions
Function オブジェクトのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AppSync::Resolver SyncConfig
リゾルバーの同期設定について説明します。
リゾルバーが呼び出されたときに、競合検出および解決戦略を実行する必要がある情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConflictDetection" : String,
"ConflictHandler" : String,
"LambdaConflictHandlerConfig" : LambdaConflictHandlerConfig (p. 1346)
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YAML
ConflictDetection: String
ConflictHandler: String
LambdaConflictHandlerConfig:
LambdaConflictHandlerConfig (p. 1346)

プロパティ
ConflictDetection
使用する競合の検出戦略。
• VERSION: このリゾルバーのオブジェクトバージョンに基づいて競合を検出します。
• NONE: このリゾルバーの実行時には競合を検出しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConflictHandler
競合が発生した場合に実行する競合の解決戦略。
• OPTIMISTIC_CONCURRENCY: バージョンがサーバーの最新バージョンと一致しない場合に
ミューテーションを拒否して競合を解決します。
• AUTOMERGE: Automerge 競合の解決戦略で競合を解決します。
• LAMBDA: LambdaConflictHandlerConfig で提供されるラムダ関数により競合を解決します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaConflictHandlerConfig
LAMBDA を競合ハンドラーとして設定する場合の LambdaConflictHandlerConfig。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConflictHandlerConfig (p. 1346)
Update requires: No interruption

Alexa Skills Kit リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• Alexa::ASK::Skill (p. 1348)

Alexa::ASK::Skill
Alexa::ASK::Skill リソースは、お客様が新しい機能にアクセスできるようにする Alexa スキルを作成
します。スキル開発の詳細については、「Alexa Skills Kit 開発者ドキュメントを使用したスキルの構築」
を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "Alexa::ASK::Skill",
"Properties" : {
"AuthenticationConfiguration" : AuthenticationConfiguration (p. 1351),
"SkillPackage" : SkillPackage (p. 1353),
"VendorId" : String
}

YAML
Type: Alexa::ASK::Skill
Properties:
AuthenticationConfiguration:
AuthenticationConfiguration (p. 1351)
SkillPackage:
SkillPackage (p. 1353)
VendorId: String

プロパティ
AuthenticationConfiguration
Alexa サービスを使用して認証するために使用される Amazon (LWA) 設定でログインしま
す。Amazon 開発者コンソール によって作成された Amazon クライアントを使用するログインのみが
サポートされています。クライアント ID、クライアントシークレット、および更新トークンが必要で
す。
必須: はい
タイプ: AuthenticationConfiguration (p. 1351)
Update requires: No interruption
SkillPackage
Alexa スキルのコンポーネントを含むスキルパッケージの設定。スキルパッケージは Amazon S3 バ
ケットとキーから取得され、スキルを作成および更新するために使用されます。スキルパッケージ形
式の詳細については、「スキルパッケージ API リファレンス」を参照してください。
必須: はい
タイプ: SkillPackage (p. 1353)
Update requires: No interruption
VendorId
スキルをホストする Amazon 開発者アカウントに関連付けられているベンダー ID。ベンダー ID の取
得の詳細については、「ベンダー ID の取得方法」を参照してください。指定された LWA 認証情報
は、このベンダー ID に関連付けられた開発者アカウントにリンクする必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
amzn1.ask.skill.a3103cee-c48c-40a0-a2c9-251141888863 などのスキルID このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Alexa スキルリソースの設定
次の例では、S3 バケットからスキルパッケージを取得し、Login with Amazon (LWA) により Alexa サービ
スとの認証用の認証情報を提供します。

JSON
"MySkill": {
"Type": "Alexa::ASK::Skill",
"Properties": {
"SkillPackage": {
"S3Bucket": "my-skill-packages",
"S3Key": "skillpackage.zip",
"S3BucketRole": { "Fn::GetAtt": [ "S3BucketReadRole", "Arn" ] },
"Overrides": {
"Manifest": {
"apis": {
"custom": {
"endpoint": {
"uri": { "Fn::GetAtt" : [ "SkillFunction", "Arn" ] }
}
}
}
}
}
},
"AuthenticationConfiguration": {
"ClientId": "amzn1.application-oa2-client.1234",
"ClientSecret": "1234",
"RefreshToken": "Atzr|1234"
},
"VendorId": "1234"
}
}

YAML
MySkill: Type: "Alexa::ASK::Skill"
Properties:
SkillPackage:
S3Bucket: "my-skill-packages"
S3Key: "skillpackage.zip"
S3BucketRole: !GetAtt S3BucketReadRole.Arn
Overrides:
Manifest:
apis:
custom:
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endpoint:
uri: !GetAtt SkillFunction.Arn
AuthenticationConfiguration:
ClientId: "amzn1.application-oa2-client.1234"
ClientSecret: "1234"
RefreshToken: "Atzr|1234"
VendorId: "1234"

Alexa::ASK::Skill AuthenticationConfiguration
AuthenticationConfiguration プロパティタイプでは、Alexa サービスで認証に使用する Login with
Amazon (LWA) 設定を指定します。Alexa Skills Kit 開発者ドキュメントを使用したスキルの構築 で作成さ
れた Login with Amazon セキュリティプロファイルのみが認証でサポートされます。クライアント ID、
クライアントシークレット、および更新トークンは必須です。Amazon 開発者ポータルで新しい セキュリ
ティプロファイル を作成してクライアント ID およびクライアントシークレットを生成することも、既存
のプロファイルから取得することもできます。その後、Alexa Skills Kit CLI を使用して更新トークンを取
得できます。手順については、ASK CLI コマンドリファレンスの「util-command」を参照してください。
AuthenticationConfiguration は Alexa::ASK::Skill リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"RefreshToken" : String

YAML
ClientId: String
ClientSecret: String
RefreshToken: String

プロパティ
ClientId
Login with Amazon (LWA) のクライアント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientSecret
Login with Amazon (LWA) のクライアントシークレット。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RefreshToken
Login with Amazon (LWA) の更新トークン。これはシークレットトークンです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Alexa::ASK::Skill Overrides
Overrides プロパティタイプは、スキルを作成または更新するときに適用されるスキルパッケージに上
書きを提供します。ここで提供される値は、オリジナルのスキルパッケージの内容を変更するものではあ
りません。現在、パッケージのスキルマニフェストコンポーネント内の値の上書きのみがサポートされて
います。
Overrides は Alexa::ASK::Skill SkillPackage のプロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Manifest" : Json

YAML
Manifest: Json

プロパティ
Manifest
スキルパッケージ内のスキルマニフェストに適用する上書きです。スキルマニフェストはスキルのメ
タデータを含みます。詳細については、「スキルマニフェストスキーマ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

例
Alexa Skill Overrides リソース設定
JSON
"Manifest": {
"publishingInformation": {
"locales": {
"en-US": {
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}

}

"summary": "Sample Short Description",
}
},
"category": "EDUCATION_AND_REFERENCE"

YAML
Manifest:
publishingInformation:
locales:
en-US:
summary: "Sample Short Description"
category: "EDUCATION_AND_REFERENCE"

Alexa::ASK::Skill SkillPackage
SkillPackage プロパティタイプには、Alexa スキルのコンポーネントを含むスキルパッケージの設定の
詳細が含まれています。スキルパッケージは Amazon S3 バケットとキーから取得され、スキルを作成お
よび更新するために使用されます。スキルパッケージの詳細については、「スキルパッケージ API リファ
レンス」を参照してください。
SkillPackage は Alexa::ASK::Skill リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Overrides" : Overrides (p. 1352),
"S3Bucket" : String,
"S3BucketRole" : String,
"S3Key" : String,
"S3ObjectVersion" : String

YAML
Overrides:
Overrides (p. 1352)
S3Bucket: String
S3BucketRole: String
S3Key: String
S3ObjectVersion: String

プロパティ
Overrides
スキルを作成または更新する時に適用するスキルパッケージを上書きします。ここで提供される値
は、オリジナルのスキルパッケージの内容を変更するものではありません。現在、パッケージのスキ
ルマニフェストコンポーネント内の値の上書きのみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: Overrides (p. 1352)
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Update requires: No interruption
S3Bucket
スキルパッケージを含む .zip ファイルがある Amazon S3 バケットの名前が保存されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3BucketRole
Alexa サービス (alexa-appkit.amazon.com) にバケットへのアクセスとスキルパッケージを取得
するアクセス許可を付与する IAM ロールの ARN。このプロパティはオプションです。これを指定し
ない場合、バケットはパブリックにアクセス可能であるか、このアクセスを許可するポリシーで設定
されている必要があります。そうしないと、AWS CloudFormation はスキルを作成できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3Key
スキルパッケージ .zip ファイルの場所と名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3ObjectVersion
S3 のバージョニングが有効な場合は、スキルパッケージ .zip ファイルのバージョン ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon Athena リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Athena::DataCatalog (p. 1354)
• AWS::Athena::NamedQuery (p. 1357)
• AWS::Athena::PreparedStatement (p. 1360)
• AWS::Athena::WorkGroup (p. 1362)

AWS::Athena::DataCatalog
AWS::Athena::DataCatalog リソースは、名前、説明、タイプ、パラメータ、タグを含む Amazon
Athena データカタログを指定します。詳細については、『 Amazon Athena API リファレンス』の
「DataCatalog」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Athena::DataCatalog",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Parameters" : {Key : Value, ...},
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::Athena::DataCatalog
Properties:
Description: String
Name: String
Parameters:
Key : Value
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Description
データカタログの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
データカタログの名前。カタログ名は AWS account で一意である必要があります。また、最大 128
文字の英数字、アンダースコア、アットマーク、またはハイフンを使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
データカタログに使用する Lambda 関数を指定します。使用するマッピングは、カタログタイプに
よって異なります。
• HIVE データカタログタイプでは、次の構文を使用します。metadata-function パラメータは必
須です。The sdk-version パラメーターはオプションであり、デフォルトは現在サポートされて
いるバージョンです。
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metadata-function=lambda_arn, sdk-version=version_number
• LAMBDA データカタログタイプは、次の必須パラメータセットのいずれかを使用しますが、両方は
使用しません。
• ある Lambda 関数がメタデータを処理し、別の Lambda 関数がデータを読み取る場合、次の構文
が使用されます。両方のパラメーターとも必須です。
metadata-function=lambda_arn, record-function=lambda_arn
• メタデータとデータの両方を処理する複合 Lambda 関数では、次の構文を使用します。
function=lambda_arn
• GLUE タイプは、カタログ ID パラメータを受け取り、必須です。catalog_id は、Glue カタログ
が属する AWS account のアカウント ID です。
catalog-id=catalog_id
• GLUEデータカタログの種類は、アカウントに既に存在するデフォルト AwsDataCatalog にも適
用されます。このデフォルトは 1 つしか持てず、変更できません。
• 既定 AwsDataCatalog 以外の GLUE データカタログを指定するクエリは、Athena エンジン
バージョン 2 で実行する必要があります。
• Athena エンジンバージョン 2 が使用できないリージョンでは、新しい GLUE データカタログを
作成すると INVALID_INPUT エラーが発生します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Tags
タグ (キーと値のペア) をこのリソースに関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
データカタログのタイプ: フェデレーティッドカタログの LAMBDA、AWS Glue カタログの GLUE、ま
たは外部 Hive メタストアの HIVE。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : データカタログの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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Athena データカタログの作成
次のサンプルテンプレートは、Athena にカスタム Hive データカタログを作成します。

JSON
{

"Resources":{
"MyAthenaDataCatalog":{
"Type":"AWS::Athena::DataCatalog",
"Properties":{
"Name":"MyCustomDataCatalog",
"Type":"HIVE",
"Description":"Custom Hive Catalog Description",
"Tags":[
{
"Key":"key1",
"Value":"value1"
},
{
"Key":"key2",
"Value":"value2"
}
],
"Parameters":{
"metadata-function":"arn:aws:lambda:uswest-2:111122223333:function:lambdaname"
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
MyAthenaDataCatalog:
Type: AWS::Athena::DataCatalog
Properties:
Name: MyCustomDataCatalog
Type: HIVE
Description: Custom Hive Catalog Description
Tags:
- Key: "key1"
Value: "value1"
- Key: "key2"
Value: "value2"
Parameters:
metadata-function: "arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:lambdaname"

AWS::Athena::NamedQuery
AWS::Athena::NamedQuery リソースは Amazon Athena を指定します。ここで、QueryString は、
クエリを構成する SQL クエリステートメントのリストです。

Note
AWS::Athena::NamedQuery リソースは、プライマリワークグループに名前付きクエリを作成
します。別のワークグループに名前付きクエリを作成するには、CreateNamedQuery API オペ
レーションを使用して WorkGroup パラメータでワークグループを指定するか、create-namedquery AWS CLI コマンドを使用して --work-group オプションでワークグループを指定しま
す。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Athena::NamedQuery",
"Properties" : {
"Database" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"QueryString" : String,
"WorkGroup" : String
}

YAML
Type: AWS::Athena::NamedQuery
Properties:
Database: String
Description: String
Name: String
QueryString:
String
WorkGroup: String

プロパティ
Database
クエリが属するデータベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
Description
クエリの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Name
クエリ名。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: Replacement
QueryString
クエリを構成する SQL クエリステートメント。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 262144
Update requires: Replacement
WorkGroup
名前付きクエリを含むワークグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: [a-zA-Z0-9._-]{1,128}
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
NamedQueryId
クエリの一意の ID。

例
次の例では、クエリに名前を付けて作成します。

JSON
{
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"Resources": {
"AthenaNamedQuery": {
"Type": "AWS::Athena::NamedQuery",
"Properties": {
"Database": "swfnetadata",
"Description": "A query that selects all aggregated data",
"Name": "MostExpensiveWorkflow",
"QueryString": "SELECT workflowname, AVG(activitytaskstarted) AS AverageWorkflow
FROM swfmetadata WHERE year='17' AND GROUP BY workflowname ORDER BY AverageWorkflow DESC
LIMIT 10"
}
}
}

}

YAML
Resources:
AthenaNamedQuery:
Type: AWS::Athena::NamedQuery
Properties:
Database: "swfnetadata"
Description: "A query that selects all aggregated data"
Name: "MostExpensiveWorkflow"
QueryString: >
SELECT workflowname, AVG(activitytaskstarted) AS AverageWorkflow
FROM swfmetadata
WHERE year='17' AND GROUP BY workflowname
ORDER BY AverageWorkflow DESC LIMIT 10

AWS::Athena::PreparedStatement
Athena の SQL クエリで使用する準備されたステートメントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Athena::PreparedStatement",
"Properties" : {
"Description" : String,
"QueryStatement" : String,
"StatementName" : String,
"WorkGroup" : String
}

YAML
Type: AWS::Athena::PreparedStatement
Properties:
Description: String
QueryStatement: String
StatementName: String
WorkGroup: String
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プロパティ
Description
準備されたステートメントの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
QueryStatement
準備されたステートメントのクエリ文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 262144
Update requires: No interruption
StatementName
準備されたステートメントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_@:]{1,256}
Update requires: Replacement
WorkGroup
準備されたステートメントが属するワークグループ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 準備されたステートメント
の名前。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Athena::WorkGroup
AWS::Athena::WorkGroup リソースは、Amazon Athena ワークグループを指定します。これには、名前、
説明、作成時刻、状態、その他の設定が含まれており、WorkGroupConfiguration の下に一覧表示されま
す。各ワークグループを使用して、自分または自分のグループのクエリを同じアカウントの他のクエリか
ら分離します。詳細については、Amazon Athena API リファレンスの「CreateWorkGroup」を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Athena::WorkGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"RecursiveDeleteOption" : Boolean,
"State" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"WorkGroupConfiguration" : WorkGroupConfiguration (p. 1370),
"WorkGroupConfigurationUpdates" : WorkGroupConfigurationUpdates (p. 1372)
}

YAML
Type: AWS::Athena::WorkGroup
Properties:
Description: String
Name: String
RecursiveDeleteOption: Boolean
State: String
Tags:
- Tag
WorkGroupConfiguration:
WorkGroupConfiguration (p. 1370)
WorkGroupConfigurationUpdates:
WorkGroupConfigurationUpdates (p. 1372)

プロパティ
Description
ワークグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
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Name
ワークグループ名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-zA-Z0-9._-]{1,128}
Update requires: Replacement
RecursiveDeleteOption
Workgroup に名前付きクエリが含まれている場合でも、Workgroup とその内容を削除するオプショ
ン。デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
State
ワークグループの状態: ENABLED または DISABLED。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Tags
タグ (キーと値のペア) をこのリソースに関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
WorkGroupConfiguration
ワークグループの設定。これには、クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所、クエリ結果に使
用される暗号化オプション (ある場合)、ワークグループで Amazon CloudWatch メトリクスを有効に
なっているかどうか、クエリごとにスキャンされるバイト数の制限 (指定されている場合) が含まれま
す。EnforceWorkGroupConfiguration オプションは、ワークグループ設定がクライアント側のクエリ
設定を上書きするかどうかを決定します。
必須: いいえ
タイプ: WorkGroupConfiguration (p. 1370)
Update requires: No interruption
WorkGroupConfigurationUpdates
このワークグループに対して更新される設定情報。これには、クエリ結果が保存される Amazon S3
内の場所、クエリ結果に使用される暗号化オプション (存在する場合)、ワークグループで Amazon
CloudWatch メトリクスが有効になっているかどうか、ワークグループ設定がクライアント側設定を
上書きするかどうか、クエリごとにスキャンされるバイト数のデータ使用制限 (指定されている場合)
が含まれます。
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必須: いいえ
タイプ: WorkGroupConfigurationUpdates (p. 1372)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ワークグループの名前。次
に例を示します。
{ "Ref": "myWorkGroup" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTime
ワークグループが作成された日時 (秒単位) の UNIX タイムスタンプです。例: 1582761016。
WorkGroupConfiguration.EngineVersion.EffectiveEngineVersion
Property description not available.
WorkGroupConfigurationUpdates.EngineVersion.EffectiveEngineVersion
Property description not available.

例
Athena WorkGroup の作成
次のサンプルテンプレートは、Athena WorkGroup MyCustomWorkGroup を作成します。WorkGroup の
設定を指定するには、WorkGroupConfiguration の使用に注意してください。

YAML
Resources:
MyAthenaWorkGroup:
Type: AWS::Athena::WorkGroup
Properties:
Name: MyCustomWorkGroup
Description: My WorkGroup
State: ENABLED
Tags:
- Key: "key1"
Value: "value1"
- Key: "key2"
Value: "value2"
WorkGroupConfiguration:
BytesScannedCutoffPerQuery: 200000000
EnforceWorkGroupConfiguration: false
PublishCloudWatchMetricsEnabled: false
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RequesterPaysEnabled: true
ResultConfiguration:
OutputLocation: s3://path/to/my/bucket/

JSON
{

}

"Resources":{
"MyAthenaWorkGroup":{
"Type":"AWS::Athena::WorkGroup",
"Properties":{
"Name":"MyCustomWorkGroup",
"Description":"My WorkGroup",
"State":"ENABLED",
"Tags":[
{
"Key":"key1",
"Value":"value1"
},
{
"Key":"key2",
"Value":"value2"
}
],
"WorkGroupConfiguration":{
"BytesScannedCutoffPerQuery":200000000,
"EnforceWorkGroupConfiguration":false,
"PublishCloudWatchMetricsEnabled":false,
"RequesterPaysEnabled":true,
"ResultConfiguration":{
"OutputLocation":"s3://path/to/my/bucket/"
}
}
}
}
}

Athena WorkGroup の更新
次のサンプルテンプレートは、Athena WorkGroup MyCustomWorkGroup を更新しま
す。WorkGroupConfiguration の代わりの WorkGroupConfigurationUpdates の使用に注意してく
ださい。

YAML
Resources:
MyAthenaWorkGroup:
Type: AWS::Athena::WorkGroup
Properties:
Name: MyCustomWorkGroup
Description: My WorkGroup Updated
State: DISABLED
Tags:
- Key: "key1"
Value: "value1"
- Key: "key2"
Value: "value2"
WorkGroupConfigurationUpdates:
BytesScannedCutoffPerQuery: 10000000
EnforceWorkGroupConfiguration: true
PublishCloudWatchMetricsEnabled: true
RequesterPaysEnabled: false
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ResultConfigurationUpdates:
EncryptionConfiguration:
EncryptionOption: SSE_S3
OutputLocation: s3://path/to/my/bucket/updated/

JSON
{

}

"Resources":{
"MyAthenaWorkGroup":{
"Type":"AWS::Athena::WorkGroup",
"Properties":{
"Name":"MyCustomWorkGroup",
"Description":"My WorkGroup Updated",
"State":"DISABLED",
"Tags":[
{
"Key":"key1",
"Value":"value1"
},
{
"Key":"key2",
"Value":"value2"
}
],
"WorkGroupConfigurationUpdates":{
"BytesScannedCutoffPerQuery":10000000,
"EnforceWorkGroupConfiguration":true,
"PublishCloudWatchMetricsEnabled":true,
"RequesterPaysEnabled":false,
"ResultConfigurationUpdates":{
"EncryptionConfiguration":{
"EncryptionOption":"SSE_S3"
},
"OutputLocation":"s3://path/to/my/bucket/updated/"
}
}
}
}
}

AWS::Athena::WorkGroup EncryptionConfiguration
クエリ結果が Amazon S3 で暗号化されている場合は、使用される暗号化オプション (SSE-KMS または
CSE-KMS など) とキー情報を示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionOption" : String,
"KmsKey" : String

YAML
EncryptionOption: String
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KmsKey: String

プロパティ
EncryptionOption
Amazon S3 マネージドキーによる Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE-S3)、KMS マネージド
キーによるサーバー側暗号化 (SSE-KMS)、または KMS マネージドキーによるクライアント側暗号化
(CSE-KMS) を使用するかを示します。
クエリがワークグループで実行され、ワークグループがクライアント側の設定を上書きする場合は、
ワークグループの暗号化設定が使用されます。このワークグループで実行されるすべてのクエリにつ
いて、クエリ結果を暗号化する必要があるかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CSE_KMS | SSE_KMS | SSE_S3
Update requires: No interruption
KmsKey
SSE-KMS と CSE-KMS の場合、これは KMS キーの ARN または ID です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Athena::WorkGroup EngineVersion
クエリを実行するための Athena エンジンのバージョン。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EffectiveEngineVersion" : String,
"SelectedEngineVersion" : String

YAML
EffectiveEngineVersion: String
SelectedEngineVersion: String

プロパティ
EffectiveEngineVersion
読み取り専用です。クエリを実行するエンジンのバージョン。ユーザーが [Auto] (自動) 以外の有
効なエンジンバージョンをリクエストした場合、有効なエンジンのバージョンは、ユーザーがリ
クエストしたエンジンバージョンと同じです。ユーザーが [Auto] (自動) をリクエストした場合、
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有効なエンジンのバージョンは Athena によって選択されます。エンジンバージョンの更新リク
エストが CreateWorkGroup または UpdateWorkGroup オペレーションによって行われた場
合、EffectiveEngineVersion フィールドは無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
SelectedEngineVersion
ユーザーがリクエストしたエンジンのバージョン。指定可能な値は、[Auto] (自動) を含
め、ListEngineVersions の出力によって決まります。デフォルトは [Auto] (自動) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::Athena::WorkGroup ResultConfiguration
クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所と、クエリ結果に使用される暗号化オプション (ある場
合)。これらは、「クライアント側の設定」と呼ばれます。ワークグループ設定がクライアント側の設定よ
りも優先される場合、クエリはワークグループ設定を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 1366),
"OutputLocation" : String

YAML
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 1366)
OutputLocation: String

プロパティ
EncryptionConfiguration
クエリ結果が Amazon S3 で暗号化されている場合は、使用される暗号化オプション (SSE-KMS
または CSE-KMS など) とキー情報を示します。これはクライアント側の設定です。ワークグルー
プの設定がクライアント側の設定よりも優先される場合、クエリはワークグループに対して指定
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された暗号化設定を使用し、ワークグループで指定されたクエリ結果の保存場所も使用します。
「EnforceWorkGroupConfiguration」および「ワークグループ設定がクライアント側の設定を上書きす
る」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 1366)
Update requires: No interruption
OutputLocation
クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所 (s3://path/to/query/bucket/ など)。クエリを実
行するには、個々のクエリに対してクライアント側の設定を使用するか、ワークグループによって指
定された場所を使用してクエリ結果の場所を指定する必要があります。ワークグループ設定がクライ
アント側の設定よりも優先される場合、クエリはワークグループに対して指定された場所を使用しま
す。クエリの場所が設定されていない場合、Athena はエラーを発行します。詳細については、「クエ
リ結果、出力ファイル、クエリ履歴の使用」および「EnforceWorkGroupConfiguration」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Athena::WorkGroup ResultConfigurationUpdates
クエリ結果の出力場所や暗号化設定など、クエリ結果の更新に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 1366),
"OutputLocation" : String,
"RemoveEncryptionConfiguration" : Boolean,
"RemoveOutputLocation" : Boolean

YAML
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 1366)
OutputLocation: String
RemoveEncryptionConfiguration: Boolean
RemoveOutputLocation: Boolean

プロパティ
EncryptionConfiguration
クエリ結果の暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 1366)
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Update requires: No interruption
OutputLocation
クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所 (s3://path/to/query/bucket/ など)。詳細につい
ては、「クエリ結果」を参照してください。ワークグループの設定がクライアント側の設定を上書き
する場合、クエリはワークグループに指定されているクエリ結果の場所と暗号化設定を使用します。
「ワークグループ設定の上書き」は、WorkGroupConfiguration の EnforceWorkGroupConfiguration
(true/false) で指定されます。「EnforceWorkGroupConfiguration」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveEncryptionConfiguration
「true」に設定すると、このワークグループ内のクエリに対して以前に指定した暗号化設定 (クライ
アント側設定とも言います) は無視され、null に設定されます。「false」に設定するか未設定の場
合、ResultConfigurationUpdates の EncryptionConfiguration (クライアント側の設定) に値が存在する
と、ワークグループの ResultConfiguration の EncryptionConfiguration が新しい値で更新されます。詳
細については、「ワークグループ設定がクライアント側の設定を上書きする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RemoveOutputLocation
「true」に設定すると、このワークグループ内のクエリに対して以前に指定したクエリ結果の場所 (ク
ライアント側設定とも言います) は無視され、null に設定されます。「false」に設定するか未設定の場
合、ResultConfigurationUpdates の OutputLocation (クライアント側の設定) に値が存在すると、ワー
クグループの ResultConfiguration の OutputLocation が新しい値で更新されます。詳細については、
「ワークグループ設定がクライアント側の設定を上書きする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Athena::WorkGroup WorkGroupConfiguration
ワークグループの設定。これには、クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所、クエリ結果に使
用される暗号化オプション (ある場合)、ワークグループで Amazon CloudWatch メトリクスを有効に
なっているかどうか、クエリごとにスキャンされるバイト数の制限 (指定されている場合) が含まれま
す。EnforceWorkGroupConfiguration オプションは、ワークグループ設定がクライアント側のクエリ設定
を上書きするかどうかを決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BytesScannedCutoffPerQuery" : Integer,
"EnforceWorkGroupConfiguration" : Boolean,
"EngineVersion" : EngineVersion (p. 1367),
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}

"PublishCloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"RequesterPaysEnabled" : Boolean,
"ResultConfiguration" : ResultConfiguration (p. 1368)

YAML
BytesScannedCutoffPerQuery: Integer
EnforceWorkGroupConfiguration: Boolean
EngineVersion:
EngineVersion (p. 1367)
PublishCloudWatchMetricsEnabled: Boolean
RequesterPaysEnabled: Boolean
ResultConfiguration:
ResultConfiguration (p. 1368)

プロパティ
BytesScannedCutoffPerQuery
ワークグループ内の 1 回のクエリでスキャンできるバイト数の上限 (カットオフ)。デフォルトは定義
されていません。

Note
このプロパティは現在、整数型をサポートしています。long 値のサポートが計画されていま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EnforceWorkGroupConfiguration
「true」に設定すると、クライアント側の設定はワークグループの設定で上書きされます。「false」
に設定すると、クライアント側の設定が使用されます。詳細については、「ワークグループ設定がク
ライアント側の設定を上書きする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EngineVersion
ワークグループで実行されているすべてのクエリが使用するエンジンのバージョ
ン。AmazonAthenaPreviewFunctionality ワークグループに対するクエリは、この設定に関係な
く、プレビューエンジンで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: EngineVersion (p. 1367)
Update requires: No interruption
PublishCloudWatchMetricsEnabled
Amazon CloudWatch メトリクスがワークグループに対して有効になっていることを示します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RequesterPaysEnabled
true に設定されている場合 、ワークグループに割り当てられているメンバーは、クエリで Amazon
S3 リクエスタ支払いバケットを参照することができます。false に設定すると 、ワークグループの
メンバーは、リクエスタ支払いバケットのデータを照会できず、リクエスタ支払いバケットからデー
タを取得するクエリはエラーになります。デフォルト: false。リクエスタ支払いバケットの詳細につ
いては、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの「リクエスタ支払いバケット」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResultConfiguration
クエリ結果が保存される Amazon S3 内の場所と、クエリ結果に使用される暗号化オプション (ある場
合) を指定します。詳細については、「クエリ結果、出力ファイル、クエリ履歴の使用」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ResultConfiguration (p. 1368)
Update requires: No interruption

AWS::Athena::WorkGroup WorkGroupConfigurationUpdates
このワークグループに対して更新される設定情報。これには、クエリ結果が保存される Amazon S3 内の
場所、クエリ結果に使用される暗号化オプション (存在する場合)、ワークグループで Amazon CloudWatch
メトリクスが有効になっているかどうか、ワークグループ設定がクライアント側設定を上書きするかどう
か、クエリごとにスキャンされるバイト数のデータ使用制限 (指定されている場合) が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BytesScannedCutoffPerQuery" : Integer,
"EnforceWorkGroupConfiguration" : Boolean,
"EngineVersion" : EngineVersion (p. 1367),
"PublishCloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"RemoveBytesScannedCutoffPerQuery" : Boolean,
"RequesterPaysEnabled" : Boolean,
"ResultConfigurationUpdates" : ResultConfigurationUpdates (p. 1369)

YAML
BytesScannedCutoffPerQuery: Integer
EnforceWorkGroupConfiguration: Boolean
EngineVersion:
EngineVersion (p. 1367)
PublishCloudWatchMetricsEnabled: Boolean
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RemoveBytesScannedCutoffPerQuery: Boolean
RequesterPaysEnabled: Boolean
ResultConfigurationUpdates:
ResultConfigurationUpdates (p. 1369)

プロパティ
BytesScannedCutoffPerQuery
ワークグループ内の 1 回のクエリでスキャンできるバイト数の上限 (カットオフ)。デフォルトは定義
されていません。

Note
このプロパティは現在、整数型をサポートしています。long 値のサポートが計画されていま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EnforceWorkGroupConfiguration
「true」に設定すると、クライアント側の設定はワークグループの設定で上書きされます。「false」
に設定すると、クライアント側の設定が使用されます。詳細については、「ワークグループ設定がク
ライアント側の設定を上書きする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EngineVersion
ワークグループの更新時にリクエストされるエンジンのバージョン。更新後、ワークグループ上のす
べてのクエリは、リクエストされたエンジンのバージョンで実行されます。以前に値が設定されてい
ない場合、デフォルトは [Auto] (自動) です。AmazonAthenaPreviewFunctionality ワークグルー
プに対するクエリは、この設定に関係なく、プレビューエンジンで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: EngineVersion (p. 1367)
Update requires: No interruption
PublishCloudWatchMetricsEnabled
このワークグループが Amazon CloudWatch へのメトリクスの発行を有効にするかどうかを示しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RemoveBytesScannedCutoffPerQuery
クエリごとのデータ使用量の制御制限が削除されることを示します。
「BytesScannedCutoffPerQuery」を参照してください。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
1373

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Audit Manager

タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RequesterPaysEnabled
true に設定されている場合 、ワークグループに割り当てられているメンバーは、クエリで Amazon
S3 リクエスタ支払いバケットを指定することができます。false に設定すると 、ワークグループの
メンバーは、リクエスタ支払いバケットのデータを照会できず、リクエスタ支払いバケットからデー
タを取得するクエリはエラーになります。デフォルト: false。リクエスタ支払いバケットの詳細につ
いては、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの「リクエスタ支払いバケット」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResultConfigurationUpdates
このワークグループ内の、更新されるクエリに関する結果の設定情報。更新された結果の場所と、ク
エリ結果を暗号化するための更新されたオプションが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: ResultConfigurationUpdates (p. 1369)
Update requires: No interruption

AWS Audit Manager リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AuditManager::Assessment (p. 1374)

AWS::AuditManager::Assessment
AWS::AuditManager::Assessment リソースは AWS Audit Manager リソースタイプで、Audit
Manager が収集する監査の証拠の範囲を定義します。Audit Manager 評価は、Audit Manager フレーム
ワークの実装です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::AuditManager::Assessment",
"Properties" : {
"AssessmentReportsDestination" : AssessmentReportsDestination (p. 1377),
"AwsAccount" : AWSAccount (p. 1378),
"Description" : String,
"FrameworkId" : String,
"Name" : String,
"Roles" : [ Role (p. 1384), ... ],
"Scope" : Scope (p. 1385),
"Status" : String,
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::AuditManager::Assessment
Properties:
AssessmentReportsDestination:
AssessmentReportsDestination (p. 1377)
AwsAccount:
AWSAccount (p. 1378)
Description: String
FrameworkId: String
Name: String
Roles:
- Role (p. 1384)
Scope:
Scope (p. 1385)
Status: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AssessmentReportsDestination
指定された評価のエビデンスレポートを保存する保存先。
必須: いいえ
タイプ: AssessmentReportsDestination (p. 1377)
Update requires: No interruption
AwsAccount
評価に関連付けられた AWS アカウント。
必須: いいえ
タイプ: AWSAccount (p. 1378)
Update requires: Replacement
Description
評価の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
パターン: ^[\w\W\s\S]*$
Update requires: No interruption
FrameworkId
フレームワークの一意の識別子。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 36
最大: 36
パターン: ^[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$
Update requires: Replacement
Name
評価の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
パターン: ^[^\\]*$
Update requires: No interruption
Roles
評価に関連付けられたロール。
必須: いいえ
タイプ: ロール (p. 1384)のリスト
Update requires: No interruption
Scope
評価の対象範囲にある AWS アカウント とサービスのラッパー。
必須: いいえ
タイプ: スコープ (p. 1385)
Update requires: No interruption
Status
評価の全体的なステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ACTIVE | INACTIVE
Update requires: No interruption
Tags
評価に関連付けられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 評価 ID。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "111A1A1A-22B2-33C3-DDD4-55E5E5E555E5" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
評価の Amazon リソースネーム (ARN)。たとえば、arn:aws:auditmanager:useast-1:123456789012:assessment/111A1A1A-22B2-33C3-DDD4-55E5E5E555E5 と指定しま
す。
AssessmentId
評価の一意の識別子。たとえば、111A1A1A-22B2-33C3-DDD4-55E5E5E555E5 と指定します。
CreationTime
評価が作成された時刻。たとえば、1607582033.373 と指定します。
Delegations
評価に関連付けられた委任。

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスの CreateAssessment
• AWS Audit Manager API リファレンスの DeleteAssessment
• AWS Audit Manager API リファレンスの GetAssessment
• AWS Audit Manager API リファレンスの UpdateAssessment

AWS::AuditManager::Assessment AssessmentReportsDestination
AssessmentReportsDestination プロパティタイプは、AWS Audit Manager が任意の評価の評価レ
ポートを保存する場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Destination" : String,
"DestinationType" : String

YAML
Destination: String
DestinationType: String

プロパティ
Destination
評価レポートの送信先。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^(S|s)3:\/\/[a-zA-Z0-9\-\.\(\)\'\*\_\!\/]+$
Update requires: No interruption
DestinationType
Amazon S3 などの送信先タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: S3
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスの AssessmentReportsDestination。

AWS::AuditManager::Assessment AWSAccount
AWSAccount プロパティタイプは、アカウント ID、E メールアドレスなど、AWS account の詳細のラッ
パーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"EmailAddress" : String,
"Id" : String,
"Name" : String
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YAML
EmailAddress: String
Id: String
Name: String

プロパティ
EmailAddress
指定された AWS アカウント に関連付けられた E メールアドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 320
パターン: ^.*@.*$
Update requires: Replacement
Id
指定した AWS アカウント の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
Name
指定した AWS アカウント の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: ^[\u0020-\u007E]+$
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスの AWSAccount。
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AWS::AuditManager::Assessment AWSService
AWSService プロパティタイプは、AWS service (Amazon S3、AWS CloudTrail など) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ServiceName" : String

YAML
ServiceName: String

プロパティ
ServiceName
AWS のサービス の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: ^[a-zA-Z0-9-\s().]+$
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスの AWSService。

AWS::AuditManager::Assessment Delegation
Delegation プロパティのタイプは、確認用の代理人へのコントロールセットの割り当てを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AssessmentId" : String,
"AssessmentName" : String,
"Comment" : String,
"ControlSetId" : String,
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}

"CreatedBy" : String,
"CreationTime" : Double,
"Id" : String,
"LastUpdated" : Double,
"RoleArn" : String,
"RoleType" : String,
"Status" : String

YAML
AssessmentId: String
AssessmentName: String
Comment: String
ControlSetId: String
CreatedBy: String
CreationTime: Double
Id: String
LastUpdated: Double
RoleArn: String
RoleType: String
Status: String

プロパティ
AssessmentId
関連する評価の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 36
最大: 36
パターン: ^[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$
Update requires: No interruption
AssessmentName
関連する評価の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
パターン: ^[^\\]*$
Update requires: No interruption
Comment
委任に関連するコメント。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 350
パターン: ^[\w\W\s\S]*$
Update requires: No interruption
ControlSetId
関連付けられたコントロールセットの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
パターン: ^[\w\W\s\S]*$
Update requires: No interruption
CreatedBy
委任を作成した IAM ユーザーまたはロール。
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_()\\[\\]\\s]+$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CreationTime
委任が作成された日時を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Id
委任の一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 36
最大: 36
パターン: ^[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$
Update requires: No interruption
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LastUpdated
委任の最終更新日を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
RoleArn
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:.*:iam:.*
Update requires: No interruption
RoleType
顧客のペルソナのタイプ。

Note
CreateAssessment では、PROCESS_OWNER にできるのは roleType のみです。
UpdateSettings では、PROCESS_OWNER にできるのは roleType のみです。
BatchCreateDelegationByAssessment では、RESOURCE_OWNER にできるのは
roleType のみです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PROCESS_OWNER | RESOURCE_OWNER
Update requires: No interruption
Status
委任のステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: COMPLETE | IN_PROGRESS | UNDER_REVIEW
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスの Delegation。
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AWS::AuditManager::Assessment Role
Role プロパティタイプは、ロールタイプや IAM Amazon リソースネーム (ARN) などの AWS Audit
Manager のロール情報を含むラッパーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RoleArn" : String,
"RoleType" : String

YAML
RoleArn: String
RoleType: String

プロパティ
RoleArn
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:.*:iam:.*
Update requires: No interruption
RoleType
顧客のペルソナのタイプ。

Note
CreateAssessment では、PROCESS_OWNER にできるのは roleType のみです。
UpdateSettings では、PROCESS_OWNER にできるのは roleType のみです。
BatchCreateDelegationByAssessment では、RESOURCE_OWNER にできるのは
roleType のみです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PROCESS_OWNER | RESOURCE_OWNER
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスのロール
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AWS::AuditManager::Assessment Scope
Scope プロパティタイプは、評価の対象となる AWS accounts およびサービスを含むラッパーを指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AwsAccounts" : [ AWSAccount (p. 1378), ... ],
"AwsServices" : [ AWSService (p. 1380), ... ]

YAML
AwsAccounts:
- AWSAccount (p. 1378)
AwsServices:
- AWSService (p. 1380)

プロパティ
AwsAccounts
評価の範囲に含まれる AWS アカウント。
必須: いいえ
タイプ: AWSAccount (p. 1378) のリスト
Update requires: No interruption
AwsServices
評価の範囲内に含まれる AWS のサービス。
必須: いいえ
タイプ: AWSService (p. 1380) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Audit Manager API リファレンスのスコープ

AWS Auto Scaling リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan (p. 1386)
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AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan リソースは、AWS Auto Scaling スケーリングプランを定義
します。スケーリングプランは、アプリケーションリソースをスケールして適切なサイズにし、ピーク時
にアプリケーション内で十分なリソースが確実に利用可能な状態となっているようにするとともに、使用
率の低い期間に割り当てられているリソースを削減するために使用されます。スケーリングプランには、
次のリソースを追加できます。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ
• Amazon EC2 スポットフリートのリクエスト
• Amazon ECS サービス
• Amazon DynamoDB テーブルとグローバルセカンダリインデックス
• Amazon Aurora レプリカ
詳細については、AWS Auto Scaling ユーザーガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan",
"Properties" : {
"ApplicationSource" : ApplicationSource (p. 1389),
"ScalingInstructions" : [ ScalingInstruction (p. 1397), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
Properties:
ApplicationSource:
ApplicationSource (p. 1389)
ScalingInstructions:
- ScalingInstruction (p. 1397)

プロパティ
ApplicationSource
CloudFormation スタック、またはタグのセットです。アプリケーションソースごとに 1 つの
スケーリング計画を作成できます。AWS Auto Scaling コンソールとの相互運用性を確保するに
は、ApplicationSource プロパティが必要です。
必須: はい
タイプ: ApplicationSource (p. 1389)
Update requires: No interruption
ScalingInstructions
スケーリングの手順。
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必須: はい
タイプ: ScalingInstruction (p. 1397) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、スケーリ
ングプランの Amazon リソースネーム (ARN) が関数より返ります。ARN の形式は次のとおりです。
arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPlan:scalingPlanName/planname:scalingPlanVersion/plan-version
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
スケーリングプラン
次の例では、このテンプレートを使用してスタックを起動するときに指定した名前を持つ既存の Auto
Scaling グループ ( AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) のスケーリングプランを myScalingPlan とい
う名前で作成します。これは、アプリケーションのソースとして TagFilters プロパティを指定します。
スタックに影響を与えずに、任意のタグキーとタグ値を指定できます。ただし、このキーペアはスケーリ
ングプランごとに一意である必要があります。スケーリングプラン設定の識別に役立つ任意の値を選択で
きます。ただし、AWS Auto Scaling コンソールも使用してスケーリングプランを編集する場合、このタグ
は Auto Scaling グループに選択したタグと一致する必要があります。
ScalingInstructions プロパティには、予測スケーリングと動的スケーリングを有効にするために必要な情
報が含まれています。次の例では、予測スケーリングモードとして ForecastOnly を指定します。この
場合、AWS Auto Scaling は 2 日先までのトラフィック予測を含む予測を生成しますが、予測に一致するス
ケーリングアクションはスケジュールしません。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Parameters":{
"myTagKey":{
"Type":"String"
},
"myTagValue":{
"Type":"String"
},
"myASGroup":{
"Type":"String",
"Description":"Name of the Auto Scaling group"
},
"ASGMinCapacity":{
"Type":"Number"
},
"ASGMaxCapacity":{
"Type":"Number"
},
"ASGTargetUtilization":{
"Type":"Number",
"Default":"50.0"
},
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"ASGEstimatedInstanceWarmup":{
"Type":"Number",
"Default":"600"
}

},
"Resources":{
"myScalingPlan":{
"Type":"AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan",
"Properties":{
"ApplicationSource":{
"TagFilters":[
{
"Key":{
"Ref":"myTagKey"
},
"Values":[{
"Ref":"myTagValue"
}]
}
]
},
"ScalingInstructions":[
{
"MinCapacity":{
"Ref":"ASGMinCapacity"
},
"MaxCapacity":{
"Ref":"ASGMaxCapacity"
},
"ServiceNamespace":"autoscaling",
"ScalableDimension":"autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
"ResourceId":{
"Fn::Join":[
"/",
[
"autoScalingGroup",
{
"Ref":"myASGroup"
}
]
]
},
"TargetTrackingConfigurations":[
{
"PredefinedScalingMetricSpecification":{
"PredefinedScalingMetricType":"ASGAverageCPUUtilization"
},
"TargetValue":{
"Ref":"ASGTargetUtilization"
},
"EstimatedInstanceWarmup":{
"Ref":"ASGEstimatedInstanceWarmup"
}
}
],
"PredefinedLoadMetricSpecification":{
"PredefinedLoadMetricType":"ASGTotalCPUUtilization"
},
"PredictiveScalingMode":"ForecastOnly",
"PredictiveScalingMaxCapacityBehavior":"SetMaxCapacityAboveForecastCapacity",
"PredictiveScalingMaxCapacityBuffer":25,
"ScheduledActionBufferTime":600
}
]
}
}
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}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
myTagKey:
Type: String
myTagValue:
Type: String
myASGroup:
Type: String
Description: Name of the Auto Scaling group
ASGMinCapacity:
Type: Number
ASGMaxCapacity:
Type: Number
ASGTargetUtilization:
Type: Number
Default: 50.0
ASGEstimatedInstanceWarmup:
Type: Number
Default: 600
Resources:
myScalingPlan:
Type: AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
Properties:
ApplicationSource:
TagFilters:
- Key: !Ref myTagKey
Values:
- !Ref myTagValue
ScalingInstructions:
- MinCapacity: !Ref ASGMinCapacity
MaxCapacity: !Ref ASGMaxCapacity
ServiceNamespace: autoscaling
ScalableDimension: autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity
ResourceId: !Join
- /
- - autoScalingGroup
- !Ref myASGroup
TargetTrackingConfigurations:
- PredefinedScalingMetricSpecification:
PredefinedScalingMetricType: "ASGAverageCPUUtilization"
TargetValue: !Ref ASGTargetUtilization
EstimatedInstanceWarmup: !Ref ASGEstimatedInstanceWarmup
PredefinedLoadMetricSpecification:
PredefinedLoadMetricType: "ASGTotalCPUUtilization"
PredictiveScalingMode: "ForecastOnly"
PredictiveScalingMaxCapacityBehavior: "SetMaxCapacityAboveForecastCapacity"
PredictiveScalingMaxCapacityBuffer: 25
ScheduledActionBufferTime: 600

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan ApplicationSource
ApplicationSource は、ScalingPlan のプロパティであり、AWS Auto Scaling (Auto Scaling Plans) で
使用するアプリケーションソースを指定します。アプリケーションソースごとに 1 つのスケーリング計画
を作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"CloudFormationStackARN" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 1402), ... ]

YAML
CloudFormationStackARN: String
TagFilters:
- TagFilter (p. 1402)

プロパティ
CloudFormationStackARN
CloudFormation スタックの Amazon リソースネーム (ARN)。
CloudFormationStackARN または TagFilters のどちらかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
TagFilters
タグフィルター (キーと値) のセット。指定するタグフィルターごとに、キーおよびオプションの値を
含める必要があります。スケーリングプランごとに最大 50 個のキーを含めることができ、各キーに
は最大 20 個の値を含めることができます。
タグは、AWS Auto Scaling コンソールからスケーリングプランを設定するときに、戻り値としてのリ
ソースを指定するために使用する構文の一部です。CloudFormation でスケーリングプランを作成する
場合、有効なタグフィルター値を指定する必要はありません。Key プロパティと Values プロパティ
には、スケーリングプラン全体で値の組み合わせが一意である限り、任意の値を指定できます。ただ
し、AWS Auto Scaling コンソールも使用してスケーリングプランを編集する場合は、有効な値を指定
する必要があります。
CloudFormationStackARN または TagFilters のどちらかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 1402) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan CustomizedLoadMetricSpecification
CustomizedLoadMetricSpecification は、ScalingInstruction のサブプロパティであり、AWS Auto
Scaling (Auto Scaling Plans) で使用する予測スケーリングのカスタマイズされたロードメトリクスを指定
します。
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カスタマイズされたロードメトリクス仕様を使用して予測スケーリングを機能させるには、AWS Auto
Scaling は、CloudWatch がメトリクスデータから計算する Sum および Average 統計にアクセスする必要
があります。
負荷メトリクスを選択するときには、そのメトリクスに必要な Sum および Average 統計が CloudWatch
で使用可能であり、それらが予測スケーリングに関連するデータを提供することを確認してくださ
い。Sum 統計はリソースの総負荷を表す必要があり、Average 統計はリソースのキャパシティユニットあ
たりの平均負荷を表す必要があります。たとえば、Auto Scaling グループによって処理されたリクエスト
の数をカウントするメトリクスがあります。Sum 統計がグループによって処理された合計リクエスト数を
表す場合、指定されたメトリクスの Average 統計は、グループの各インスタンスによって処理された平
均リクエスト数を表す必要があります。
独自のメトリクスを発行する場合は、特定の間隔でデータポイントを集約してから、集約されたデータポ
イントを CloudWatch に発行できます。AWS Auto Scaling が予測を生成する前に、1 時間ごとに発生した
すべてのメトリクスデータポイントを合計して、予測で使用される期間単位 (60 分) に一致させます。
用語、使用可能なメトリクス、新しいメトリクスの発行方法については、Amazon CloudWatch ユーザー
ガイドの「Amazon CloudWatch の概念」を参照してください。
スケーリングプランを作成した後は、AWS Auto Scaling コンソールを使用して、指定したメトリクスの予
測を視覚化できます。詳細については、AWS Auto Scaling ユーザーガイドのリソースのスケーリング情報
を表示するにはを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 1394), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Statistic" : String,
"Unit" : String

YAML
Dimensions:
- MetricDimension (p. 1394)
MetricName: String
Namespace: String
Statistic: String
Unit: String

プロパティ
Dimensions
メトリクスのディメンション。
条件付き: メトリクスをディメンションとともに発行した場合は、カスタマイズした負荷メトリクスの
仕様で同じディメンションを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 1394) のリスト
Update requires: No interruption
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MetricName
メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
メトリクスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Statistic
メトリクスの統計。
許可された値: Sum
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Unit
メトリクスの単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan CustomizedScalingMetricSpecification
CustomizedScalingMetricSpecification は、TargetTrackingConfiguration のサブプロパティであ
り、AWS Auto Scaling (Auto Scaling Plans) で使用するターゲット追跡設定のカスタマイズされたスケー
リングメトリクスを指定します。
カスタマイズされたスケーリングメトリクス仕様を作成するには:
• CloudWatch から各必須プロパティの値を追加します。既存のメトリクスを使用することも、作成した
新しいメトリクスを使用することもできます。独自のメトリクスを使用するには、最初にメトリクスを
CloudWatch に発行する必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「カ
スタムメトリクスデータを発行する」を参照してください。
• 容量に比例して変化するメトリクスを選択します。キャパシティーユニット数に反比例してメトリクス
の値を増減する必要があります。つまり、キャパシティーが大きくなるときにはメトリクスの値を小さ
くする必要があります。
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用語、使用可能なメトリクス、新しいメトリクスの発行方法については、Amazon CloudWatch ユーザー
ガイドの「Amazon CloudWatch の概念」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 1394), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Statistic" : String,
"Unit" : String

YAML
Dimensions:
- MetricDimension (p. 1394)
MetricName: String
Namespace: String
Statistic: String
Unit: String

プロパティ
Dimensions
メトリクスのディメンション。
条件付き: メトリクスをディメンションとともに発行した場合は、カスタマイズしたスケーリングメト
リクスの仕様で同じディメンションを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 1394) のリスト
Update requires: No interruption
MetricName
メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
メトリクスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Statistic
メトリクスの統計。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Average | Maximum | Minimum | SampleCount | Sum
Update requires: No interruption
Unit
メトリクスの単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan MetricDimension
MetricDimension は、CustomizedScalingMetricSpecification のサブプロパティであり、AWS Auto
Scaling (Auto Scaling Plans) で使用するカスタマイズされたメトリクスのディメンションを指定します。
ディメンションとは、CloudWatch メトリクスに関連付けることのできるあらゆる名前/値ペアをいいま
す。重複したディメンションを使用することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
ディメンションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
ディメンションの値。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan PredefinedLoadMetricSpecification
PredefinedLoadMetricSpecification は、ScalingInstruction のサブプロパティであり、AWS Auto
Scaling (Auto Scaling Plans) で使用する予測スケーリングの事前定義されたロードメトリクスを指定しま
す。
スケーリングプランを作成した後は、AWS Auto Scaling コンソールを使用して、指定したメトリクスの予
測を視覚化できます。詳細については、AWS Auto Scaling ユーザーガイドのリソースのスケーリング情報
を表示するにはを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedLoadMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedLoadMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedLoadMetricType
メトリックスのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALBTargetGroupRequestCount | ASGTotalCPUUtilization |
ASGTotalNetworkIn | ASGTotalNetworkOut
Update requires: No interruption
ResourceLabel
メトリクスタイプに関連付けられるリソースを識別します。メトリクスのタイプが
ALBTargetGroupRequestCount で、Auto Scaling グループにアタッチされた Application Load
Balancer のターゲットグループがない限り、リソースラベルを指定することはできません。
リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN
の最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。形式は app/ <load-balancername>/<load-balancer-id>/targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> です。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
API バージョン 2010-05-15
1395

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Auto Scaling

• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
例: app/EC2Co-EcsEl-1TKLTMITMM0EO/f37c06a68c1748aa/targetgroup/EC2Co-DefauLDNM7Q3ZH1ZN/6d4ea56ca2d6a18d.
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan PredefinedScalingMetricSpecification
PredefinedScalingMetricSpecification は、TargetTrackingConfiguration のサブプロパティであ
り、AWS Auto Scaling (Auto Scaling Plans) で使用するターゲット追跡設定のカスタマイズされたスケー
リングメトリクスを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedScalingMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedScalingMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedScalingMetricType
メトリックスのタイプ。ALBRequestCountPerTarget メトリクスタイプは、Auto Scaling グルー
プ、スポットフリートリクエスト、および ECS サービスにのみ適用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: ALBRequestCountPerTarget | ASGAverageCPUUtilization
| ASGAverageNetworkIn | ASGAverageNetworkOut |
DynamoDBReadCapacityUtilization | DynamoDBWriteCapacityUtilization
| EC2SpotFleetRequestAverageCPUUtilization |
EC2SpotFleetRequestAverageNetworkIn | EC2SpotFleetRequestAverageNetworkOut
| ECSServiceAverageCPUUtilization | ECSServiceAverageMemoryUtilization |
RDSReaderAverageCPUUtilization | RDSReaderAverageDatabaseConnections
Update requires: No interruption
ResourceLabel
メトリクスタイプに関連付けられるリソースを識別します。メトリクスのタイプが
ALBRequestCountPerTarget で、Auto Scaling グループ、スポットフリートリクエスト、または
ECS サービスにアタッチされた Application Load Balancer のターゲットグループがない限り、リソー
スラベルを指定することはできません。
リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN
の最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。形式は app/ <load-balancername>/<load-balancer-id>/targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> です。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
例: app/EC2Co-EcsEl-1TKLTMITMM0EO/f37c06a68c1748aa/targetgroup/EC2Co-DefauLDNM7Q3ZH1ZN/6d4ea56ca2d6a18d.
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan ScalingInstruction
ScalingInstruction は、ScalingPlan のプロパティであり、スケーリングプランに含まれるスケーラ
ブルリソースのスケーリング命令を指定します。各スケーリング命令は 1 つのリソースに適用されます。
AWS Auto Scaling は、スケーリング命令に基づいてターゲット追跡スケーリングポリシーを作成します。
ターゲット追跡スケーリングポリシーは、スケーラブルなリソースの容量を必要に応じて調整し、リソー
スの使用率を指定したターゲット値に維持します。
AWS Auto Scaling はさらに、ロードメトリクス、スケーリングメトリクス、スケーリングメトリクスの
ターゲット値、予測スケーリングモード (予測とスケールまたは予測のみ)、および予測容量がリソース
の最大容量を超えたときの望ましい動作などのプロパティのサブセットを使用して、Amazon EC2 Auto
Scaling グループの予測スケーリングを設定します。予測スケーリングでは、AWS Auto Scaling は今後 2
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日間のトラフィック予測を使用して予測を生成し、予測に一致するようにリソース容量を事前に追加およ
び削除するスケーリングアクションをスケジュールします。

Important
Auto Scaling グループの作成後 24 時間以上待ってから、予測スケーリングを設定することをお
勧めします。予測を生成するには 24 時間以上の履歴データが必要です。詳細については、AWS
Auto Scaling ユーザーガイドの Best Practices for AWS Auto Scaling を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomizedLoadMetricSpecification" : CustomizedLoadMetricSpecification (p. 1390),
"DisableDynamicScaling" : Boolean,
"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer,
"PredefinedLoadMetricSpecification" : PredefinedLoadMetricSpecification (p. 1395),
"PredictiveScalingMaxCapacityBehavior" : String,
"PredictiveScalingMaxCapacityBuffer" : Integer,
"PredictiveScalingMode" : String,
"ResourceId" : String,
"ScalableDimension" : String,
"ScalingPolicyUpdateBehavior" : String,
"ScheduledActionBufferTime" : Integer,
"ServiceNamespace" : String,
"TargetTrackingConfigurations" : [ TargetTrackingConfiguration (p. 1403), ... ]

YAML
CustomizedLoadMetricSpecification:
CustomizedLoadMetricSpecification (p. 1390)
DisableDynamicScaling: Boolean
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer
PredefinedLoadMetricSpecification:
PredefinedLoadMetricSpecification (p. 1395)
PredictiveScalingMaxCapacityBehavior: String
PredictiveScalingMaxCapacityBuffer: Integer
PredictiveScalingMode: String
ResourceId: String
ScalableDimension: String
ScalingPolicyUpdateBehavior: String
ScheduledActionBufferTime: Integer
ServiceNamespace: String
TargetTrackingConfigurations:
- TargetTrackingConfiguration (p. 1403)

プロパティ
CustomizedLoadMetricSpecification
予測スケーリングに使用するカスタマイズされた負荷メトリクス。このプロパティまたは
PredefinedLoadMetricSpecification は、予測スケーリングを設定する際に必要です。それ以外の場合
には使用できません。
必須: 条件付き
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タイプ: CustomizedLoadMetricSpecification (p. 1390)
Update requires: No interruption
DisableDynamicScaling
AWS Auto Scaling による動的スケーリングが無効になっているかどうかを制御します。動的スケー
リングが有効になっている場合、AWS Auto Scaling では、指定されたターゲット追跡設定に基づいて
ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成します。
デフォルトは有効です (false)。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxCapacity
リソースの最大容量。この上限の例外は、PredictiveScalingMaxCapacityBehavior にデフォルト以外
の設定を指定した場合です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
リソースの最小容量。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PredefinedLoadMetricSpecification
予測スケーリングに使用する事前定義された負荷メトリクス。このプロパティまたは
CustomizedLoadMetricSpecification は、予測スケーリングを設定する際に必要です。それ以外の場合
には使用できません。
必須: 条件付き
タイプ: PredefinedLoadMetricSpecification (p. 1395)
Update requires: No interruption
PredictiveScalingMaxCapacityBehavior
予測容量がリソースに指定した最大容量に近づくか、最大容量を超えた場合に適用する動作を定義し
ます。デフォルト値は SetForecastCapacityToMaxCapacity です。
以下の値を指定できます。
• SetForecastCapacityToMaxCapacity - AWS Auto Scaling は、最大容量を超えてリソース容量
をスケールすることはできません。最大容量はハード制限として適用されます。
• SetMaxCapacityToForecastCapacity - AWS Auto Scaling は、リソース容量を最大容量よりも
大きくスケールできますが、予測容量を超えることはできません。
• SetMaxCapacityAboveForecastCapacity - AWS Auto Scaling は、指定したバッファ値によ
り、リソース容量を最大容量よりも大きくスケールできます。これにより、予期しないトラフィッ
クが発生した場合に、ターゲットの追跡スケーリングポリシーに容量が追加されます。
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予測スケーリングを設定するときにのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SetForecastCapacityToMaxCapacity |
SetMaxCapacityAboveForecastCapacity | SetMaxCapacityToForecastCapacity
Update requires: No interruption
PredictiveScalingMaxCapacityBuffer
予測容量が最大容量に近づいたか、それを超えたときに使用するバッファ容量のサイズ。この値は
予測容量に対する割合として指定されます。たとえば、バッファが 10 の場合、バッファは 10% で
す。10% のバッファでは、予測キャパシティーが 50、最大キャパシティーが 40 の場合、有効な最大
キャパシティーは 55 です。
予測スケーリングを設定するときにのみ有効です。PredictiveScalingMaxCapacityBehavior が
SetMaxCapacityAboveForecastCapacity に設定されている場合に必要です。それ以外の場合に
は使用できません。
範囲は 1～100 です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PredictiveScalingMode
予測スケーリングモード。デフォルト値は ForecastAndScale です。それ以外の場合、AWS Auto
Scaling では容量を予測しますが、容量予測に基づいてスケジュールされたスケーリングアクションを
適用することはありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ForecastAndScale | ForecastOnly
Update requires: No interruption
ResourceId
リソースの ID。この文字列は、リソースタイプと一意の識別子で構成されます。
• Auto Scaling グループ - リソースタイプは autoScalingGroup であり、一意の識別子は Auto
Scaling グループの名前です。例: autoScalingGroup/my-asg。
• ECS サービス - リソースタイプは service であり、一意の識別子はクラスター名とサービス名で
す。例: service/default/sample-webapp。
• スポットフリートリクエスト - リソースタイプは spot-fleet-request であり、一意の識
別子はスポットフリートリクエスト ID です。例: spot-fleet-request/sfr-73fbd2ceaa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE。
• DynamoDB テーブル - リソースタイプは table であり、一意の識別子は リソース ID です。例:
table/my-table。
• DynamoDB グローバルセカンダリインデックス - リソースタイプは index であり、一意の識別子
は リソース ID です。例: table/my-table/index/my-table-index。
• Aurora DB クラスター - リソースタイプは cluster であり、一意の識別子はクラスター名です。
例: cluster:my-db-cluster。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
ScalableDimension
リソースと関連付けられているスケーラブルなディメンション。
• autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity - Auto Scaling グループの希望する容
量。
• ecs:service:DesiredCount - ECS サービスの必要なタスク数。
• ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity - スポットフリートリクエストのターゲット容
量。
• dynamodb:table:ReadCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた読み込
みキャパシティー。
• dynamodb:table:WriteCapacityUnits - DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた書き
込みキャパシティー。
• dynamodb:index:ReadCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプロ
ビジョニングされた読み込みキャパシティー。
• dynamodb:index:WriteCapacityUnits - DynamoDB グローバルセカンダリインデックスのプ
ロビジョニングされた書き込みキャパシティー。
• rds:cluster:ReadReplicaCount - Aurora DB クラスター内の Aurora レプリカの数。Aurora
MySQL 互換エディションおよび Aurora PostgreSQL 互換エディションで使用可能です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity |
dynamodb:index:ReadCapacityUnits | dynamodb:index:WriteCapacityUnits
| dynamodb:table:ReadCapacityUnits | dynamodb:table:WriteCapacityUnits
| ec2:spot-fleet-request:TargetCapacity | ecs:service:DesiredCount |
rds:cluster:ReadReplicaCount
Update requires: No interruption
ScalingPolicyUpdateBehavior
AWS Auto Scaling の外部にあるすべてのスケーリングポリシーを削除し、新しいターゲット追跡ス
ケーリングポリシーを作成するかどうかを制御します。デフォルト値は KeepExternalPolicies で
す。
動的スケーリングを設定するときにのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: KeepExternalPolicies | ReplaceExternalPolicies
Update requires: No interruption
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ScheduledActionBufferTime
スケールアウト時のスケジュールされたスケーリングアクションの実行時刻をバッファするための
時間 (秒)。たとえば、予測が午前 10 時 00 分に容量を追加する予定の場合、バッファ時間は 5 分で
す。したがって、スケジュールされたスケーリングアクションの実行時刻は、午前 9 時 55 分になり
ます。これにより、リソースをプロビジョニングする時間が与えられます。たとえば、EC2 インスタ
ンスの作成に数分かかる場合があります。実際に必要な時間は、インスタンスのサイズや、完了する
起動スクリプトがあるかどうかなど、いくつかの要因によって異なります。
この値は、予測間隔の期間の 3,600 秒 (60 分) 未満である必要があります。デフォルトは 300 秒で
す。
予測スケーリングを設定するときにのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
ServiceNamespace
AWS のサービスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: autoscaling | dynamodb | ec2 | ecs | rds
Update requires: No interruption
TargetTrackingConfigurations
ターゲット追跡設定 (最大 10)。これらの各構造は、一意のスケーリングメトリクスとメトリクスの
ターゲット値を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: TargetTrackingConfiguration (p. 1403) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan TagFilter
TagFilter は、ApplicationSource のサブプロパティであり、AWS Auto Scaling (Auto Scaling Plans) で
使用するアプリケーションソースのタグを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
タグキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
Values
タグ値 (0～20)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan TargetTrackingConfiguration
TargetTrackingConfiguration は、ScalingInstruction のサブプロパティであり、AWS Auto Scaling
(Auto Scaling Plans) で使用するターゲット追跡の設定を行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CustomizedScalingMetricSpecification" : CustomizedScalingMetricSpecification (p. 1392),
"DisableScaleIn" : Boolean,
"EstimatedInstanceWarmup" : Integer,
"PredefinedScalingMetricSpecification" : PredefinedScalingMetricSpecification (p. 1396),
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}

"ScaleInCooldown" : Integer,
"ScaleOutCooldown" : Integer,
"TargetValue" : Double

YAML
CustomizedScalingMetricSpecification:
CustomizedScalingMetricSpecification (p. 1392)
DisableScaleIn: Boolean
EstimatedInstanceWarmup: Integer
PredefinedScalingMetricSpecification:
PredefinedScalingMetricSpecification (p. 1396)
ScaleInCooldown: Integer
ScaleOutCooldown: Integer
TargetValue: Double

プロパティ
CustomizedScalingMetricSpecification
カスタマイズされたメトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを
指定できます。
必須: いいえ
タイプ: CustomizedScalingMetricSpecification (p. 1392)
Update requires: No interruption
DisableScaleIn
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールインが無効になっているかどうかを示します。
値が true の場合、スケールインは無効になっており、ターゲット追跡スケーリングポリシーはス
ケーラブルなリソースからキャパシティーを削除しません。それ以外の場合は、スケールインは有効
になっており、ターゲット追跡スケーリングポリシーはスケーラブルなリソースからキャパシティー
を削除することができます。
デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EstimatedInstanceWarmup
新たに起動されたインスタンスが CloudWatch メトリクスに反映されるまでの予測時間 (秒)。この値
は、リソースが Auto Scaling Group の場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PredefinedScalingMetricSpecification
事前定義メトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを指定できま
す。
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必須: いいえ
タイプ: PredefinedScalingMetricSpecification (p. 1396)
Update requires: No interruption
ScaleInCooldown
スケールインアクティビティが完了してから別のスケールインアクティビティが開始されるまでの時
間 (秒単位)。この値は、スケーラブルなリソースが Auto Scaling Group の場合は使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScaleOutCooldown
スケールアウトアクティビティが完了してから別のスケールアウトアクティビティが開始されるまで
の時間 (秒単位)。この値は、スケーラブルなリソースが Auto Scaling Group の場合は使用されませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TargetValue
メトリクスのターゲット値。このプロパティは Double 型の数値を受け付けますが、小さすぎる、ま
たは大きすぎる値は受け付けません。値は -2^360～2^360 の範囲で指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Auto Scaling ユーザーガイド

AWS Backup リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Backup::BackupPlan (p. 1405)
• AWS::Backup::BackupSelection (p. 1412)
• AWS::Backup::BackupVault (p. 1416)

AWS::Backup::BackupPlan
バックアップ計画の表示名 (省略可能) と BackupRule オブジェクトの配列が含まれます。各オブジェク
トがバックアップルールを指定します。バックアップ計画の各ルールは、個別にスケジュールされるタス
クです。ルールごとに異なる範囲の リソースを選択してバックアップできます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Backup::BackupPlan",
"Properties" : {
"BackupPlan" : BackupPlanResourceType (p. 1408),
"BackupPlanTags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::Backup::BackupPlan
Properties:
BackupPlan:
BackupPlanResourceType (p. 1408)
BackupPlanTags:
Key : Value

プロパティ
BackupPlan
リソースの選択に関連付けられるバックアップ計画を一意に識別します。
必須: はい
タイプ: BackupPlanResourceType (p. 1408)
Update requires: No interruption
BackupPlanTags
リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーと値のペアです。指定されたタグは、このプランで作成されたすべてのバック
アップに割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
BackupPlanId このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
BackupPlanArn
バックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。たとえ
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93DB3360DC80C50 と指定します。
BackupPlanId
バックアップ計画を一意に識別します。
VersionId
一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン
ID を編集することはできません。

AWS::Backup::BackupPlan AdvancedBackupSettingResourceType
リソースタイプとバックアップオプションを含むオブジェクトを指定します。これは、Windows VSS バッ
クアップでのみサポートされています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BackupOptions" : Json,
"ResourceType" : String

YAML
BackupOptions: Json
ResourceType: String

プロパティ
BackupOptions
リソースのバックアップオプション。各オプションはキーと値のペアです。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ResourceType
リソースタイプの名前。サポートされているリソースタイプは EC2 のみです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Backup::BackupPlan BackupPlanResourceType
バックアッププランの作成に使用されるプロパティを含むオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdvancedBackupSettings" : [ AdvancedBackupSettingResourceType (p. 1407), ... ],
"BackupPlanName" : String,
"BackupPlanRule" : [ BackupRuleResourceType (p. 1408), ... ]

YAML
AdvancedBackupSettings:
- AdvancedBackupSettingResourceType (p. 1407)
BackupPlanName: String
BackupPlanRule:
- BackupRuleResourceType (p. 1408)

プロパティ
AdvancedBackupSettings
各リソースタイプのバックアップオプションのリスト。
必須: いいえ
タイプ: AdvancedBackupSettingResourceType (p. 1407) のリスト
Update requires: No interruption
BackupPlanName
バックアッププランの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BackupPlanRule
BackupRule オブジェクトの配列。各オブジェクトは、選択したリソースのバックアップに使用され
る、スケジュールされたタスクを指定します。
必須: はい
タイプ: BackupRuleResourceType (p. 1408) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Backup::BackupPlan BackupRuleResourceType
選択したリソースをバックアップするタスクをスケジュールするために使用されるプロパティを含むオブ
ジェクトを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CompletionWindowMinutes" : Double,
"CopyActions" : [ CopyActionResourceType (p. 1411), ... ],
"EnableContinuousBackup" : Boolean,
"Lifecycle" : LifecycleResourceType (p. 1411),
"RecoveryPointTags" : {Key : Value, ...},
"RuleName" : String,
"ScheduleExpression" : String,
"StartWindowMinutes" : Double,
"TargetBackupVault" : String

YAML
CompletionWindowMinutes: Double
CopyActions:
- CopyActionResourceType (p. 1411)
EnableContinuousBackup: Boolean
Lifecycle:
LifecycleResourceType (p. 1411)
RecoveryPointTags:
Key : Value
RuleName: String
ScheduleExpression: String
StartWindowMinutes: Double
TargetBackupVault: String

プロパティ
CompletionWindowMinutes
バックアップジョブが正常に開始されてから完了するまで、または AWS Backup によってキャンセル
されるまでの分単位の値。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
CopyActions
コピーオペレーションの詳細を含む CopyAction オブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: CopyActionResourceType (p. 1411) のリスト
Update requires: No interruption
EnableContinuousBackup
継続的なバックアップとポイントインタイムリストア（PITR）を可能にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
Lifecycle
ライフサイクルは、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切
れになるかを定義します。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバッ
クアップを移行し、期限切れにします。
必須: いいえ
タイプ: LifecycleResourceType (p. 1411)
Update requires: No interruption
RecoveryPointTags
リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーと値のペアです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
RuleName
バックアップルールの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
AWS Backup がバックアップジョブを開始するタイミングを指定する CRON 式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartWindowMinutes
バックアップがスケジュールされてから、正常に開始されない場合にジョブがキャンセルされるまで
の時間を分単位で指定するオプションの値。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TargetBackupVault
バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の AWS Region に一意の名前で識別されます。文字、数字、
およびハイフンで構成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::Backup::BackupPlan CopyActionResourceType
バックアップルールによって作成されたバックアップを別のボールトにコピーします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationBackupVaultArn" : String,
"Lifecycle" : LifecycleResourceType (p. 1411)

YAML
DestinationBackupVaultArn: String
Lifecycle:
LifecycleResourceType (p. 1411)

プロパティ
DestinationBackupVaultArn
コピーされたバックアップの送信先バックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム
(ARN)。例: arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Lifecycle
保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れになるかを定義し
ます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバックアップを移行し、
期限切れにします。ライフサイクルを指定しない場合、AWS Backup はソースバックアップのライフ
サイクルポリシーを送信先バックアップに適用します。
コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。
必須: いいえ
タイプ: LifecycleResourceType (p. 1411)
Update requires: No interruption

AWS::Backup::BackupPlan LifecycleResourceType
復旧ポイントがコールドストレージに移行または削除されるまでの日数を決定する Transition オブジェ
クトの配列を含むオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"DeleteAfterDays" : Double,
"MoveToColdStorageAfterDays" : Double

YAML
DeleteAfterDays: Double
MoveToColdStorageAfterDays: Double

プロパティ
DeleteAfterDays
復旧ポイントが作成されてから削除されるまでの日数を指定しま
す。MoveToColdStorageAfterDays より大きい値を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MoveToColdStorageAfterDays
復旧ポイントが作成されてからコールドストレージに移動されるまでの日数を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Backup::BackupSelection
バックアップ計画に割り当てる一連のリソースを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Backup::BackupSelection",
"Properties" : {
"BackupPlanId" : String,
"BackupSelection" : BackupSelectionResourceType (p. 1413)
}

YAML
Type: AWS::Backup::BackupSelection
Properties:
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BackupPlanId: String
BackupSelection:
BackupSelectionResourceType (p. 1413)

プロパティ
BackupPlanId
バックアップ計画を一意に識別します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BackupSelection
一連のリソースをバックアップ計画に割り当てるリクエストの本文を指定します。
これには、リソースの配列、リソースを除外するパターンのオプションの配列、リソースが属する
AWS のサービスへのアクセスを提供するオプションのロール、およびリソースのセットを識別するた
めに使用されるタグのオプションの配列が含まれます。
必須: はい
タイプ: BackupSelectionResourceType (p. 1413)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
BackupSelectionId このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
BackupPlanId
バックアップ計画を一意に識別します。
Id
Property description not available.
SelectionId
バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストを一意に識別します。

AWS::Backup::BackupSelection BackupSelectionResourceType
リソースのセットをバックアッププランに割り当てるために使用されるプロパティを含むオブジェクトを
指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IamRoleArn" : String,
"ListOfTags" : [ ConditionResourceType (p. 1415), ... ],
"Resources" : [ String, ... ],
"SelectionName" : String

YAML
IamRoleArn: String
ListOfTags:
- ConditionResourceType (p. 1415)
Resources:
- String
SelectionName: String

プロパティ
IamRoleArn
AWS Backup がターゲットリソースのバックアップ時に認証に使用する IAM ロールの ARN
(arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ListOfTags
バックアッププランに割り当てるリソースのセットを指定するために使用される条件の配列 (例:
"STRINGEQUALS": {"Department":"accounting")。
必須: いいえ
タイプ: ConditionResourceType (p. 1415) のリスト
Update requires: Replacement
Resources
バックアップ計画に割り当てるリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を含む文字列の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SelectionName
リソース選択ドキュメントの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

AWS::Backup::BackupSelection ConditionResourceType
条件タイプ (STRINGEQUALS など)、キー、および値で構成されるトリプレットの配列を含むオブジェクト
を指定します。条件は、バックアッププランに割り当てられた選択範囲内のリソースをフィルタリングす
るために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConditionKey" : String,
"ConditionType" : String,
"ConditionValue" : String

YAML
ConditionKey: String
ConditionType: String
ConditionValue: String

プロパティ
ConditionKey
キーと値のペアのキー。例えば、"Department": "accounting" では、"Department" がキーで
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConditionType
選択範囲内のリソースのフィルタリングに使用されるキーと値のペアに適用されるオペレーション
(STRINGEQUALS など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConditionValue
キーと値のペアの値。例えば、"Department": "accounting" では、"accounting" が値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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AWS::Backup::BackupVault
バックアップを保存する論理コンテナを作成します。CreateBackupVault リクエストは、名前、1 つ以
上のリソースタグ (省略可能)、暗号化キー、およびリクエスト ID を含みます。

Note
バックアップボールとの名前には、パスポート番号などの機密データを使わないでください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Backup::BackupVault",
"Properties" : {
"AccessPolicy" : Json,
"BackupVaultName" : String,
"BackupVaultTags" : {Key : Value, ...},
"EncryptionKeyArn" : String,
"Notifications" : NotificationObjectType (p. 1418)
}

YAML
Type: AWS::Backup::BackupVault
Properties:
AccessPolicy: Json
BackupVaultName: String
BackupVaultTags:
Key : Value
EncryptionKeyArn: String
Notifications:
NotificationObjectType (p. 1418)

プロパティ
AccessPolicy
ターゲットのバックアップボールトのアクセス許可を管理するために使用されるリソースベースのポ
リシーです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
BackupVaultName
バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。名前は、
小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
Update requires: Replacement
BackupVaultTags
作成するリソースの整理に役立てるために割り当てることができるメタデータです。各タグはキーと
値のペアです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
EncryptionKeyArn
バックアップを保護するために使用されるサーバー側の暗号化キーです。たとえ
ば、arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab と指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Notifications
指定されたバックアップボールトの SNS イベント通知です。
必須: いいえ
タイプ: NotificationObjectType (p. 1418)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
BackupVaultName このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
BackupVaultArn
バックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。例え
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:aBackupVault と指定しま
す。
BackupVaultName
バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先のリージョンに一意の名前で識別されます。名前は、大文字
と小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。
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AWS::Backup::BackupVault NotificationObjectType
ターゲットバックアップボールトの SNS イベント通知プロパティを含むオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BackupVaultEvents" : [ String, ... ],
"SNSTopicArn" : String

YAML
BackupVaultEvents:
- String
SNSTopicArn: String

プロパティ
BackupVaultEvents
リソースをバックアップボールトにバックアップするジョブのステータスを示すイベントの配列。有
効なイベントについては、AWS Backup API ガイドの BackupVaultEvents を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SNSTopicArn
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックを一意に識別する ARN (例:
arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyTopic)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Batch リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Batch::ComputeEnvironment (p. 1418)
• AWS::Batch::JobDefinition (p. 1432)
• AWS::Batch::JobQueue (p. 1465)

AWS::Batch::ComputeEnvironment
AWS::Batch::ComputeEnvironment リソースは、AWS Batch コンピューティング環境を定義しま
す。MANAGED または UNMANAGED のコンピューティング環境を定義または計算できます。MANAGED コン
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ピューティング環境では、Amazon EC2 または AWS Fargate リソースを使用できます。UNMANAGED コン
ピューティング環境では、EC2 リソースのみを使用できます。詳細については、AWS Batch ユーザーガイ
ド の Compute Environments を参照してください。
マネージドコンピューティング環境では、AWS Batch は環境内のコンピューティングリソースの容量と
インスタンスタイプを管理します。これは、定義するコンピューティングリソースの仕様、またはコン
ピューティング環境の作成時に指定する起動テンプレートに基づいています。EC2 オンデマンドインス
タンスと EC2 スポットインスタンスを使用するか、マネージドコンピューティング環境で Fargate およ
び Fargate スポットキャパシティーを使用するかを選択できます。必要に応じて、上限価格を設定し、ス
ポットインスタンスの料金がオンデマンド料金の指定されたパーセンテージを下回る場合にのみスポット
インスタンスを起動するようにできます。

Note
マルチノード並列ジョブは、スポットインスタンスではサポートされていません。
非管理コンピューティング環境では、独自の EC2 コンピューティングリソースを管理でき、コン
ピューティングリソースの設定方法に高い柔軟性がもたらされます。例えば、カスタム AMI を使用
できます。ただし、AMI が Amazon ECS コンテナインスタンスの AMI の仕様を満たしていること
を確認する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイ
ドの「コンテナインスタンス AMI」を参照してください。非管理コンピューティング環境を作成した
ら、DescribeComputeEnvironments 操作を使用して、それに関連付けられている Amazon ECS クラス
ターを検索できます。次に、その Amazon ECS クラスターでコンテナインスタンスを手動で起動します。
詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナイン
スタンスの起動」を参照してください。

Note
AWS Batch では作成後のコンピューティング環境内の AMI をアップグレードしません。例え
ば、Amazon ECS の最適化された AMI の新しいバージョンが使用可能な場合、AWS Batch は
AMI を更新しません。そのため、お客様はゲストオペレーティングシステム (更新プログラムや
セキュリティパッチを含む) の管理、およびコンピューティングリソースにインストールするその
他のアプリケーションソフトウェアやユーティリティについての責任を負うものとします。AWS
Batch ジョブに新しい AMI を使用するには、次の手順を実行します。
1. 新しい AMI を使用して新しいコンピューティング環境を作成します。
2. コンピューティング環境を既存のジョブキューに追加します。
3. 古いコンピューティング環境をジョブキューから削除します。
4. 以前のコンピューティング環境を削除します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Batch::ComputeEnvironment",
"Properties" : {
"ComputeEnvironmentName" : String,
"ComputeResources" : ComputeResources (p. 1423),
"ServiceRole" : String,
"State" : String,
"Tags" : Json,
"Type" : String
}
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YAML
Type: AWS::Batch::ComputeEnvironment
Properties:
ComputeEnvironmentName: String
ComputeResources:
ComputeResources (p. 1423)
ServiceRole: String
State: String
Tags: Json
Type: String

プロパティ
ComputeEnvironmentName
コンピューティング環境の名前です。最大 128 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アン
ダースコアを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ComputeResources
ComputeResources プロパティタイプで、コンピューティング環境によって管理されるコンピュー
ティングリソースの詳細を指定します。このパラメータは、マネージド型のコンピューティング環境
に必要です。詳細については、AWS Batch ユーザーガイド の Compute Environments を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ComputeResources (p. 1423)
Update requires: No interruption
ServiceRole
ユーザーに代わって AWS Batch が他の AWS のサービスを呼び出すことを許可する IAM ロールの完
全な Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの AWS Batch
service IAM role を参照してください。

Important
アカウントが既に AWS Batch サービスにリンクされたロールを作成している場合は、ここで
異なるロールを指定しない限り、そのロールがコンピューティング環境にデフォルトで使用
されます。AWS Batch サービスにリンクされたロールがアカウントに存在せず、ここでロー
ルが指定されていない場合、サービスは、AWS Batch サービスにリンクされたロールをアカ
ウントに作成しようとします。
指定したロールに / 以外のパスがある場合は、完全なロール ARN を指定するか (推奨)、ロール名の
前にパスを付ける必要があります。たとえば、ロールの名前が bar で、パスが /foo/ の場合、ロー
ル名として /foo/bar を指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「わかりやすい名前と
パス」を参照してください。

Note
AWS Batch サービスロールを作成した方法によって、その ARN に service-role パスプ
レフィックスが含まれる場合があります。サービスロールの名前を指定すると、AWS Batch
は ARN が service-role パスプレフィックスを使用しないと判断します。このため、コン
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ピューティング環境を作成するときには、サービスロールに完全 ARN を指定することが推奨
されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
State
コンピューティング環境の状態。状態が ENABLED の場合、コンピューティング環境は、キューから
ジョブを受け入れ、キューに基づいて自動的にスケールアウトします。
状態が ENABLED である場合、AWS Batch スケジューラは環境内のコンピューティングリソースに関
連付けられたジョブキューからジョブの配置を試みます。コンピューティング環境がマネージド型の
場合は、ジョブキューの需要に基づいてそのインスタンスを自動的にスケールアウトまたはスケール
インできます。
状態が DISABLED である場合、AWS Batch スケジューラは環境内でのジョブの配置を試行しませ
ん。状態が STARTING または RUNNING のジョブは、引き続き正常に進行します。DISABLED 状態の
マネージドコンピューティング環境はスケールアウトされません。ただし、インスタンスはアイドル
状態になった後に minvCpus 値にスケールインします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Tags
コンピューティング環境に適用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Type
コンピューティング環境のタイプ: MANAGED または UNMANAGED。詳細については、AWS Batch ユー
ザーガイドの Compute Environments を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MANAGED | UNMANAGED
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
arn:aws:batch:us-east-1:555555555555:compute-environment/M4OnDemand などのコン
ピューティング環境 ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
マネージド型のコンピューティング環境
以下の例では、C4 オンデマンドインスタンスとカスタム AMI を使用する、C4OnDemand という名前のマ
ネージド型のコンピューティング環境を作成しています。

JSON
{

}

"ComputeEnvironment": {
"Type": "AWS::Batch::ComputeEnvironment",
"Properties": {
"Type": "MANAGED",
"ServiceRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSBatchServiceRole",
"ComputeEnvironmentName": "C4OnDemand",
"ComputeResources": {
"MaxvCpus": 128,
"SecurityGroupIds": [
"sg-abcd1234"
],
"Type": "EC2",
"Subnets": [
"subnet-aaaaaaaa",
"subnet-bbbbbbbb",
"subnet-cccccccc"
],
"MinvCpus": 0,
"ImageId": "ami-a1b2c3d4",
"InstanceRole": "ecsInstanceRole",
"InstanceTypes": [
"c4.large",
"c4.xlarge",
"c4.2xlarge",
"c4.4xlarge",
"c4.8xlarge"
],
"Ec2KeyPair": "id_rsa",
"Tags": {
"Name": "Batch Instance - C4OnDemand"
},
"DesiredvCpus": 48
},
"State": "ENABLED"
}
}

YAML
ComputeEnvironment:
Type: AWS::Batch::ComputeEnvironment
Properties:
Type: MANAGED
ServiceRole: arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSBatchServiceRole
ComputeEnvironmentName: C4OnDemand
ComputeResources:
MaxvCpus: 128
SecurityGroupIds:
- sg-abcd1234
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Type: EC2
Subnets:
- subnet-aaaaaaaa
- subnet-bbbbbbbb
- subnet-cccccccc
MinvCpus: 0
ImageId: ami-a1b2c3d4
InstanceRole: ecsInstanceRole
InstanceTypes:
- c4.large
- c4.xlarge
- c4.2xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge
Ec2KeyPair: id_rsa
Tags: {"Name" : "Batch Instance - C4OnDemand"}
DesiredvCpus: 48
State: ENABLED

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドの Compute Environments。

AWS::Batch::ComputeEnvironment ComputeResources
コンピューティング環境によって管理されるコンピューティングリソースについての詳細。このパラメー
タは、マネージド型のコンピューティング環境に必要です。詳細については、AWS Batch ユーザーガイ
ドの Compute Environments を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"BidPercentage" : Integer,
"DesiredvCpus" : Integer,
"Ec2Configuration" : [ Ec2ConfigurationObject (p. 1429), ... ],
"Ec2KeyPair" : String,
"ImageId" : String,
"InstanceRole" : String,
"InstanceTypes" : [ String, ... ],
"LaunchTemplate" : LaunchTemplateSpecification (p. 1431),
"MaxvCpus" : Integer,
"MinvCpus" : Integer,
"PlacementGroup" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SpotIamFleetRole" : String,
"Subnets" : [ String, ... ],
"Tags" : Json,
"Type" : String

YAML
AllocationStrategy: String
BidPercentage: Integer
DesiredvCpus: Integer
Ec2Configuration:

API バージョン 2010-05-15
1423

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Batch
- Ec2ConfigurationObject (p. 1429)
Ec2KeyPair: String
ImageId: String
InstanceRole: String
InstanceTypes:
- String
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification (p. 1431)
MaxvCpus: Integer
MinvCpus: Integer
PlacementGroup: String
SecurityGroupIds:
- String
SpotIamFleetRole: String
Subnets:
- String
Tags: Json
Type: String

プロパティ
AllocationStrategy
最適なインスタンスタイプのインスタンスを十分に配分できない場合に、コンピューティングリソー
スに使用する配分戦略です。これは、リージョン内のインスタンスタイプのアベイラビリティまたは
Amazon EC2 サービスの制限が原因となっている可能性があります。詳細については、AWS Batch
ユーザーガイドの Allocation Strategies を参照してください。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
BEST_FIT (デフォルト)
AWS Batch は、最もコストの低いインスタンスタイプを優先して、ジョブのニーズに最も適した
インスタンスタイプを選択します。選択したインスタンスタイプの追加インスタンスが利用でき
ない場合、AWS Batch は追加インスタンスが利用可能になるまで待機します。十分なインスタン
スが利用できない場合、またはユーザーが Amazon EC2 サービスの制限に達した場合、現在実行
中のジョブが完了するまで追加のジョブは実行されません。この配分戦略により、コストは低く
なりますが、スケーリングは制限される場合があります。BEST_FIT でスポットフリートを使用
する場合は、スポットフリートの IAM ロールを指定する必要があります。
BEST_FIT_PROGRESSIVE
AWS Batch は、キュー内のジョブの要件を満たすのに十分な大きさの追加のインスタンスタイプ
を選択し、ユニット vCPU あたり、より低コストのインスタンスタイプを優先します。以前に選
択したインスタンスタイプの追加のインスタンスが使用できない場合、AWS Batch は新しいイン
スタンスタイプを選択します。
SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED
AWS Batch は、キュー内のジョブの要件を満たすのに十分な大きさのインスタンスタイプを 1 つ
以上選択します。また、中断される可能性が低いインスタンスタイプを優先します。この配分戦
略は、スポットインスタンスのコンピューティングリソースでのみ使用できます。
BEST_FIT_PROGRESSIVE と SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED の両方の戦略では、容量の要件を満たす
ために、AWS Batch は maxvCpus を超える必要がある場合があります。この場合、AWS Batch は 1
つのインスタンスよりも maxvCpus を超えることはありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: BEST_FIT | BEST_FIT_PROGRESSIVE | SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED
Update requires: Replacement
BidPercentage
インスタンス起動前のインスタンスタイプのオンデマンド料金と対比したスポットインスタンス料
金の最大パーセンテージ。たとえば、最大割合が 20% の場合、その Amazon EC2 インスタンスのス
ポット料金は現在のオンデマンド価格の 20% 未満にする必要があります。支払い額は常に最低 (市場
料金) となり、最大パーセンテージを超えることはありません。このフィールドを空のままにした場
合、デフォルト値はオンデマンド料金の 100% です。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
DesiredvCpus
コンピューティング環境で必要な Amazon EC2 vCPUS の数。AWS Batch では、この値をジョブ
キューの需要に応じて最小値と最大値の間で調整します。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Ec2Configuration
コンピューティング環境で、EC2 インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を選択するため
に使用される情報を提供します。Ec2Configuration が指定されなかった場合、デフォルト値は
ECS_AL2 です。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: EC2ConfigurationObject (p. 1429) のリスト
Update requires: Replacement
Ec2KeyPair
コンピューティング環境で起動されるインスタンスに使用する Amazon EC2 キーペア。このキーペア
を使用して、SSH でインスタンスにログインできます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ImageId
コンピューティング環境で起動されるインスタンスに使用する Amazon Machine Image (AMI) の ID。
このパラメータは、Ec2Configuration 構造の imageIdOverride メンバーによってオーバーライ
ドされます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。

Note
コンピューティング環境用に選択する AMI は、そのコンピューティング環境で使用する
インスタンスタイプのアーキテクチャと一致している必要があります。たとえば、コン
ピューティング環境で A1 インスタンスタイプを使用する場合、選択するコンピューティン
グリソース AMI で ARM インスタンスをサポートしている必要があります。Amazon ECS
は、Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI の、x86 と ARM の両バージョン
を提供しています。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの
「Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceRole
コンピューティング環境内の Amazon EC2 インスタンスに適用される Amazon ECS インスタンスプ
ロファイル。インスタンスプロファイルの短縮名、または、完全な Amazon リソースネーム (ARN) を
指定できます。例えば、 ecsInstanceRole 、arn:aws:iam::<aws_account_id>:instanceprofile/ecsInstanceRole などです。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Amazon
ECS Instance Role を参照してください。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceTypes
起動される可能性のあるインスタンスタイプ。インスタンスファミリーを指定してそのファミリー内
のいずれかのインスタンスタイプ (c5 や p3 など) を起動できます。または、ファミリー内の特定のサ
イズ (c5.8xlarge など) を指定できます。また、optimal を選択して (C4、M4、および R4 インス
タンスファミリーから) ジョブキューの需要に見合ったインスタンスタイプを使用することもできま
す。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
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Note
コンピューティング環境を作成する際、そのコンピューティング環境で選択するインスタン
スタイプで同じアーキテクチャを使用する必要があります。例えば、x86 と ARM インスタン
スを同じコンピューティング環境で使用することはできません。

Note
現在、optimal は C4、M4、および R4 インスタンスファミリーのインスタンスタイプを使
用しています。これらのインスタンスファミリーのインスタンスタイプを持たないリージョ
ンでは、C5、M5、および R5 インスタンスファミリーのインスタンスタイプが使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
LaunchTemplate
コンピューティングリソースに使用する起動テンプレート。CreateComputeEnvironment API オペ
レーションで指定したその他のコンピューティングリソースパラメータによって、起動テンプレート
の同じパラメータが上書きされます。リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名
のいずれか 1 つを指定する必要があります。詳細については、AWS Batch ユーザーガイド の Launch
Template Support を参照してください。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 1431)
Update requires: Replacement
MaxvCpus
環境で到達できる Amazon EC2 vCPU の最大数。

Note
BEST_FIT_PROGRESSIVE と SPOT_CAPACITY_OPTIMIZEDのどちらの配分戦略でも、AWS
Batch はお客様の容量の要件を満たすために maxvCpus を超える必要がある場合がありま
す。この場合、AWS Batch は 1 つのインスタンスよりも maxvCpus を超えることはありま
せん。つまり、コンピューティング環境で指定されたインスタンスの中の 1 つのインスタン
スしかありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinvCpus
環境で維持する Amazon EC2 vCPU の最小数 (コンピューティング環境が DISABLED である場合も同
様)。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PlacementGroup
コンピューティングリソースに関連付ける Amazon EC2 プレイスメントグループ。マルチノードの並
列ジョブをコンピューティング環境に送信する場合、クラスタープレイスメントグループを作成して
コンピューティングリソースに関連付けることを検討してください。これにより、論理的にグループ
化されたインスタンス上のマルチノードの並列ジョブが、潜在的に高度なネットワークフローを備え
た単一のアベイラビリティーゾーン内に保持されます。詳細については、Amazon EC2 Linux インス
タンス用ユーザーガイドの「プレイスメントグループ」を参照してください。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroupIds
コンピューティング環境で起動されるインスタンスに関連付けられる Amazon EC2 セキュリティグ
ループ。securityGroupIds で、または launchTemplate で参照されている起動テンプレートを
使用して、1 つ以上のセキュリティグループを指定する必要があります 。このパラメータは、Fargate
リソースで実行されているジョブに必要であり、少なくとも 1 つのセキュリティグループを含める
必要があります。Fargate は起動テンプレートをサポートしていません。securityGroupIds と
launchTemplate の両方を使用してセキュリティグループを指定した場合、securityGroupIds の
値が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SpotIamFleetRole
SPOT コンピューティング環境に適用する Amazon EC2 スポットフリートの IAM ロールの Amazon
リソースネーム (ARN)。このロールは、配分戦略が BEST_FIT に設定されている場合、または配分戦
略が指定されていない場合に必要です。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Amazon EC2
Spot Fleet Role を参照してください。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。

Important
作成時にスポットインスタンスにタグを付けるには、ここで指定したスポットフリートの
IAM ロールは、より新しい AmazonEC2SpotFleetTaggingRole 管理ポリシーを使用する必要
があります。以前に推奨された AmazonEC2SpotFleetRole 管理ポリシーには、スポットイ
ンスタンスにタグを付けるために必要なアクセス許可はありません。詳細については、AWS
Batch ユーザーガイドの Spot Instances not tagged on creation を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Subnets
コンピューティングリソースを起動する先の VPC サブネット。これらのサブネットは、同じ VPC 内
にある必要があります。Fargate のコンピューティングリソースには、最大 16 個のサブネットを含め
ることができます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」を参照し
てください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
コンピューティング環境で起動される EC2 リソースに適用されるキーと値のペアのタグ。AWS Batch
では、これらは "String1": "String2" の形式を取ります。String1 はタグキーで、String2 はタグ値です
(例: { "Name": "Batch Instance - C4OnDemand" })。これは、Amazon EC2 コンソールで
AWS Batch インスタンスを認識する際に役立ちます。これらのタグは、コンピューティング環境の作
成後に更新または削除することはできません。これらのタグを変更するには、新しいコンピューティ
ング環境を作成し、古いコンピューティング環境を削除する必要があります。これらのタグは、AWS
Batch ListTagsForResource API オペレーションの使用時には表示されません。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Type
コンピューティング環境のタイプ: EC2、SPOT、FARGATE または FARGATE_SPOT。詳細について
は、AWS Batch ユーザーガイドの Compute Environments を参照してください。
SPOT を選択した場合は、spotIamFleetRole パラメータで Amazon EC2 スポットフリートロール
も指定する必要があります。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Amazon EC2 Spot Fleet
role を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EC2 | FARGATE | FARGATE_SPOT | SPOT
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドの Compute Environments。

AWS::Batch::ComputeEnvironment Ec2ConfigurationObject
コンピューティング環境で、インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を選択するために使用され
る情報を提供します。Ec2Configuration が指定されていない場合、デフォルトは ECS_AL2 (Amazon
Linux 2) です。
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Note
このオブジェクトは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ImageIdOverride" : String,
"ImageType" : String

YAML
ImageIdOverride: String
ImageType: String

プロパティ
ImageIdOverride
コンピューティング環境で起動され、イメージタイプが一致するインスタンスに使用される AMI の
ID。この設定は、computeResource オブジェクト内の imageId セットをオーバーライドします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
ImageType
AMI の選択のために、インスタンスタイプと一致させるイメージタイプ。imageIdOverride パ
ラメータが指定されていない場合、最新の Amazon ECS に最適化された Amazon Linux 2 AMI
(ECS_AL2) が使用されます。
ECS_AL2
Amazon Linux 2 – すべての非 GPU インスタンスファミリーのデフォルト。
ECS_AL2_NVIDIA
Amazon Linux 2 (GPU) – すべての GPU インスタンスファミリー (P4 および G4 など) のデフォル
トで、AWS 以外の Graviton ベースのすべてのインスタンスタイプに使用できます。
ECS_AL1
Amazon Linux.Amazon Linux の標準サポートは終了しました。詳細については、Amazon Linux
AMI を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 256
Update requires: Replacement

AWS::Batch::ComputeEnvironment LaunchTemplateSpecification
コンピューティングリソースに関連付けられた起動テンプレートを表すオブジェクト。リクエストで起動
テンプレート ID または起動テンプレート名のいずれか 1 つを指定する必要があります。
CreateComputeEnvironment の securityGroupIds パラメータと起動テンプレートの両方を使用し
てセキュリティグループを指定した場合、CreateComputeEnvironment の securityGroupIds パラ
メータの値が使用されます。

Note
このオブジェクトは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String

プロパティ
LaunchTemplateId
起動テンプレートの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchTemplateName
起動テンプレートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Version
起動テンプレートのバージョン番号 ($Latest または $Default)。
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値が $Latest の場合、起動テンプレートの最新バージョンを使用します。値が $Default の場合、
起動テンプレートのデフォルトバージョンを使用します。

Important
コンピューティング環境の作成後、起動テンプレートの $Default または $Latest バー
ジョンが更新されていても、使用する起動テンプレートのバージョンは変更されません。
新しい起動テンプレートのバージョンを使用するには、新しいコンピューティング環境を
作成し、新しいコンピューティング環境を既存のジョブキューに追加します。また、古いコ
ンピューティング環境をジョブキューから削除し、古いコンピューティング環境を削除しま
す。
デフォルト: $Default.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドの Launch Template Support。

AWS::Batch::JobDefinition
AWS::Batch::JobDefinition リソースで、AWS Batch ジョブ定義のパラメータを指定します。詳細
については、AWS Batch ユーザーガイド の Job Definitions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Batch::JobDefinition",
"Properties" : {
"ContainerProperties" : ContainerProperties (p. 1437),
"JobDefinitionName" : String,
"NodeProperties" : NodeProperties (p. 1454),
"Parameters" : Json,
"PlatformCapabilities" : [ String, ... ],
"PropagateTags" : Boolean,
"RetryStrategy" : RetryStrategy (p. 1458),
"Tags" : Json,
"Timeout" : Timeout (p. 1460),
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::Batch::JobDefinition
Properties:
ContainerProperties:
ContainerProperties (p. 1437)
JobDefinitionName: String
NodeProperties:
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NodeProperties (p. 1454)
Parameters: Json
PlatformCapabilities:
- String
PropagateTags: Boolean
RetryStrategy:
RetryStrategy (p. 1458)
Tags: Json
Timeout:
Timeout (p. 1460)
Type: String

プロパティ
ContainerProperties
コンテナベースのジョブに固有のさまざまなプロパティが用意されたオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ContainerProperties (p. 1437)
Update requires: No interruption
JobDefinitionName
ジョブ定義の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NodeProperties
複数ノードの並列ジョブに固有のさまざまなプロパティが用意されたオブジェクト。

Note
ジョブを Fargate リソースで実行する場合は、nodeProperties を指定してはならず、代わ
りに containerProperties を使用します。
必須: いいえ
タイプ: NodeProperties (p. 1454)
Update requires: No interruption
Parameters
ジョブ定義で設定されているデフォルトのパラメータまたはパラメータ置換プレースホルダー。パ
ラメータはキーと値のペアのマップとして指定します。SubmitJob リクエストのパラメータによっ
て、ジョブ定義の対応するパラメータのデフォルトが上書きされます。パラメータの指定の詳細につ
いては、AWS Batch ユーザーガイドのジョブ定義パラメータを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PlatformCapabilities
ジョブ定義に必要なプラットフォーム機能。値が指定されていない場合、デフォルトは EC2 になりま
す。Fargate リソースで実行されるジョブは FARGATE を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PropagateTags
タグをジョブまたはジョブ定義から対応する Amazon ECS タスクに伝播するかどうかを指定します。
値を指定しない場合、タグは伝播されません。タグは、タスクの作成時にのみタスクに伝播できま
す。同じ名前のタグの場合、ジョブタグはジョブ定義タグよりも優先されます。ジョブとジョブ定義
から合わせたタグの合計数が 50 を超える場合、ジョブは FAILED 状態に移行します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RetryStrategy
このジョブ定義で送信したジョブが失敗したときの再試行戦略。
必須: いいえ
タイプ: RetryStrategy (p. 1458)
Update requires: No interruption
Tags
ジョブ定義に適用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Timeout
このジョブ定義で送信されるジョブのタイムアウト設定。ジョブが終了していない場合は、AWS
Batch によってジョブが終了するまでのタイムアウト期間を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Timeout (p. 1460)
Update requires: No interruption
Type
ジョブ定義のタイプ。マルチノード並列ジョブの詳細については、AWS Batch ユーザーガイドのマル
チノード並列ジョブ定義の作成を参照してください。

Note
ジョブが Fargate リソースで実行されている場合、multinode はサポートされません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: container | multinode
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
arn:aws:batch:us-east-1:111122223333:job-definition/test-gpu:2 などのジョブ定義の
ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
nvidia-smi をテストする
以下の例では、GPU インスタンスに対して nvidia-smi コマンドをテストして、GPU がコンテナ内で
機能していることを確認しています。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの GPU の機能のテス
トを参照してください。

JSON
{

"JobDefinition": {
"Type": "AWS::Batch::JobDefinition",
"Properties": {
"Type": "container",
"JobDefinitionName": "nvidia-smi",
"ContainerProperties": {
"MountPoints": [
{
"ReadOnly": false,
"SourceVolume": "nvidia",
"ContainerPath": "/usr/local/nvidia"
}
],
"Volumes": [
{
"Host": {
"SourcePath": "/var/lib/nvidia-docker/volumes/nvidia_driver/latest"
},
"Name": "nvidia"
}
],
"Command": [
"nvidia-smi"
],
"Memory": 2000,
"Privileged": true,
"JobRoleArn": "String",
"ReadonlyRootFilesystem": true,
"Vcpus": 2,
"Image": "nvidia/cuda"
}
}
}

}

YAML
JobDefinition:
Type: AWS::Batch::JobDefinition
Properties:
Type: container
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JobDefinitionName: nvidia-smi
ContainerProperties:
MountPoints:
- ReadOnly: false
SourceVolume: nvidia
ContainerPath: /usr/local/nvidia
Volumes:
- Host:
SourcePath: /var/lib/nvidia-docker/volumes/nvidia_driver/latest
Name: nvidia
Command:
- nvidia-smi
Memory: 2000
Privileged: true
JobRoleArn: String
ReadonlyRootFilesystem: true
Vcpus: 2
Image: nvidia/cuda

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドのジョブ定義パラメータ

AWS::Batch::JobDefinition AuthorizationConfig
Amazon EFS ファイルシステムの認証設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccessPointId" : String,
"Iam" : String

YAML
AccessPointId: String
Iam: String

プロパティ
AccessPointId
使用する Amazon EFS アクセスポイントの ID。アクセスポイントを指定する場合
は、EFSVolumeConfiguration に指定されたルートディレクトリ値を省略するか、これを / に
設定して EFS アクセスポイントにパスを設定する必要があります。アクセスポイントを使用する場
合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号化を有効にする必要があります。詳細について
は、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Iam
Amazon EFS ファイルシステムのマウント時にジョブ定義で定義した AWS Batch ジョブの IAM ロー
ルを使用するかどうかを指定します。使用する場合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号
化を有効にする必要があります。このパラメータを省略すると、DISABLED のデフォルト値が使用さ
れます。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Using Amazon EFS Access Points を参照し
てください。EFS IAM 認証では、TransitEncryption が ENABLED であり、JobRoleArn が指定
されている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition ContainerProperties
コンテナプロパティは、ジョブの一部として起動されるコンテナを記述するために、ジョブ定義で使用さ
れます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Command" : [ String, ... ],
"Environment" : [ Environment (p. 1446), ... ],
"ExecutionRoleArn" : String,
"FargatePlatformConfiguration" : FargatePlatformConfiguration (p. 1448),
"Image" : String,
"InstanceType" : String,
"JobRoleArn" : String,
"LinuxParameters" : LinuxParameters (p. 1448),
"LogConfiguration" : LogConfiguration (p. 1451),
"Memory" : Integer,
"MountPoints" : [ MountPoints (p. 1453), ... ],
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 1454),
"Privileged" : Boolean,
"ReadonlyRootFilesystem" : Boolean,
"ResourceRequirements" : [ ResourceRequirement (p. 1456), ... ],
"Secrets" : [ Secret (p. 1459), ... ],
"Ulimits" : [ Ulimit (p. 1462), ... ],
"User" : String,
"Vcpus" : Integer,
"Volumes" : [ Volumes (p. 1463), ... ]

YAML
Command:
- String
Environment:
- Environment (p. 1446)
ExecutionRoleArn: String
FargatePlatformConfiguration:
FargatePlatformConfiguration (p. 1448)
Image: String
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InstanceType: String
JobRoleArn: String
LinuxParameters:
LinuxParameters (p. 1448)
LogConfiguration:
LogConfiguration (p. 1451)
Memory: Integer
MountPoints:
- MountPoints (p. 1453)
NetworkConfiguration:
NetworkConfiguration (p. 1454)
Privileged: Boolean
ReadonlyRootFilesystem: Boolean
ResourceRequirements:
- ResourceRequirement (p. 1456)
Secrets:
- Secret (p. 1459)
Ulimits:
- Ulimit (p. 1462)
User: String
Vcpus: Integer
Volumes:
- Volumes (p. 1463)

プロパティ
Command
コンテナに渡されるコマンド。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテ
ナを作成する) セクションの Cmd にマップされ、COMMAND パラメータは docker run にマップされま
す。詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Environment
コンテナに渡す環境変数。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを
作成する) セクションの Env にマップされ、--env オプションは docker run にマップされます。

Important
認証情報データなどの機密情報にプレーンテキストの環境変数を使用することはお勧めしま
せん。

Note
環境変数名を AWS_BATCH で始めることはできません。この命名規則は、AWS Batch サービ
スで設定される変数用に予約されています。
必須: いいえ
タイプ: Environment (p. 1446) のリスト (p. 1446)
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
AWS Batch が引き受けることのできる実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。Fargate リソー
スで実行されるジョブの場合、実行ロールを指定する必要があります。詳細については、 AWS Batch
ユーザーガイドの AWS Batch 実行 IAM ロールを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FargatePlatformConfiguration
Fargate リソースで実行されているジョブのプラットフォーム設定。EC2 リソースで実行されている
ジョブでは、このパラメータを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: FargatePlatformConfiguration (p. 1448)
Update requires: No interruption
Image
コンテナの開始に使用するイメージ。この文字列は Docker デーモンに直接渡されます。Docker
Hub レジストリのイメージはデフォルトで使用できます。他のリポジトリは repositoryurl/image:tag で指定されます。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、ア
ンダースコア、コロン、ピリオド、スラッシュ、シャープ記号を使用できます。このパラメータ
は、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの Image および
docker run の IMAGE パラメータにマップされます。

Note
Docker イメージのアーキテクチャは、スケジュールされているコンピューティングリソー
スのプロセッサアーキテクチャと一致している必要があります。例えば、ARM ベースの
Docker イメージは、ARM ベースのコンピューティングリソースでのみ実行することができ
ます。
• Amazon ECR リポジトリ内のイメージでは、完全なレジストリとレポジトリ URI
(012345678910.dkr.ecr.<region-name>.amazonaws.com/<repository-name> など) を
使用します。
• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用します。
• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-ecsagent)。
• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceType
マルチノード並列ジョブに使用するインスタンスタイプ。マルチノードの並列ジョブのすべてのノー
ドグループは、同じインスタンスタイプを使用する必要があります。

Note
このパラメータは、単一ノードのコンテナジョブ、または Fargate リソースで実行される
ジョブには適用されないため、指定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
JobRoleArn
AWS 許可を引き受けることのできる IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タスク用の IAM ロール」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LinuxParameters
コンテナに適用される Linux 固有の変更 (デバイスマッピングの詳細など)。
必須: いいえ
タイプ: LinuxParameters (p. 1448)
Update requires: No interruption
LogConfiguration
コンテナのログ設定の仕様。
このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの
LogConfig にマップされ、--log-driver オプションは docker run にマップされます。デフォル
トでは、コンテナは Docker デーモンで使用されるのと同じロギングドライバーを使用します。ただ
し、コンテナで Docker デーモンとは異なるログドライバーを使用するには、コンテナの定義内でこ
のパラメータを使用してログドライバーを指定します。コンテナに異なるロギングドライバーを使用
するには、コンテナインスタンス (またはリモートログ記録オプションの別のログサーバー) でログシ
ステムを適切に設定する必要があります。サポートされているさまざまなロギングドライバーのオプ
ションの詳細については、Docker ドキュメントの「ロギングドライバーの設定」を参照してくださ
い。

Note
AWS Batch では現在、Docker デーモンの使用可能なログドライバーがいくつかサポートさ
れています (LogConfiguration データ型を参照)。
このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナ
インスタンスにログインし、sudo docker version | grep "Server API version" コマンド
を実行します。

Note
コンテナインスタンスで実行される Amazon ECS コンテナエージェント
は、ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS 環境変数を使用して、そのインスタンスで使用
できるロギングドライバーを登録する必要があります。その後、そのインスタンスに配置
されたコンテナがこれらのログ設定オプションを使用できるようになります。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエー
ジェントの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LogConfiguration (p. 1451)
Update requires: No interruption
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Memory
このパラメータは、コンテナ用のメモリのハード制限 (MiB) を示します。コンテナが指定された数を
超えようとすると、強制終了されます。このパラメータを使用するジョブに対しては、少なくとも
4 MiB のメモリを指定する必要があります。メモリのハード制限は、複数の場所で指定できます。各
ノードに少なくとも 1 回指定する必要があります。
このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの
Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマップされます。
このパラメータは EC2 リソースでサポートされますが、Fargate リソースではサポートされませ
ん。Fargate リソースでは、resourceRequirement を使用してメモリ要件を指定する必要がありま
す。これを EC2 リソースに対して行うこともできます。

Note
特定のインスタンスタイプに可能な限り多くのメモリをジョブに割り当ててリソース使用率
を最大化する場合は、AWS Batch ユーザーガイドのメモリ管理を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MountPoints
コンテナでのデータボリュームのマウントポイント。このパラメータは、Docker Remote API の
Create a container (コンテナを作成する) セクションの Volumes にマップされ、--volume オプショ
ンは docker run にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: MountPoints (p. 1453) のリスト (p. 1453)
Update requires: No interruption
NetworkConfiguration
Fargate リソースで実行されているジョブのネットワーク設定。EC2 リソースで実行されているジョ
ブでは、このパラメータを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfiguration (p. 1454)
Update requires: No interruption
Privileged
このパラメータが true のとき、コンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格されたアク
セス許可 (root ユーザーと同様) が付与されます。このパラメータは、Docker Remote API の Create
a container (コンテナを作成する) セクションの Privileged にマップされ、--privileged オプ
ションは docker run にマップされます。デフォルト値は false です。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用できません。ま
た、false として指定することもできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
ReadonlyRootFilesystem
このパラメータが true のとき、コンテナはそのルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスを
許可されます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する)
セクションの ReadonlyRootfs にマップされ、--read-only オプションは docker run にマップ
されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourceRequirements
コンテナに割り当てるリソースのタイプと量。サポートされているリソースには GPU、MEMORY およ
び VCPU などがあります。
必須: いいえ
タイプ: ResourceRequirement (p. 1456) のリスト
Update requires: No interruption
Secrets
コンテナのシークレット。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの機密データの指定を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: Secret (p. 1459) のリスト
Update requires: No interruption
Ulimits
コンテナで設定する ulimits のリスト。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container (コンテナを作成する) セクションの Ulimits にマップされ、--ulimit オプションは
docker run にマップされます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
必須: いいえ
タイプ: Ulimit (p. 1462) のリスト
Update requires: No interruption
User
コンテナ内で使用するユーザー名。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コ
ンテナを作成する) セクションの User にマップされ、--user オプションは docker run にマップさ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Vcpus
ジョブ用に予約された vCPU の数。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。このパラメー
タは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの CpuShares に
マップされ、--cpu-shares オプションは docker run にマップされます。vCPU の数を指定する必要
がありますが、複数の場所で指定することができます。各ノードに少なくとも 1 回指定する必要があ
ります。
このパラメータは EC2 リソースでサポートされますが、Fargate リソースで実行されるジョブではサ
ポートされません。これらのリソースでは、代わりに resourceRequirement を使用します。この
パラメータまたは resourceRequirements の構造を使用できますが、両方を使用することはできま
せん。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。Fargate リソースで実行されるジョブでは、resourceRequirements を使用し
てジョブの vCPU 要件を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Volumes
ジョブで使用されるデータボリュームのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Volumes (p. 1463) のリスト (p. 1463)
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Device
コンテナインスタンスのホストデバイスを表すオブジェクト。

Note
このオブジェクトは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、指定で
きません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"HostPath" : String,
"Permissions" : [ String, ... ]

YAML
ContainerPath: String
HostPath: String
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Permissions:
- String

プロパティ
ContainerPath
ホストデバイスを公開するために使用されるコンテナ内のパス。デフォルトでは hostPath の値が使
用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HostPath
ホストコンテナインスタンス上のデバイスのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Permissions
デバイス用のコンテナを提供する明示的なアクセス許可デフォルトでは、コンテナにはデバイスに対
する read、write、および mknod のアクセス許可があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition EfsVolumeConfiguration
これは、ジョブストレージに Amazon Elastic File System ファイルシステムを使用している場合に使用し
ます。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Amazon EFS Volumes を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthorizationConfig" : AuthorizationConfig (p. 1436),
"FileSystemId" : String,
"RootDirectory" : String,
"TransitEncryption" : String,
"TransitEncryptionPort" : Integer

YAML
AuthorizationConfig:
AuthorizationConfig (p. 1436)
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FileSystemId: String
RootDirectory: String
TransitEncryption: String
TransitEncryptionPort: Integer

プロパティ
AuthorizationConfig
Amazon EFS ファイルシステムの認証設定の詳細。
必須: いいえ
タイプ: AuthorizationConfig (p. 1436)
Update requires: No interruption
FileSystemId
使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RootDirectory
ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内のディレクト
リ。このパラメータを省略すると、代わりに Amazon EFS ボリュームのルートが使用されます。/ を
指定すると、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。最大長は 4,096 文字です。

Important
authorizationConfig に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディレクトリ
パラメータを省略するか、または / に設定して Amazon EFS アクセスポイントにパスを設定
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransitEncryption
Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバー間で Amazon EFS データの転送中の暗号化を有効にす
るかどうかを決定します。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の暗号化を有効にする
必要があります。このパラメータを省略すると、DISABLED のデフォルト値が使用されます。詳細に
ついては、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの Encrypting data in transit を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransitEncryptionPort
Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバーの間で暗号化されたデータを送信するときに使用す
るポート。転送中の暗号化ポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘルパーが使用するポー
API バージョン 2010-05-15
1445

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Batch

ト選択方式が使用されます。この値は 0～65,535 の範囲の値にする必要があります。詳細について
は、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「EFS マウントヘルパー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Environment
環境プロパティタイプでは、ジョブ定義で使用する環境変数を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
環境変数の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
環境変数の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition EvaluateOnExit
満たす条件のセットと、すべての条件が満たされた場合に実行するアクション (RETRY または EXIT) を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Action" : String,
"OnExitCode" : String,
"OnReason" : String,
"OnStatusReason" : String

YAML
Action: String
OnExitCode: String
OnReason: String
OnStatusReason: String

プロパティ
Action
指定された条件 (onStatusReason、onReason および onExitCode)がすべて満たされた場合に実
行するアクションを指定します。値は大文字と小文字が区別されません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EXIT | RETRY
Update requires: No interruption
OnExitCode
ジョブに対して返された ExitCode の10進表現と照合する glob パターンが含まれています。パター
ンの最大長は 512 文字です。数字のみを入力することや末尾をアスタリスク (*) にすることができる
ため、文字列の先頭だけが完全に一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OnReason
ジョブに対して返された Reason と照合する glob パターンが含まれます。パターンの最大長は 512
文字です。文字、数字、ピリオド (.)、コロン (:)、および空白 (スペースおよびタブを含む) を含める
ことができます。必要に応じて末尾をアスタリスク (*) にでき、文字列の先頭だけが完全に一致する必
要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OnStatusReason
ジョブに対して返された StatusReason と照合する glob パターンが含まれます。パターンの最大長
は 512 文字です。文字、数字、ピリオド (.)、コロン (:)、および空白 (スペースまたはタブを含む) を
含めることができます。必要に応じて末尾をアスタリスク (*) にでき、文字列の先頭だけが完全に一致
する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition FargatePlatformConfiguration
Fargate リソースで実行されているジョブのプラットフォーム設定。EC2 リソースで実行されているジョ
ブでは、このパラメータを指定しないでください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PlatformVersion" : String

YAML
PlatformVersion: String

プロパティ
PlatformVersion
ジョブが実行されている AWS Fargate プラットフォームのバージョン。プラットフォームのバージョ
ンは、Fargate リソースで実行されているジョブに対してのみ指定されています。指定されない場
合、デフォルトで LATEST プラットフォームのバージョンが使用されます。これは、AWS Fargate プ
ラットフォームの承認された最新バージョンをコンピューティングリソースに使用します。詳細につ
いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの AWS Fargate プラットフォームの
バージョンを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition LinuxParameters
コンテナに適用される Linux 固有の変更 (デバイスマッピングの詳細など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Devices" : [ Device (p. 1443), ... ],
"InitProcessEnabled" : Boolean,
"MaxSwap" : Integer,
"SharedMemorySize" : Integer,
"Swappiness" : Integer,
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}

"Tmpfs" : [ Tmpfs (p. 1461), ... ]

YAML
Devices:
- Device (p. 1443)
InitProcessEnabled: Boolean
MaxSwap: Integer
SharedMemorySize: Integer
Swappiness: Integer
Tmpfs:
- Tmpfs (p. 1461)

プロパティ
Devices
コンテナに公開するすべてのホストデバイス。このパラメータは、Docker Remote API の Create
a container (コンテナを作成する) セクションの Devices にマップされ、--device オプションは
docker run にマップされます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
必須: いいえ
タイプ: Device (p. 1443) のリスト
Update requires: No interruption
InitProcessEnabled
true の場合、信号を転送し、プロセスを利用するコンテナ内で init プロセスを実行します。このパ
ラメータは、docker run の --init オプションにマッピングされます。このパラメータは、コンテ
ナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.25 以上を使用する必要があります。コンテナイ
ンスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインスタンスにログイン
し、sudo docker version | grep "Server API version" コマンドを実行します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxSwap
コンテナが使用できるスワップメモリの合計 (MiB 単位)。このパラメータは、docker run の -memory-swap オプションに変換されます。値はコンテナメモリの合計に maxSwap 値を加えた値で
す。詳細については、Docker ドキュメントの「--memory-swap details」を参照してください。
0 の maxSwap 値を指定した場合、コンテナはスワップを使用しません。許容値は、0 または任意の
正の整数です。maxSwap パラメータが省略されると、コンテナは実行中のコンテナインスタンスのス
ワップ設定を使用しません。swappiness パラメータを使用するには、maxSwap 値を設定する必要
があります。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SharedMemorySize
/dev/shm ボリュームのサイズ値 (MiB) です。このパラメータは、docker run の --shm-size オプ
ションにマッピングされます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Swappiness
これにより、コンテナのメモリスワップ動作を調整できます。swappiness 値が 0 の場合、絶対に必
要な場合を除きスワップは行われません。100 値が swappiness の場合、ページは非常に積極的にス
ワップされます。使用できる値は、0 と 100 の間の整数です。swappiness パラメータを指定しない
場合、デフォルト値の 60 が使用されます。maxSwap の値が指定されていない場合、このパラメータ
は無視されます。maxSwap が 0 に設定されている場合、コンテナはスワップを使用しません。このパ
ラメータは、docker run の --memory-swappiness オプションにマッピングされます。
コンテナごとのスワップ設定を使用する場合は、次の点を考慮してください。
• スワップ領域を有効にし、コンテナが使用するコンテナインスタンスで割り当てる必要がありま
す。

Note
Amazon ECS 最適化 AMI では、スワップはデフォルトで有効になっていません。この機
能を使用するには、インスタンスでスワップを有効にする必要があります。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスストアのスワッ
プボリューム」または「スワップファイルを使用して Amazon EC2 インスタンスのスワッ
プ領域として動作するようにメモリを割り当てる」を参照してください。
• スワップ領域のパラメータは、EC2 リソースを使用するジョブ定義でのみサポートされます。
• maxSwap および swappiness パラメータがジョブ定義から省略されると、各コンテナのデフォル
トの swappiness 値が 60 になり、合計スワップ使用量はコンテナのメモリ予約の 2 倍に制限され
ます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tmpfs
Tmpfs マウントのコンテナパス、マウントオプション、サイズ (MiB) です。このパラメータ
は、docker run の --tmpfs オプションにマッピングされます。
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Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
必須: いいえ
タイプ: Tmpfs (p. 1461) のリスト (p. 1461)
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition LogConfiguration
コンテナのカスタムログドライバーに送信するログ設定オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LogDriver" : String,
"Options" : Json,
"SecretOptions" : [ Secret (p. 1459), ... ]

YAML
LogDriver: String
Options: Json
SecretOptions:
- Secret (p. 1459)

プロパティ
LogDriver
コンテナに使用するログドライバー。このパラメータの有効な値は、Amazon ECS コンテナエージェ
ントがデフォルトで通信できるログドライバーです。
サポートされているログドライバーは awslogs、fluentd、gelf、jsonfile、journald、logentries、syslog、splunk です。

Note
Fargate リソースで実行されているジョブでは、awslogs および splunk ログドライバーに
制限されます。
awslogs
Amazon CloudWatch Logs ログ記録ドライバーを指定します。詳細については、AWS Batch
ユーザーガイドの awslogs ログドライバーの使用方法、および Docker ドキュメントの Amazon
CloudWatch Logs ログ記録ドライバーを参照してください。
fluentd
Fluentd ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「Fluentd logging driver」を参照してください。
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gelf
Graylog 拡張形式 (GELF) ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細に
ついては、Docker ドキュメントの「Graylog Extended Format logging driver」を参照してくださ
い。
journald
Journald ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「JJournald logging driver」を参照してください。
json-file
JSON ファイルログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細について
は、Docker ドキュメントの「JSON File logging driver」を参照してください。
isplunk
Splunk ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細については、Docker
ドキュメントの「Splunk logging driver」を参照してください。
syslog
syslog ログ記録ドライバーを指定します。使用方法やオプションなどの詳細については、Docker
ドキュメントの「Syslog logging driver」を参照してください。

Note
上記以外のカスタムドライバーを Amazon ECS コンテナエージェントで使用する場合
は、GitHub で入手できる Amazon ECS コンテナエージェントプロジェクトをフォークし、
そのドライバーを使用できるようにカスタマイズできます。含めたい変更については、プル
リクエストを送信することをお勧めします。ただし、現在、アマゾン ウェブ サービスでは、
このソフトウェアの変更されたコピーの実行をサポートしていません。
このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナ
インスタンスにログインし、sudo docker version | grep "Server API version" コマンド
を実行します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: awslogs | fluentd | gelf | journald | json-file | splunk | syslog
Update requires: No interruption
Options
ログドライバーに送信する設定オプション。このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker
Remote API バージョン 1.19 以上を使用する必要があります。コンテナインスタンスの Docker
Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインスタンスにログインし、sudo docker
version | grep "Server API version" コマンドを実行します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SecretOptions
ログ設定に渡すシークレット。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの機密データの指定を参
照してください。
必須: いいえ
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タイプ: Secret (p. 1459) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition MountPoints
ジョブのコンテナプロパティで使用される Docker ボリュームマウントポイントの詳細。このパラメータ
は、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの Volumes にマップさ
れ、--volume オプションは docker run にマップされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"ReadOnly" : Boolean,
"SourceVolume" : String

YAML
ContainerPath: String
ReadOnly: Boolean
SourceVolume: String

プロパティ
ContainerPath
ホストボリュームをマウントするコンテナ上のパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReadOnly
この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。それ以外
の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SourceVolume
マウントするボリュームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Batch::JobDefinition NetworkConfiguration
Fargate リソースで実行されているジョブのネットワーク設定。EC2 リソースで実行されているジョブで
は、このパラメータを指定しないでください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AssignPublicIp" : String

YAML
AssignPublicIp: String

プロパティ
AssignPublicIp
ジョブにパブリック IP アドレスがある必要があるかどうかを示します。プライベートサブネット内の
Fargate リソースで実行されているジョブが、アウトバウンドトラフィックをインターネットに送信
する場合 (コンテナイメージをプルする場合など)、プライベートサブネットでは NAT ゲートウェイを
インターネットへのルートリクエストに接続する必要があります。詳細については、Amazon ECS タ
スクネットワーキングを参照してください。デフォルト値は「DISABLED」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition NodeProperties
マルチノードの並列ジョブのノードプロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MainNode" : Integer,
"NodeRangeProperties" : [ NodeRangeProperty (p. 1455), ... ],
"NumNodes" : Integer

YAML
MainNode: Integer
NodeRangeProperties:
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- NodeRangeProperty (p. 1455)
NumNodes: Integer

プロパティ
MainNode
複数ノードの並列ジョブの主要なノードにノードインデックスを指定します。このノードインデック
ス値は、ノード数未満である必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NodeRangeProperties
複数ノードの並列ジョブに関連付けられたノード範囲とそのプロパティの一覧。
必須: はい
タイプ: NodeRangeProperty (p. 1455) のリスト
Update requires: No interruption
NumNodes
複数ノードの並列ジョブに関連付けられたノードの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドのマルチノード並列ジョブ。

AWS::Batch::JobDefinition NodeRangeProperty
マルチノード並列ジョブのノード範囲のプロパティを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Container" : ContainerProperties (p. 1437),
"TargetNodes" : String

YAML
Container:
ContainerProperties (p. 1437)
TargetNodes: String
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プロパティ
Container
ノード範囲のコンテナの詳細。
必須: いいえ
タイプ: ContainerProperties (p. 1437)
Update requires: No interruption
TargetNodes
ノードのインデックス値を使用したノードの範囲。0:3 の範囲は、インデックス値が 0 から 3 のノー
ドを示しています。開始範囲値が省略されている場合 (:n)、範囲の開始値に 0 が使用されます。終了
範囲値が省略されている場合 (n:)、範囲の終了値にはできるだけ高いノードインデックスが使用され
ます。累積ノード範囲は、すべてのノード (0:n) を考慮する必要があります。ノード範囲をネストす
ることができます。たとえば 0:10 および 4:5 の場合、4:5 範囲のプロパティは 0:10 プロパティを
オーバーライドします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドのマルチノード並列ジョブ。

AWS::Batch::JobDefinition ResourceRequirement
コンテナに割り当てるリソースのタイプと量。サポートされているリソースには GPU、MEMORY および
VCPU などがあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
コンテナに割り当てるリソースのタイプ。サポートされているリソースには GPU、MEMORY および
VCPU などがあります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GPU | MEMORY | VCPU
Update requires: No interruption
Value
コンテナ用に予約する指定されたリソースの量。値は、指定された type によって異なります。
タイプ =「GPU」
コンテナ用に予約する物理 GPU の数。ジョブ内のすべてのコンテナ用に予約されている GPU の
数は、ジョブが起動されたコンピューティングリソースで使用できる GPU の数以下である必要
があります。

Note
GPU は、Fargate リソースで実行されているジョブでは使用できません。
タイプ =「MEMORY」
コンテナに適用されるメモリのハード制限 (MiB)。このパラメータは、EC2 リソースで実行され
ているジョブでサポートされます。コンテナが指定されたメモリを超えようとすると、強制終了
されます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する)
セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマップされます。
ジョブに対して少なくとも 4 MiB のメモリを指定する必要があります。これは必須ですが、マル
チノードパラレル (MNP) ジョブでは複数の場所で指定できます。各ノードに少なくとも 1 回指定
する必要があります。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを
作成する) セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker run にマップさ
れます。

Note
特定のインスタンスタイプに可能な限り多くのメモリをジョブに割り当ててリソース使
用率を最大化する場合は、AWS Batch ユーザーガイドのメモリ管理を参照してくださ
い。
Fargate リソースで実行されているジョブの場合、value はハード制限 (MiB) で、サポートされ
ている値のいずれかに一致する必要があります。また、そのメモリ値でサポートされている VCPU
値のいずれかである必要があります。
値 = 512
VCPU = 0.25
値 = 1024
VCPU = 0.25 または 0.5
値 = 2048
VCPU = 0.25、0.5 または 1
値 = 3072
VCPU = 0.5 または 1
値 = 4096
VCPU = 0.5、1 または 2
値 = 5120、6144 または 7168
VCPU = 1 または 2
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値 = 8192
VCPU = 1、2 または 4
値 = 9216、10240、11264、12288、13312、14336、15360 または 16384
VCPU = 2 または 4
値=
17408、18432、19456、20480、21504、22528、23552、24576、25600、26624、27648、28672、29696
または 30720
VCPU = 4
タイプ = 「vCPU」
コンテナ用に予約された vCPU の数。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container (コンテナを作成する) セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オプ
ションは docker run にマップされます。各 vCPU は 1,024 個の CPU 配分に相当します。EC2 リ
ソースの場合、少なくとも 1 つの vCPU を指定する必要があります。これは必須ですが、複数の
場所で指定できます。各ノードに少なくとも 1 回指定する必要があります。
Fargate リソースで実行されているジョブの場合、value はサポートされている値のいずれかに
一致し、MEMORY 値は VCPU 値でサポートされている値のいずれかである必要があります。サ
ポートされている値は 0.25、0.5、1、2、4 です。
値 = 0.25
MEMORY = 512、1024、2048
値 = 0.5
MEMORY= 1024、2048、3072、4096
値=1
MEMORY= 2048、3072、4096、5120、6144、7168、8192
値=2
MEMORY=
4096、5120、6144、7168、8192、9216、10240、11264、12288、13312、14336、15360、16384
値=4

MEMORY=
8192、9216、10240、11264、12288、13312、14336、15360、16384、17408、18432、19456、20480、
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition RetryStrategy
ジョブに関連付けられている再試行戦略。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドのジョブの再試行
の自動化を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Attempts" : Integer,
"EvaluateOnExit" : [ EvaluateOnExit (p. 1446), ... ]

YAML
Attempts: Integer
EvaluateOnExit:
- EvaluateOnExit (p. 1446)

プロパティ
Attempts
ジョブを RUNNABLE ステータスに移行する回数。1〜10 回の試行を指定できます。attempts の値が
1 より大きい場合、ジョブは失敗時にこの値と同じ試行回数だけ再試行されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EvaluateOnExit
ジョブの再試行または失敗の条件を指定する、最大 5 つのオブジェクトの配列。このパラメータを指
定する場合は、attempts パラメータも指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: EvaluateOnExit (p. 1446) のリスト (p. 1446)
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Secret
コンテナに公開するシークレットを表すオブジェクトです。以下の方法でシークレットをコンテナに公開
できます。
• 機密データを環境変数としてコンテナに挿入するには、secrets コンテナ定義パラメータを使用しま
す。
• コンテナのログ設定内の機密情報を参照するには、secretOptions コンテナ定義パラメータを使用し
ます。
詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの機密データの指定を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"ValueFrom" : String
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YAML
Name: String
ValueFrom: String

プロパティ
Name
シークレットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ValueFrom
コンテナに公開するシークレット。サポートされている値は、AWS Secrets Manager シークレットの
完全な ARN または AWS Systems Manager パラメータストア内のパラメータの完全な ARN のいずれ
かです。

Note
起動するジョブと同じリージョンに AWS Systems Manager パラメータストアのパラメータ
が存在する場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメー
タが別のリージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Timeout
ジョブのタイムアウト設定を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttemptDurationSeconds" : Integer

YAML
AttemptDurationSeconds: Integer

プロパティ
AttemptDurationSeconds
終了していない場合に AWS Batch によってジョブが終了されるまでの時間 (秒) (ジョブ試行の
startedAt タイムスタンプから計測)。タイムアウトの最小値は 60 秒です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch API リファレンスの JobTimeout。

AWS::Batch::JobDefinition Tmpfs
Tmpfs マウントのコンテナパス、マウントオプション、およびサイズ。

Note
このオブジェクトは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"MountOptions" : [ String, ... ],
"Size" : Integer

YAML
ContainerPath: String
MountOptions:
- String
Size: Integer

プロパティ
ContainerPath
tmpfs ボリュームをマウントするコンテナ内のファイルの絶対パス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MountOptions
Tmpfs ボリュームのマウントオプションのリストです。
有効な値: "defaults" | "ro" | "rw" | "suid" | "nosuid" | "dev" | "nodev" | "exec" | "noexec" |
"sync" | "async" | "dirsync" | "remount" | "mand" | "nomand" | "atime" | "noatime" | "diratime"
| "nodiratime" | "bind" | "rbind" | "unbindable" | "runbindable" | "private"
| "rprivate" | "shared" | "rshared" | "slave" | "rslave" | "relatime" |
"norelatime" | "strictatime" | "nostrictatime" | "mode" | "uid" | "gid" | "nr_inodes" |
"nr_blocks" | "mpol"
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Size
Tmpfs ボリュームのサイズ (MiB) です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Ulimit
コンテナに渡す ulimit 設定。

Note
このオブジェクトは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HardLimit" : Integer,
"Name" : String,
"SoftLimit" : Integer

YAML
HardLimit: Integer
Name: String
SoftLimit: Integer

プロパティ
HardLimit
ulimit タイプのハード制限。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
ulimit の type。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
SoftLimit
ulimit タイプのソフト制限。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition Volumes
ジョブに関連付けられているボリュームのリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EfsVolumeConfiguration" : EfsVolumeConfiguration (p. 1444),
"Host" : VolumesHost (p. 1464),
"Name" : String

YAML
EfsVolumeConfiguration:
EfsVolumeConfiguration (p. 1444)
Host:
VolumesHost (p. 1464)
Name: String

プロパティ
EfsVolumeConfiguration
これは、ジョブストレージに Amazon Elastic File System ファイルシステムを使用している場合に使
用します。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Amazon EFS Volumes を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: EfsVolumeConfiguration (p. 1444)
Update requires: No interruption
Host
host パラメータの内容により、データボリュームがホストコンテナインスタンスで保持されるかど
うか、保持される場合はその場所が決まります。host パラメータが空の場合は、Docker デーモンに
よってデータボリュームのホストパスが割り当てられます。ただし、関連付けられたコンテナが実行
を停止した後も、データが保持されるという保証はありません。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されているジョブには適用されないため、提供で
きません。
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必須: いいえ
タイプ: VolumesHost (p. 1464)
Update requires: No interruption
Name
ボリュームの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。この名前は、コンテナ定義 sourceVolume の mountPoints パラメータで参照されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Batch::JobDefinition VolumesHost
データボリュームが、ホストコンテナインスタンスと格納場所に保持されるかどうかを決定します。この
パラメータが空の場合、Docker デーモンによってデータボリュームのホストパスが割り当てられますが、
関連付けられたコンテナの実行が停止した後も、データが保持される保証はありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourcePath" : String

YAML
SourcePath: String

プロパティ
SourcePath
コンテナに渡されるホストコンテナインスタンス上のパス。このパラメータが空の場合は、Docker
デーモンによってホストパスが割り当てられています。このパラメータにファイルの場所が含まれて
いる場合、データボリュームは手動で削除するまでホストコンテナインスタンスの指定された場所に
保持されます。ソースパスの場所がホストコンテナインスタンスに存在しない場合、Docker デーモン
によってそのパスが作成されます。その場所が存在する場合は、ソースパスフォルダーの内容がエク
スポートされます。

Note
このパラメータは、Fargate リソースで実行されるジョブには適用されないため、指定できま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Batch::JobQueue
AWS::Batch::JobQueue リソースで、AWS Batch ジョブキュー定義のパラメータを指定します。詳細
については、AWS Batch ユーザーガイド の Job Queues を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Batch::JobQueue",
"Properties" : {
"ComputeEnvironmentOrder" : [ ComputeEnvironmentOrder (p. 1467), ... ],
"JobQueueName" : String,
"Priority" : Integer,
"State" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Batch::JobQueue
Properties:
ComputeEnvironmentOrder:
- ComputeEnvironmentOrder (p. 1467)
JobQueueName: String
Priority: Integer
State: String
Tags: Json

プロパティ
ComputeEnvironmentOrder
ジョブキューにマッピングされているコンピューティング環境のセットおよびコンピューティング環
境間の順序。ジョブスケジューラは、このパラメータを使用して、どのコンピューティング環境で
特定のジョブを実行するかを決定します。コンピューティング環境は、ジョブキューに関連付ける
前に、VALID 状態になっていることが必要です。1 つのジョブキューには、最大 3 つのコンピュー
ティング環境を関連付けることができます。すべてのコンピューティング環境が、EC2 (EC2 または
SPOT) または Fargate(FARGATE または FARGATE_SPOT) であることが必要です。EC2 と Fargate の
コンピューティング環境を混在させることはできません。

Note
ジョブキューに関連付けられているコンピューティング環境では必ず、同じアーキテクチャ
を使用する必要があります。AWS Batch では、1 つのジョブキューでコンピューティング環
境アーキテクチャを混在させることはできません。
必須: はい
タイプ: List (p. 1467) of ComputeEnvironmentOrder (p. 1467)
Update requires: No interruption
JobQueueName
ジョブキューの名前。最大 128 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、下線を使用できます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Priority
ジョブキューの優先度です。同じコンピューティング環境と関連付けられているジョブキュー間で
は、優先度が高い (priority パラメータの整数値が高い) ジョブキューほど先に処理されます。優
先度は降順に決定されます。例えば、優先度の値が 10 のジョブキューは、優先度の値が 1 のジョブ
キューより先にスケジュールされます。すべてのコンピューティング環境が、EC2 (EC2 または SPOT)
または Fargate(FARGATE または FARGATE_SPOT) であることが必要です。EC2 と Fargate のコン
ピューティング環境を混在させることはできません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
State
ジョブキューの状態です。ジョブキューの状態が ENABLED である場合は、ジョブを受け入れること
ができます。ジョブキューの状態が DISABLED である場合は、新しいジョブをキューに追加できませ
んが、すでにキューにあるジョブは終了できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Tags
ジョブキューに適用されるタグ。詳細については、 AWS Batch ユーザーガイドの AWS Batch リソー
スにタグを付けるを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
arn:aws:batch:us-east-1:111122223333:job-queue/HighPriority などのジョブキュー ARN
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
2 つのコンピューティング環境にマップされたジョブキュー
以下の例では、HighPriority という名前のジョブキューを定義して、2 つのコンピューティング環境に
マップしています。
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JSON
{

}

"JobQueue": {
"Type": "AWS::Batch::JobQueue",
"Properties": {
"ComputeEnvironmentOrder": [
{
"Order": 1,
"ComputeEnvironment": "C4OnDemand"
},
{
"Order": 2,
"ComputeEnvironment": "M4Spot"
}
],
"State": "ENABLED",
"Priority": 1,
"JobQueueName": "HighPriority"
}
}

YAML
JobQueue:
Type: AWS::Batch::JobQueue
Properties:
ComputeEnvironmentOrder:
- Order: 1
ComputeEnvironment: C4OnDemand
- Order: 2
ComputeEnvironment: M4Spot
State: ENABLED
Priority: 1
JobQueueName: HighPriority

以下の資料も参照してください。
• AWS Batch ユーザーガイドのジョブキューパラメータ

AWS::Batch::JobQueue ComputeEnvironmentOrder
キュー内でコンピューティング環境がジョブの配置先として試行される順序。コンピューティング環
境は昇順に試行されます。たとえば、2 つのコンピューティング環境が 1 つのジョブキューに関連付け
られている場合、整数値が小さい方のコンピューティング環境がジョブの配置先としてまず試行されま
す。コンピューティング環境は、ジョブキューに関連付ける前に、VALID 状態になっていることが必要
です。すべてのコンピューティング環境が、EC2 (EC2 または SPOT) または Fargate(FARGATE または
FARGATE_SPOT) であることが必要です。EC2 と Fargate のコンピューティング環境を混在させることは
できません。

Note
ジョブキューに関連付けられているコンピューティング環境では必ず、同じアーキテクチャを使
用する必要があります。AWS Batch では、1 つのジョブキューでコンピューティング環境アーキ
テクチャを混在させることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ComputeEnvironment" : String,
"Order" : Integer

YAML
ComputeEnvironment: String
Order: Integer

プロパティ
ComputeEnvironment
コンピューティング環境の Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Order
コンピューティング環境の順番。コンピューティング環境は昇順に試行されます。たとえば、2 つの
コンピューティング環境が 1 つのジョブキューに関連付けられている場合、order の整数値が低いほ
うのコンピューティング環境にジョブの配置が先に試行されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS Billing and Cost Management Budgets リソース
タイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Budgets::Budget (p. 1468)
• AWS::Budgets::BudgetsAction (p. 1483)

AWS::Budgets::Budget
AWS::Budgets::Budget リソースを使用すると、顧客は予算のしきい値を超えたときにトリガーされる
事前定義済みの操作を実行できます。請求およびコスト管理の予算を作成、置換、または削除します。詳
細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの予算によるコストの管理を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Budgets::Budget",
"Properties" : {
"Budget" : BudgetData (p. 1471),
"NotificationsWithSubscribers" : [ NotificationWithSubscribers (p. 1479), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Budgets::Budget
Properties:
Budget:
BudgetData (p. 1471)
NotificationsWithSubscribers:
- NotificationWithSubscribers (p. 1479)

プロパティ
Budget
作成する予算のオブジェクト。
必須: はい
タイプ: BudgetData (p. 1471)
Update requires: No interruption
NotificationsWithSubscribers
予算に関連付ける通知。予算には、最大 5 つの通知を関連付けることができ、各通知には、1
つの SNS サブスクライバーと最大 10 の E メールサブスクライバーを関連付けることができま
す。CreateBudget コールに通知とサブスクライバーを含める場合、AWS は通知とサブスクライ
バーも作成します。
必須: いいえ
タイプ: NotificationWithSubscribers (p. 1479) のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
テンプレートによって作成される予算の名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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2 つの通知で 100 USD の予算
次の例では、100 USD の予算を作成し、80 USD 以上または 99 USD 以上を支出したときに通知を行いま
す。通知は、サブスクライバー email@example.com および email2@example.com に送信されます。

JSON
{

"Description": "Basic Budget test",
"Resources": {
"Budget": {
"Type": "AWS::Budgets::Budget",
"Properties": {
"Budget": {
"BudgetLimit": {
"Amount": "100",
"Unit": "USD"
},
"TimeUnit": "MONTHLY",
"TimePeriod": {
"Start": "1225864800",
"End": "1926864800"
},
"BudgetType": "COST",
"CostFilters": {
"AZ": [
"us-east-1",
"us-west-1",
"us-east-2"
]
}
},
"NotificationsWithSubscribers": [
{
"Notification": {
"NotificationType": "ACTUAL",
"ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
"Threshold": 99
},
"Subscribers": [
{
"SubscriptionType": "EMAIL",
"Address": "email@example.com"
},
{
"SubscriptionType": "EMAIL",
"Address": "email2@example.com"
}
]
},
{
"Notification": {
"NotificationType": "ACTUAL",
"ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
"Threshold": 80
},
"Subscribers": [
{
"SubscriptionType": "EMAIL",
"Address": "email@example.com"
}
]
}
]
}
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}

}
},
"Outputs": {
"BudgetId": {
"Value": "BudgetExample"
}
}

YAML
--Description: "Basic Budget test"
Resources:
BudgetExample:
Type: "AWS::Budgets::Budget"
Properties:
Budget:
BudgetLimit:
Amount: 100
Unit: USD
TimeUnit: MONTHLY
TimePeriod:
Start: 1225864800
End: 1926864800
BudgetType: COST
CostFilters:
AZ:
- us-east-1
- us-west-1
- us-east-2
NotificationsWithSubscribers:
- Notification:
NotificationType: ACTUAL
ComparisonOperator: GREATER_THAN
Threshold: 99
Subscribers:
- SubscriptionType: EMAIL
Address: email@example.com
- SubscriptionType: EMAIL
Address: email2@example.com
- Notification:
NotificationType: ACTUAL
ComparisonOperator: GREATER_THAN
Threshold: 80
Subscribers:
- SubscriptionType: EMAIL
Address: email@example.com
Outputs:
BudgetId:
Value: !Ref BudgetExample

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の CreateBudget

AWS::Budgets::Budget BudgetData
CreateBudget オペレーションの出力を表します。その内容は詳細メタデータ、データファイル情
報、budget オブジェクトの現在の状態で構成されます。
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これは、budget の ARN パターンです。
arn:aws:budgets::AccountId:budget/budgetName

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BudgetLimit" : Spend (p. 1480),
"BudgetName" : String,
"BudgetType" : String,
"CostFilters" : Json,
"CostTypes" : CostTypes (p. 1474),
"PlannedBudgetLimits" : Json,
"TimePeriod" : TimePeriod (p. 1482),
"TimeUnit" : String

YAML
BudgetLimit:
Spend (p. 1480)
BudgetName: String
BudgetType: String
CostFilters: Json
CostTypes:
CostTypes (p. 1474)
PlannedBudgetLimits: Json
TimePeriod:
TimePeriod (p. 1482)
TimeUnit: String

プロパティ
BudgetLimit
予算で追跡する費用、使用量、RI 使用率、RI カバレッジ、Savings Plans 使用率、または Savings
Plans カバレッジの合計金額。
BudgetLimit は支出または使途では必須ですが、RI または Savings Plans 使用率またはカバ
レッジ予算ではオプションです。RI および Savings Plans 使用率またはカバレッジ予算のデフォ
ルトは 100 です。これは、RI または Savings Plans 使用率またはカバレッジ予算に対してのみ
有効な値です。CreateBudget および UpdateBudget アクションの場合、BudgetLimit と
PlannedBudgetLimits を併用することはできません。
必須: いいえ
タイプ: Spend (p. 1480)
Update requires: No interruption
BudgetName
予算の名前。値はアカウント内で一意である必要があります。BudgetName に : および \ の文字
を使用することはできません。テンプレートに BudgetName の値を含めない場合、Billing and Cost
Management はランダムに生成された名前を予算に割り当てます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BudgetType
この予算がコスト、使用率、RI稼働率、RIカバレッジ、Savings Plans 使用率、または Savings Plans
カバレッジを追跡するかどうか。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: COST | RI_COVERAGE | RI_UTILIZATION | SAVINGS_PLANS_COVERAGE |
SAVINGS_PLANS_UTILIZATION | USAGE
Update requires: No interruption
CostFilters
予算に適用されるコストフィルタ (サービス、タグなど)。
AWS Budgets は、RI 予算のフィルターとして以下のサービスをサポートしています。
• Amazon EC2
• Amazon Redshift
• Amazon Relational Database Service
• Amazon ElastiCache
• Amazon OpenSearch Service
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
CostTypes
この COST 予算に含まれるコストのタイプ。
USAGE、RI_UTILIZATION、RI_COVERAGE、SAVINGS_PLANS_UTILIZATION、SAVINGS_PLANS_COVERAGE
の各予算には CostTypes がありません。
必須: いいえ
タイプ: CostTypes (p. 1474)
Update requires: No interruption
PlannedBudgetLimits
現在または将来の制限を含む、複数の BudgetLimit を含むマップ。
PlannedBudgetLimits は、コストまたは使用量の予算で利用でき、月次および四半期ごとの
TimeUnit をサポートします。
毎月の予算については、12 か月分の PlannedBudgetLimits 値を指定します。これは当月から開始
し、次の 11 か月を含める必要があります。key は、月、UTC の開始日 (エポック秒単位) です。
四半期ごとの予算については、4 四半期の PlannedBudgetLimits 値のエントリを標準の暦四半期
単位で指定します。これは現在の四半期から開始し、次の 3 四半期を含める必要があります。key
は、四半期、UTC の開始日 (エポック秒単位) です。
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計画された予算が月間 12 か月、または四半期ごとに 4 四半期より前に期限切れになる場合は、残り
の期間の PlannedBudgetLimits 値のみを指定します。
予算が将来の日付に開始される場合は、予算の開始日から PlannedBudgetLimits 値を指定しま
す。
PlannedBudgetLimits のすべての BudgetLimit 値 のが使用された後、予算は最後の制限を
BudgetLimit として使用し続けます。この時点で、計画された予算は、固定予算と同じです。
PlannedBudgetLimits に加えて DescribeBudget および DescribeBudgets レスポンス
には、PlannedBudgetLimits に存在する現在の月または四半期制限を表す BudgetLimit
も含まれ ます。これは、PlannedBudgetLimits で作成された予算にのみ適用されま
す。PlannedBudgetLimits なしで作成された予算には、BudgetLimit のみが含まれてお
り、PlannedBudgetLimits は含まれません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
TimePeriod
予算の対象期間。期間は開始日と終了日で指定します。開始日は終了日より前であることが必要で
す。終了日に制限はありません。
予算の開始日。予算を作成し、開始日を指定しなかった場合、開始日はデフォルトで、選択した期
間の開始日 (月別、四半期別、または年別) になります。たとえば、2019 年 1 月 24 日に予算を作成
し、MONTHLY を選択し、開始日を設定しなかった場合、開始日はデフォルトで 01/01/19 00:00
UTC になります。デフォルトは、AWS Billing and Cost Management コンソールと API で同じです。
UpdateBudget オペレーションで開始日を変更できます。
終了日の後、AWS は予算およびその関連付けられたすべての通知とサブスクライバーを削除します。
必須: いいえ
タイプ: TimePeriod (p. 1482)
Update requires: No interruption
TimeUnit
予算が実際の支出と予測支出をリセットするまでの時間。DAILY は、RI_UTILIZATION 予算と
RI_COVERAGE 予算でのみ使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ANNUALLY | DAILY | MONTHLY | QUARTERLY
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の Budget

AWS::Budgets::Budget CostTypes
COST 予算に含まれるコストのタイプ (税金やサブスクリプションなど)。
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USAGE、RI_UTILIZATION、RI_COVERAGE、SAVINGS_PLANS_UTILIZATION、SAVINGS_PLANS_COVERAGE
の各予算には CostTypes がありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IncludeCredit" : Boolean,
"IncludeDiscount" : Boolean,
"IncludeOtherSubscription" : Boolean,
"IncludeRecurring" : Boolean,
"IncludeRefund" : Boolean,
"IncludeSubscription" : Boolean,
"IncludeSupport" : Boolean,
"IncludeTax" : Boolean,
"IncludeUpfront" : Boolean,
"UseAmortized" : Boolean,
"UseBlended" : Boolean

YAML
IncludeCredit: Boolean
IncludeDiscount: Boolean
IncludeOtherSubscription: Boolean
IncludeRecurring: Boolean
IncludeRefund: Boolean
IncludeSubscription: Boolean
IncludeSupport: Boolean
IncludeTax: Boolean
IncludeUpfront: Boolean
UseAmortized: Boolean
UseBlended: Boolean

プロパティ
IncludeCredit
予算にクレジットを含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeDiscount
予算に割引を含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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IncludeOtherSubscription
予算に非 RI サブスクリプションコストを含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeRecurring
予算に月額 RI コストなどの定期的な手数料を含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeRefund
予算に返金を含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeSubscription
予算にサブスクリプションを含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeSupport
予算にサポートサブスクリプション料金を含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeTax
予算に税金を含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeUpfront
予算に前払い RI コストを含めるかどうかを指定します。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
UseAmortized
予算で償却率を使用するかどうかを指定します。
デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
UseBlended
予算にブレンドレートを使用するかどうかを指定します。
デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の CostTypes

AWS::Budgets::Budget Notification
予算に関連付ける通知。予算には、最大 10 件の通知を関連付けることができます。
各通知には 1 つ以上のサブスクライバーが必要です。通知には、1 つの SNS サブスクライバーと最大 10
の E メールサブスクライバーとで、合計 11 のサブスクライバーを関連付けることができます。
たとえば、200 USD の予算があり、160 USD を超えると通知されるようにする場合は、以下のパラメー
タを使用して通知を作成します。
• notificationType が ACTUAL
• thresholdType が PERCENTAGE
• comparisonOperator が GREATER_THAN
• 通知の threshold が 80
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"NotificationType" : String,
"Threshold" : Double,
"ThresholdType" : String

YAML
ComparisonOperator: String
NotificationType: String
Threshold: Double
ThresholdType: String

プロパティ
ComparisonOperator
この通知に使用する比較演算子。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EQUAL_TO | GREATER_THAN | LESS_THAN
Update requires: No interruption
NotificationType
通知が実支出に関するものか (ACTUAL)、予測支出に関するものか (FORECASTED)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ACTUAL | FORECASTED
Update requires: No interruption
Threshold
通知に関連付けるしきい値。しきい値は常にパーセンテージであり、多くのお客様では、予算額の
50%～200% の間で値が警告されます。予算額の 1,000,000% 超がしきい値の上限です。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ThresholdType
通知のしきい値のタイプ。ABSOLUTE_VALUE しきい値の場合は、合計コストしきい値を超過すると
き、または超過すると予測されるときに、AWS によって通知されます。PERCENTAGE しきい値の場
合は、特定のパーセンテージを超過するとき、または超過すると予測されるときに、AWS によって通
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知されます。例えば、予算が 200 USD で、PERCENTAGE しきい値が 80% の場合は、160 USD を超
えると AWS によって通知されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ABSOLUTE_VALUE | PERCENTAGE
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の Notification

AWS::Budgets::Budget NotificationWithSubscribers
サブスクライバーが関連付けられた通知。通知には、1 つの SNS サブスクライバーと最大 10 の E メール
サブスクライバーとで、合計 11 のサブスクライバーを関連付けることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Notification" : Notification (p. 1477),
"Subscribers" : [ Subscriber (p. 1481), ... ]

YAML
Notification:
Notification (p. 1477)
Subscribers:
- Subscriber (p. 1481)

プロパティ
Notification
予算に関連付けられている通知。
必須: はい
タイプ: Notification (p. 1477)
Update requires: No interruption
Subscribers
この通知にサブスクライブされているサブスクライバーのリスト。
必須: はい
タイプ: Subscriber (p. 1481) のリスト
最大: 11
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の NotificationWithSubscribers

AWS::Budgets::Budget Spend
予算に対して測定されるコストまたは使用量。
たとえば、Spend が 3 GB の S3 使用量には、以下のパラメータがあります。
• Amount が 3
• unit が GB

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Amount" : Double,
"Unit" : String

YAML
Amount: Double
Unit: String

プロパティ
Amount
予算予測、実支出、または予算しきい値に関連付けられているコストまたは使用量。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Unit
予算予測、実支出、または予算しきい値に使用される単位 (USD や GB など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の Spend
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AWS::Budgets::Budget Subscriber
Subscriber プロパティタイプは、Billing and Cost Management 予算通知の通知先を指定します。サブス
クライバーは、サブスクリプションタイプと、Amazon SNS トピックまたは E メールアドレスで構成され
ます。
たとえば、E メールサブスクライバーには、以下のパラメータがあります。
• subscriptionType が EMAIL
• address が example@example.com

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Address" : String,
"SubscriptionType" : String

YAML
Address: String
SubscriptionType: String

プロパティ
Address
AWS が予算の通知を送信する先の SNS トピックまたは E メールアドレス。
サブスクライバーを作成する際、Address の値に改行を含めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubscriptionType
AWS がサブスクライバーに送信する通知のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EMAIL | SNS
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の Subscriber
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AWS::Budgets::Budget TimePeriod
予算の対象期間。期間は開始日と終了日で指定します。開始日は終了日より前であることが必要です。終
了日に制限はありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"End" : String,
"Start" : String

YAML
End: String
Start: String

プロパティ
End
予算の終了日。終了日を指定しなかった場合は、AWS によって終了日が 06/15/87 00:00 UTC に
設定されます。デフォルトは、AWS Billing and Cost Management コンソールと API で同じです。
終了日の後、AWS は予算およびその関連付けられたすべての通知とサブスクライバーを削除しま
す。UpdateBudget オペレーションで終了日を変更できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Start
予算の開始日。予算を作成し、開始日を指定しなかった場合、開始日はデフォルトで、選択した期
間の開始日 (月別、四半期別、または年別) になります。たとえば、2019 年 1 月 24 日に予算を作成
し、MONTHLY を選択し、開始日を設定しなかった場合、開始日はデフォルトで 01/01/19 00:00
UTC になります。デフォルトは、AWS Billing and Cost Management コンソールと API で同じです。
UpdateBudget オペレーションで開始日を変更できます。
有効な値は、BudgetType の値によって異なります。
• BudgetType が COST または USAGE の場合: 有効な値は MONTHLY、QUARTERLY、および
ANNUALLY です。
• BudgetType が RI_UTILIZATION または RI_COVERAGE の場合: 有効な値は
DAILY、MONTHLY、QUARTERLY、および ANNUALLY です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• AWS Cost Explorer サービスコスト管理 API の TimePeriod

AWS::Budgets::BudgetsAction
AWS::Budgets::BudgetsAction リソースを使用すると、予算のしきい値を超えたときに開始される定
義済みの操作を実行できます。詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの予
算によるコストの管理を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Budgets::BudgetsAction",
"Properties" : {
"ActionThreshold" : ActionThreshold (p. 1485),
"ActionType" : String,
"ApprovalModel" : String,
"BudgetName" : String,
"Definition" : Definition (p. 1486),
"ExecutionRoleArn" : String,
"NotificationType" : String,
"Subscribers" : [ Subscriber (p. 1490), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Budgets::BudgetsAction
Properties:
ActionThreshold:
ActionThreshold (p. 1485)
ActionType: String
ApprovalModel: String
BudgetName: String
Definition:
Definition (p. 1486)
ExecutionRoleArn: String
NotificationType: String
Subscribers:
- Subscriber (p. 1490)

プロパティ
ActionThreshold
アクションのトリガーしきい値。
必須: はい
タイプ: ActionThreshold (p. 1485)
Update requires: No interruption
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ActionType
アクションの種類。これは、このアクションで実行できるタスクのタイプを定義します。このフィー
ルドは、定義の形式も決定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: APPLY_IAM_POLICY | APPLY_SCP_POLICY | RUN_SSM_DOCUMENTS
Update requires: Replacement
ApprovalModel
これにより、アクションに手動承認が必要か自動承認が必要かを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUTOMATIC | MANUAL
Update requires: No interruption
BudgetName
予算名を表す文字列。「:」および「\」文字は使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Definition
タイプ固有のパラメータをすべて指定します。
必須: はい
タイプ: Definition (p. 1486)
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
アクションの実行と回復のために渡されたロール。ロールとアクションは、同じアカウントに存在す
る必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 32
最大: 618
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|us-iso-east-1|us-isob-east-1):iam::
\d{12}:role(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F|\u002F)[\w+=,.@-]+$
Update requires: No interruption
NotificationType
通知タイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ACTUAL | FORECASTED
Update requires: No interruption
Subscribers
加入者一覧。
必須: いいえ
タイプ: Subscriber (p. 1490) 一覧
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
ActionId
システムによって生成されたアクションの汎用一意識別子 (UUID)。

AWS::Budgets::BudgetsAction ActionThreshold
アクションのトリガーしきい値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : Double

YAML
Type: String
Value: Double

プロパティ
Type
通知のしきい値のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ABSOLUTE_VALUE | PERCENTAGE
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Update requires: No interruption
Value
通知のしきい値。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Budgets::BudgetsAction Definition
定義は、タイプ固有のすべてのパラメータを指定する場所です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IamActionDefinition" : IamActionDefinition (p. 1487),
"ScpActionDefinition" : ScpActionDefinition (p. 1488),
"SsmActionDefinition" : SsmActionDefinition (p. 1489)

YAML
IamActionDefinition:
IamActionDefinition (p. 1487)
ScpActionDefinition:
ScpActionDefinition (p. 1488)
SsmActionDefinition:
SsmActionDefinition (p. 1489)

プロパティ
IamActionDefinition
AWS Identity and Access Management (IAM) アクション定義の詳細。
必須: いいえ
タイプ: IamActionDefinition (p. 1487)
Update requires: No interruption
ScpActionDefinition
サービスコントロールポリシー (SCP) 操作定義の詳細。
必須: いいえ
タイプ: ScpActionDefinition (p. 1488)
Update requires: No interruption
SsmActionDefinition
Amazon EC2 Systems Manager (SSM) アクション定義の詳細。
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必須: いいえ
タイプ: SsmActionDefinition (p. 1489)
Update requires: No interruption

AWS::Budgets::BudgetsAction IamActionDefinition
AWS Identity and Access Management (IAM) アクション定義の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Groups" : [ String, ... ],
"PolicyArn" : String,
"Roles" : [ String, ... ],
"Users" : [ String, ... ]

YAML
Groups:
- String
PolicyArn: String
Roles:
- String
Users:
- String

プロパティ
Groups
アタッチするグループ一覧。1 つ以上のグループが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
PolicyArn
アタッチするポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 25
最大: 684
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|us-iso-east-1|us-isob-east-1):iam::
(\d{12}|aws):policy(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F|\u002F)[\w+=,.@-]+$
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Update requires: No interruption
Roles
アタッチするロール一覧。1 つ以上のロールが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
Users
アタッチするユーザー一覧。1 人以上のユーザーが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Budgets::BudgetsAction ScpActionDefinition
サービスコントロールポリシー (SCP) 操作定義の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PolicyId" : String,
"TargetIds" : [ String, ... ]

YAML
PolicyId: String
TargetIds:
- String

プロパティ
PolicyId
アタッチされたポリシー ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 130
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パターン: ^p-[0-9a-zA-Z_]{8,128}$
Update requires: No interruption
TargetIds
ターゲット ID 一覧。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Budgets::BudgetsAction SsmActionDefinition
Amazon EC2 Systems Manager (SSM) アクション定義の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceIds" : [ String, ... ],
"Region" : String,
"Subtype" : String

YAML
InstanceIds:
- String
Region: String
Subtype: String

プロパティ
InstanceIds
EC2 および RDS インスタンス ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
Region
(SSM) ドキュメントを実行するリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 9
最大: 20
パターン: ^\w{2}-\w+(-\w+)?-\d$
Update requires: No interruption
Subtype
アクション subType。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: STOP_EC2_INSTANCES | STOP_RDS_INSTANCES
Update requires: No interruption

AWS::Budgets::BudgetsAction Subscriber
予算の通知のサブスクライバー。サブスクライバーは、サブスクリプションタイプと、Amazon SNS ト
ピックまたは E メールアドレスで構成されます。
たとえば、E メールサブスクライバーには、以下のパラメーターがあります。
• subscriptionType が EMAIL
• address が example@example.com

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Address" : String,
"Type" : String

YAML
Address: String
Type: String

プロパティ
Address
AWS が予算の通知を送信する先の SNS トピックまたは E メールアドレス。
サブスクライバーを作成する際、Address の値に改行を含めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Type
AWS がサブスクライバーに送信する通知のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Certificate Manager リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::CertificateManager::Account (p. 1491)
• AWS::CertificateManager::Certificate (p. 1492)

AWS::CertificateManager::Account
AWS::CertificateManager::Account リソースは、ACM が EventBridge イベントの生成を開始する
ときに、有効期限までの日数を決定する有効期限イベント設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CertificateManager::Account",
"Properties" : {
"ExpiryEventsConfiguration" : ExpiryEventsConfiguration (p. 1492)
}

YAML
Type: AWS::CertificateManager::Account
Properties:
ExpiryEventsConfiguration:
ExpiryEventsConfiguration (p. 1492)

プロパティ
ExpiryEventsConfiguration
AWS account に関連付けられた有効期限イベントオプションを含むオブジェクト。詳細について
は、API リファレンスの「ExpiryEventsConfiguration」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: ExpiryEventsConfiguration (p. 1492)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 証明書を所有する AWS
account の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
AccountId
証明書を所有する AWS account の ID。

AWS::CertificateManager::Account ExpiryEventsConfiguration
AWS account に関連付けられた有効期限イベントオプションを含むオブジェクト。詳細については、API
リファレンスの「ExpiryEventsConfiguration」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DaysBeforeExpiry" : Integer

YAML
DaysBeforeExpiry: Integer

プロパティ
DaysBeforeExpiry
このオプションは、ACM が EventBridge イベントの生成を開始する証明書の有効期限までの日数を
指定します。ACM は、証明書が失効するまで、証明書ごとに 1 日につき 1 つのイベントを送信しま
す。デフォルトでは、アカウントは証明書の有効期限の 45 日前からイベントを受け取ります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CertificateManager::Certificate
AWS::CertificateManager::Certificate リソースは、安全な接続を有効にするために使用でき
る AWS Certificate Manager (ACM) 証明書をリクエストします。たとえば、HTTPS サポートを有効にす
るために、Elastic Load Balancer に ACM 証明書をデプロイできます。詳細については、AWS Certificate
Manager API リファレンスの RequestCertificate を参照してください。
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Important
CloudFormation スタックで AWS::CertificateManager::Certificate リソースを使用する
場合、次の 3 つすべてに当てはまる場合、ドメインの検証は自動的に処理されます。証明書ドメ
インは Amazon Route 53 でホストされている。ドメインは AWS account に存在している。DNS
検証を使用している。
ただし、証明書で E メールの検証が使用されている場合、またはドメインが Route 53 でホスト
されていない場合、スタックは CREATE_IN_PROGRESS 状態のままになります。以降のスタック
オペレーションは、証明書検証 E メールの指示に応じて動作するか、CNAME レコードを DNS
設定に追加することにより、証明書リクエストを検証するまで延期されます。詳細については、
「オプション 1: DNS 検証」および「オプション 2: E メールの検証」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CertificateManager::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateAuthorityArn" : String,
"CertificateTransparencyLoggingPreference" : String,
"DomainName" : String,
"DomainValidationOptions" : [ DomainValidationOption (p. 1496), ... ],
"SubjectAlternativeNames" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ValidationMethod" : String
}

YAML
Type: AWS::CertificateManager::Certificate
Properties:
CertificateAuthorityArn: String
CertificateTransparencyLoggingPreference: String
DomainName: String
DomainValidationOptions:
- DomainValidationOption (p. 1496)
SubjectAlternativeNames:
- String
Tags:
- Tag
ValidationMethod: String

プロパティ
CertificateAuthorityArn
証明書の発行に使用するプライベート認証機関 (CA) の Amazon リソースネーム (ARN)。ARN を指定
せずにプライベート証明書をリクエストしようとすると、ACM はパブリック証明書を発行しようと
します。プライベート CA の詳細については、AWS Certificate Manager Private Certificate Authority
(PCA) ユーザーガイドを参照してください。ARN は、次の形式の必要があります。
arn:aws:acm-pca:region:account:certificateauthority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]*:[0-9]+:[\w+=,.@-]+(/[\w
+=,.@-]+)*
Update requires: Replacement
CertificateTransparencyLoggingPreference
DISABLED オプションを指定して、証明書の透過性ログ記録をオプトアウトできます。ENABLED を指
定してオプトインします。
新しい CloudFormation テンプレートで証明書の透過性ログ記録設定を指定しない場合、または既存
のテンプレートからログ記録設定を削除する場合、これは明示的に設定を有効にするのと同じです。
証明書の透過性ログ記録設定を変更すると、証明書で UpdateCertificateOptions を呼び出して
既存のリソースが更新されます。このアクションでは、新しいリソースは作成されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
DomainName
ACM 証明書で保護する www.example.com などの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。アスタリス
ク (*) を使用して、同じドメイン内の複数のサイトを保護するワイルドカード証明書を作成し
ます。たとえば、*.example.com は、www.example.com、site.example.com、および
images.example.com. を保護します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 253
パターン: ^(\*\.)?(((?!-)[A-Za-z0-9-]{0,62}[A-Za-z0-9])\.)+((?!-)[A-Za-z0-9-]
{1,62}[A-Za-z0-9])$
Update requires: Replacement
DomainValidationOptions
身元確認のためにドメイン名レジストラが使用するドメイン情報。

Important
AWS::CertificateManager::Certificate が CloudFormation で自動的にプロビジョンおよび検証
されるようにするには、ValidationMethod が **DNS** の場合、`DomainName` プロパティが
DomainValidationOptions で提供される `DomainName` プロパティのいずれかと同一である
必要があります。これらを同一条件で維持しないと、Route53 でドメイン検証レコードの作
成に失敗します。
必須: いいえ
タイプ: DomainValidationOption (p. 1496) のリスト
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最大: 100
Update requires: Replacement
SubjectAlternativeNames
ACM 証明書のサブジェクト代替拡張子に含める追加の FQDN。たとえば、両方のドメイン名を使用し
てサイトにアクセスできるなら、DomainName フィールドが "www.example.com" であるという証明
書に "www.example.net" というドメイン名を追加できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: Replacement
Tags
証明書を識別できるキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ValidationMethod
自分がパブリック証明書に関連づけられたドメインを所有または管理していることを検証するために
使用する方法。DNS を使用した検証または E メールによる検証を指定できます。DNS 検証を使用す
ることをお勧めします。
指定しない場合、このプロパティはデフォルトで E メールの検証になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DNS | EMAIL
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
証明書の Amazon リソースネーム (ARN) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Amazon Certificate Manager 証明書リソースの宣言
以下の例は、AWS::CertificateManager::Certificate リソースを宣言して ACM 証明書を作成す
る方法を示します。
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JSON
{ "Resources":{ "MyCertificate":{
"Type":"AWS::CertificateManager::Certificate", "Properties":{
"DomainName":"example.com", "ValidationMethod":"DNS" } } } }

YAML
Resources: MyCertificate: Type:
AWS::CertificateManager::Certificate Properties: DomainName: example.com
ValidationMethod: DNS

AWS::CertificateManager::Certificate DomainValidationOption
DomainValidationOption は、AWS::CertificateManager::Certificate リソースのプロパティであり、検
証する AWS Certificate Manager (ACM) 証明書ドメインを指定します。選択した検証方法に応じて、ACM
はドメインの DNS レコードで検証 CNAME をチェックするか、ドメイン所有者への検証電子メールメッ
セージの送信を試みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DomainName" : String,
"HostedZoneId" : String,
"ValidationDomain" : String

YAML
DomainName: String
HostedZoneId: String
ValidationDomain: String

プロパティ
DomainName
証明書リクエストの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 253
パターン: ^(\*\.)?(((?!-)[A-Za-z0-9-]{0,62}[A-Za-z0-9])\.)+((?!-)[A-Za-z0-9-]
{1,62}[A-Za-z0-9])$
Update requires: No interruption
HostedZoneId
HostedZoneId オプションは、ドメインレジストラとして Route 53 を使用している場合に使用で
き、ACM によって CNAME がドメインレコードに追加されます。DomainValidationOptions
API バージョン 2010-05-15
1496

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Chatbot

のリストには、ドメイン検証オプションのうちの 1 つのみ含まれている必要がありま
す。HostedZoneId は、検証方法として DNS が指定されている場合にのみ使用できます。
Route 53 ListHostedZones API を使用して、使用可能なホストゾーンの ID を検出します。

Note
ListHostedZones API は ID を「/hostedzone/Z111111QQQQQQQ」形式で返します
が、CloudFormation では ID を「Z111111QQQQQQQ」形式にする必要があります。
DomainValidationOptions を変更すると、新しいリソースが作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ValidationDomain
ACM が検証メールを送信する先のドメイン名。このドメイン名は、ACM で使用する E メールアドレ
スのサフィックスです。これは、DomainName 値または DomainName 値のスーパードメインと同じ
である必要があります。たとえば、testing.example.com の証明書をリクエストした場合は、こ
の値として example.com を指定できます。その場合、ACM はドメイン検証 E メールを以下の 5 つ
のアドレスに送信します。
• admin@example.com
• administrator@example.com
• hostmaster@example.com
• postmaster@example.com
• webmaster@example.com
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 253
パターン: ^(\*\.)?(((?!-)[A-Za-z0-9-]{0,62}[A-Za-z0-9])\.)+((?!-)[A-Za-z0-9-]
{1,62}[A-Za-z0-9])$
Update requires: No interruption

AWS Chatbot リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration (p. 1497)

AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration リソースは、ユーザーが AWS CloudFormation テン
プレートで AWS Chatbot を使用できるようにする Slack チャネルを設定します。
このリソースでは、AWS Chatbot コンソールでセットアップを行う必要があります。必要な Slack ワーク
スペース ID を提供するには、AWS Chatbot コンソールで Slack を使用して初期認証フローを実行し、コ
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ンソールからワークスペース ID をコピーして貼り付ける必要があります。詳細については、AWS Chatbot
ユーザーガイドの Setting Up AWS Chatbot with Slack のステップ 1～4 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration",
"Properties" : {
"ConfigurationName" : String,
"IamRoleArn" : String,
"LoggingLevel" : String,
"SlackChannelId" : String,
"SlackWorkspaceId" : String,
"SnsTopicArns" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
Properties:
ConfigurationName: String
IamRoleArn: String
LoggingLevel: String
SlackChannelId: String
SlackWorkspaceId: String
SnsTopicArns:
- String

プロパティ
ConfigurationName
設定の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IamRoleArn
AWS Chatbot の許可を定義する IAM ロールの ARN。
これは、AWS Chatbot が引き受けるユーザー定義のロールです。これはサービスにリンクされたロー
ルではありません。詳細については、IAM Policies for AWS Chatbot を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoggingLevel
この設定のログレベルを指定します。このプロパティは、Amazon CloudWatch Logs にプッシュされ
るログエントリに影響します。
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ログレベルには ERROR、INFO、NONE があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SlackChannelId
Slack チャネルの ID。
ID を取得するには、Slack を開き、左ペインでチャネル名を右クリックし、次に [Copy Link (リ
ンクのコピー)] を選択します。チャネル ID は、URL の末尾にある 9 文字の文字列です。たとえ
ば、ABCBBLZZZ と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SlackWorkspaceId
AWS Chatbot で承認された Slack ワークスペースの ID。
ワークスペース ID を取得するには、AWS Chatbot コンソールで Slack を使用して初期認証フローを
実行する必要があります。そうすると、コンソールからワークスペース ID をコピーして貼り付けるこ
とができます。詳細については、AWS Chatbot ユーザーガイドの Setting Up AWS Chatbot with Slack
のステップ 1～4 を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnsTopicArns
AWS Chatbot に通知を配信する SNS トピックの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref は作成された設定の ARN を返します。

Fn::GetAtt
Arn
Property description not available.

解説
一般的なトラブルシューティングシナリオ:
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• ワークスペース ID がありません。
ワークスペース ID がない場合は、AWS Chatbot コンソールで初期認証フローを実行する必要がありま
す。そうすると、コンソールからワークスペース ID をコピーして貼り付けることができます。詳細につ
いては、AWS Chatbot ユーザーガイドの Setting Up AWS Chatbot with Slack のステップ 1～4 を参照し
てください。
• すでにワークスペースの初期認証を行っています。もう一度行う必要がありますか?
いいえ、既存のワークスペースを使用できます。ワークスペース ID を取得するには、AWS Chatbot コ
ンソールにログインする必要があります。

AWS Cloud9 リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 (p. 1500)

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 リソースは、AWS Cloud9 に Amazon EC2 開発環境を作成します。
詳細については、AWS Cloud9 ユーザーガイドの環境を作成するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cloud9::EnvironmentEC2",
"Properties" : {
"AutomaticStopTimeMinutes" : Integer,
"ConnectionType" : String,
"Description" : String,
"ImageId" : String,
"InstanceType" : String,
"Name" : String,
"OwnerArn" : String,
"Repositories" : [ Repository (p. 1503), ... ],
"SubnetId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
Properties:
AutomaticStopTimeMinutes: Integer
ConnectionType: String
Description: String
ImageId: String
InstanceType: String
Name: String
OwnerArn: String
Repositories:
- Repository (p. 1503)

API バージョン 2010-05-15
1500

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Cloud9
SubnetId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AutomaticStopTimeMinutes
環境が最後に使用されてから実行中のインスタンスがシャットダウンされるまでの時間 (分)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最大: 20160
Update requires: Replacement
ConnectionType
Amazon EC2 環境への接続に使用する接続タイプ。有効な値は、CONNECT_SSH (デフォルト) と
CONNECT_SSM (AWS Systems Manager 経由で接続) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CONNECT_SSH | CONNECT_SSM
Update requires: Replacement
Description
作成する環境の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
Update requires: No interruption
ImageId
EC2 インスタンスの作成に使用される Amazon マシンイメージ (AMI) の識別子。インスタンスに AMI
を選択するには、有効な AMI エイリアスまたは有効な AWS Systems Manager パスを指定する必要が
あります。
リクエストでパラメータに明示的に値が割り当てられていない場合は、デフォルトの AMI が使用され
ます。
AMI エイリアス
• Amazon Linux (デフォルト): amazonlinux-1-x86_64
• Amazon Linux 2: amazonlinux-2-x86_64
• Ubuntu 18.04: ubuntu-18.04-x86_64
SSM パス
• Amazon Linux (デフォルト): resolve:ssm:/aws/service/cloud9/amis/amazonlinux-1x86_64
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• Amazon Linux 2: resolve:ssm:/aws/service/cloud9/amis/amazonlinux-2-x86_64
• Ubuntu 18.04: resolve:ssm:/aws/service/cloud9/amis/ubuntu-18.04-x86_64
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
Update requires: Replacement
InstanceType
環境に接続するインスタンスのタイプ (t2.micro など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 5
最大: 20
パターン: ^[a-z][1-9][.][a-z0-9]+$
Update requires: Replacement
Name
環境の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OwnerArn
環境所有者の Amazon リソースネーム (ARN)。この ARN には、任意の AWS Identity and Access
Management プリンシパルの ARN を指定できます。この値が指定されていない場合、ARN はデフォ
ルトでこの環境の作成者になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):(iam|sts)::\d+:(root|
(user\/[\w+=/:,.@-]{1,64}|federated-user\/[\w+=/:,.@-]{2,32}|assumed-role\/
[\w+=:,.@-]{1,64}\/[\w+=,.@-]{1,64}))$
Update requires: Replacement
Repositories
開発環境にクローンを作成する AWS CodeCommit ソースコードリポジトリ。
必須: いいえ
タイプ: Repository (p. 1503) のリスト
Update requires: Replacement
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SubnetId
AWS Cloud9 が Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスとの通信に使用する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のサブネットの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 15
最大: 24
パターン: ^(subnet-[0-9a-f]{8}|subnet-[0-9a-f]{17})$
Update requires: Replacement
Tags
新しい AWS Cloud9 開発環境に関連付けられるキーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
2bc3642873c342e485f7e0c561234567 などのデプロイ環境の ID このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:cloud9:useast-2:123456789012:environment:2bc3642873c342e485f7e0c561234567 など、開発環
境の Amazon リソースネーム (ARN)。
Name
環境の名前。

AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 Repository
Repository プロパティタイプは、AWS Cloud9 開発環境にクローンを作成する AWS CodeCommit ソー
スコードリポジトリを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PathComponent" : String,
"RepositoryUrl" : String

YAML
PathComponent: String
RepositoryUrl: String

プロパティ
PathComponent
AWS CodeCommit リポジトリのクローンを作成する、開発環境内のデフォルトのファイルシステ
ムの場所のパス。たとえば、/REPOSITORY_NAME を指定すると、環境内の /home/USER_NAME/
environment/REPOSITORY_NAME ディレクトリにリポジトリのクローンが作成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RepositoryUrl
クローンを作成する AWS CodeCommit リポジトリのクローン URL。たとえば、AWS CodeCommit
リポジトリの場合は、https://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
REPOSITORY_NAME のようになります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS CloudFormation リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CloudFormation::CustomResource (p. 1505)
• AWS::CloudFormation::Macro (p. 1508)
• AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion (p. 1510)
•
•
•
•
•

AWS::CloudFormation::ModuleVersion (p. 1513)
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion (p. 1517)
AWS::CloudFormation::Publisher (p. 1520)
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion (p. 1522)
AWS::CloudFormation::ResourceVersion (p. 1524)

• AWS::CloudFormation::Stack (p. 1530)
• AWS::CloudFormation::StackSet (p. 1534)
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• AWS::CloudFormation::TypeActivation (p. 1544)
• AWS::CloudFormation::WaitCondition (p. 1549)
• AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle (p. 1552)

AWS::CloudFormation::CustomResource
CloudFormation テンプレートでは、AWS::CloudFormation::CustomResource または
Custom::String リソースタイプを使用してカスタムリソースを指定します。
カスタムリソースでは、CloudFormation テンプレートでカスタムのプロビジョニングロジックを記述
し、CloudFormation がそれをスタックオペレーション中 (スタックの作成、更新、削除など) に実行するた
めの方法が提供されます。詳細については、「カスタムリソース」を参照してください。

Note
VPC エンドポイント機能を使用する場合は、VPC のカスタムリソースに CloudFormation 固有の
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのアクセス権が必要です。カスタムリ
ソースは、署名付き Amazon S3 URL に応答を送信する必要があります。Amazon S3 に応答を
送信できない場合、CloudFormation は応答を受信せず、スタックオペレーションは失敗となりま
す。詳細については、Setting up VPC endpoints for AWS CloudFormation を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::CustomResource",
"Properties" : {
"ServiceToken" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::CustomResource
Properties:
ServiceToken: String

プロパティ
ServiceToken

Note
カスタムリソースでは、AWS で定義できるプロパティは ServiceToken のみとなっていま
す。他のプロパティは、サービスプロバイダーが定義します。
サービスにアクセスするためにサービスプロバイダーからテンプレートの開発者に与えられたサービ
ストークン (Amazon SNS トピック ARN や Lambda 関数 ARN など)。このサービストークンは、作
成しているスタックと同じリージョンのものである必要があります。
アップデートはサポートされていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

解説
カスタムリソースのタイプの名前を指定する
カスタムリソースには、リソースタイプとして AWS::CloudFormation::CustomResource
を指定する以外に、独自のリソースタイプの名前を指定できます。
たとえば、AWS::CloudFormation::CustomResource の代わり
に、Custom::MyCustomResourceTypeName を使用できます。
カスタムリソースタイプ名には、英数字および次の文字を含めることができます。_@-。カスタムリソー
スタイプ名には最長 60 文字まで指定できます。更新時にタイプを変更することはできません。
リソースタイプに独自の名前を使用すると、スタックのカスタムリソースのタイプをすばやく識別できま
す。たとえば、カスタムリソースが 2 つあり、それぞれが異なる ping テストを実行する場合であれば、
そのタイプ名を (Custom::PingTester ではなく) AWS::CloudFormation::CustomResource とし
て、ping テスターであることが容易にわかるようにするという使い方が考えられます。
更新時にカスタムリソースを置き換える
カスタムリソースの更新には、基になる物理リソースの置き換えが伴うことがあります。CloudFormation
テンプレートでカスタムリソースを更新すると、CloudFormation が、そのカスタムリソースに更新リクエ
ストを送信します。カスタムリソースを置き換えることが必要になった場合には、新しいカスタムリソー
スから新しい物理 ID を含むレスポンスを送信する必要があります。CloudFormation は、そのレスポンス
を受け取ると、古いカスタムリソースと新しいカスタムリソースの PhysicalResourceId を比較しま
す。この 2 つが異なる場合には、CloudFormation は新しい方が更新用のものであると認識し、古いリソー
スに削除リクエストを送信します。このプロセスのステップバイステップのチュートリアルについては、
「スタックの更新」を参照してください。
次の点に注意してください。
• [Events (イベント)] タブでは、更新の進捗状況をモニタリングすることができます。詳細については、
「スタックデータとリソースの表示」を参照してください。
• 更新時のリソースの動作の詳細については、AWS CloudFormation stacks updates を参照してくださ
い。
戻り値の取得
カスタムリソースでは、カスタムリソースプロバイダーが戻り値を定義します。戻り値を取得するとき
は、プロバイダーが定義した属性について Fn::GetAtt を呼び出します。

例
テンプレートでカスタムリソース定義を作成する
以下の例は、テンプレートでカスタムリソース定義を作成する方法を示しています。
ServiceToken 以外のプロパティと、Fn::GetAtt リソース属性はすべて、カスタムリソースプロバイ
ダーが定義します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyFrontEndTest": {
"Type": "Custom::PingTester",
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"Version": "1.0",
"Properties": {
"ServiceToken": "arn:aws:sns:us-east-1:84969EXAMPLE:CRTest",
"key1": "string",
"key2": [
"list"
],
"key3": {
"key4": "map"
}
}

}

}
},
"Outputs": {
"CustomResourceAttribute1": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MyFrontEndTest",
"responseKey1"
]
}
},
"CustomResourceAttribute2": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MyFrontEndTest",
"responseKey2"
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MyFrontEndTest:
Type: 'Custom::PingTester'
Version: '1.0'
Properties:
ServiceToken: 'arn:aws:sns:us-east-1:84969EXAMPLE:CRTest'
key1: string
key2:
- list
key3:
key4: map
Outputs:
CustomResourceAttribute1:
Value: !GetAtt
- MyFrontEndTest
- responseKey1
CustomResourceAttribute2:
Value: !GetAtt
- MyFrontEndTest
- responseKey2

カスタムリソースでの Lambda 関数の使用
AWS Lambda 関数とカスタムリソースを使用することで、スタックイベント (作成、更新、および削除)
に対応するカスタムコードを実行できます。次のカスタムリソースは Lambda 関数を起動し、それを
StackName プロパティに入力として送信します。関数はこのプロパティを使用して、適切なスタックから
の出力を取得します。
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JSON
{

}

"MyCustomResource": {
"Type": "Custom::TestLambdaCrossStackRef",
"Properties": {
"ServiceToken": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:lambda:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":function:",
{
"Ref": "LambdaFunctionName"
}
]
]
},
"StackName": {
"Ref": "NetworkStackName"
}
}
}

YAML
MyCustomResource:
Type: 'Custom::TestLambdaCrossStackRef'
Properties:
ServiceToken: !Join
- ''
- - 'arn:aws:lambda:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':function:'
- !Ref LambdaFunctionName
StackName: !Ref NetworkStackName

AWS::CloudFormation::Macro
AWS::CloudFormation::Macro リソースは、CloudFormation テンプレートでカスタム処理を実行する
ための CloudFormation マクロを作成する CloudFormation リソースタイプです。詳細については、Using
AWS CloudFormation macros to perform custom processing on templates を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFormation::Macro",
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}

"Properties" : {
"Description" : String,
"FunctionName" : String,
"LogGroupName" : String,
"LogRoleARN" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::Macro
Properties:
Description: String
FunctionName: String
LogGroupName: String
LogRoleARN: String
Name: String

プロパティ
Description
マクロの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FunctionName
マクロを実行するときに AWS CloudFormation が呼び出す、基盤となる AWS Lambda 関数の
Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogGroupName
マクロの基盤となる AWS Lambda 関数を呼び出すときに、AWS CloudFormation がエラーログ情報
を送信する Amazon CloudWatch ロググループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogRoleARN
CloudWatch ログにログエントリを送信するときに AWS CloudFormation が受け取る必要のあるロー
ルの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Name
マクロの名前。マクロの名前は、アカウントのすべてのマクロで一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myMacro" }
マクロ myMacro では、Ref によってマクロの名前が返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行

AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
モジュールのデフォルトバージョンを指定します。モジュールのデフォルトバージョンは、このアカウン
トとリージョンの CloudFormation 操作で使用されます。
モジュールバージョンを登録するには、AWS::CloudFormation::ModuleVersion リソースを使用し
ます。
モジュールの使用の詳細については、CloudFormation ユーザーガイドの「モジュールを使用してリソース
設定をカプセル化して再利用する」および「拡張機能の登録」を参照してください。モジュールの開発の
詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイド の「モジュールの開発」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion",
"Properties" : {
"Arn" : String,
"ModuleName" : String,
"VersionId" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
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Properties:
Arn: String
ModuleName: String
VersionId: String

プロパティ
Arn
デフォルトバージョンとして設定するモジュールバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
条件文: Arn、または ModuleName および VersionId のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws[A-Za-z0-9-]{0,64}:cloudformation:[A-Za-z0-9-]{1,64}:[0-9]
{12}:type/.+
Update requires: Replacement
ModuleName
モジュールの名前。
条件文: Arn、または ModuleName および VersionId のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: Replacement
VersionId
モジュールの特定のバージョンの ID。
条件文: Arn、または ModuleName および VersionId のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [A-Za-z0-9-]+
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: モジュールバージョンの
Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

解説
デフォルトのモジュールバージョンを管理する際の考慮事項:
• アカウントとリージョンに登録される最初のモジュールバージョンは、別のバージョンをデフォルトと
して明示的に設定しない限り、CloudFormation が使用するデフォルトバージョンのままです。
• どのモジュールバージョンがデフォルトバージョンであるかを簡単に判断できるように、テンプレート
には、特定のモジュールの AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion リソースを 1 つだけ
含めることをお勧めします。
• AWS::CloudFormation::ModuleVersion リソースをスタックから削除するか、 スタック全体を削
除してそのリソースを削除すると、CloudFormation は対応するモジュールバージョンを DEPRECATED
としてマークします。
デフォルトバージョンを表す AWS::CloudFormation::ModuleVersion リソースを削除しようとす
ると、他のアクティブなバージョンが存在する場合、操作は失敗します。
非推奨化予定のモジュールバージョンの詳細については、AWS CloudFormation API リファレンスの
DeregisterType を参照してください。

例
デフォルトのモジュールバージョンの指定
次の例では、モジュールの 2 つのバージョンを登録してから、CloudFormation が使用するデフォ
ルトバージョンとして 2 番目のバージョンを設定します。この例では、DependsOn 属性を使用し
て、CloudFormation がバージョン 2 より前にバージョン 1 をプロビジョニングするようにします。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ModuleVersion1": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties": {
"ModuleName": "My::Sample::Test::MODULE",
"ModulePackage": "s3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-modulepackage-v1.zip"
}
},
"ModuleVersion2": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties": {
"ModuleName": "My::Sample::Test::MODULE",
"ModulePackage": "s3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-modulepackage-v2.zip"
},
"DependsOn": "ModuleVersion1"
},
"ModuleDefaultVersion": {
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}

}

}

"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion",
"Properties": {
"Arn": {
"Ref": "ModuleVersion2"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ModuleVersion1:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleVersion'
Properties:
ModuleName: 'My::Sample::Test::MODULE'
ModulePackage: 's3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-module-package-v1.zip'
ModuleVersion2:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleVersion'
Properties:
ModuleName: 'My::Sample::Test::MODULE'
ModulePackage: 's3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-module-package-v2.zip'
DependsOn: ModuleVersion1
ModuleDefaultVersion:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion'
Properties:
Arn: !Ref ModuleVersion2

AWS::CloudFormation::ModuleVersion
指定されたバージョンのモジュールを CloudFormation サービスに登録します。モジュールを登録する
と、AWS account とリージョンの CloudFormation テンプレートで使用できるようになります。
あるモジュールバージョンをデフォルトバージョンとして指定するに
は、AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion リソースを使用します。
モジュールの使用の詳細については、CloudFormation ユーザーガイドの「モジュールを使用してリソース
設定をカプセル化して再利用する」および「拡張機能の登録」を参照してください。モジュールの開発の
詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイド の「モジュールの開発」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties" : {
"ModuleName" : String,
"ModulePackage" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::ModuleVersion
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Properties:
ModuleName: String
ModulePackage: String

プロパティ
ModuleName
登録されるモジュールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: Replacement
ModulePackage
登録するモジュールバージョンのテンプレートフラグメントとスキーマファイルを含むパッケージを
備えた S3 バケットへの URL。

Note
モジュールバージョンを登録するユーザーは、S3 バケット内のモジュールパッケージにアク
セスできる必要があります。つまり、ユーザーは、パッケージに対する GetObject アクセス
許可を持っている必要があります。詳細については、AWS Identity and Access Management
ユーザーガイドの Actions, Resources, and Condition Keys for Amazon S3 を参照してくださ
い。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4096
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: モジュールバージョンの
Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
モジュールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Description
モデルの説明。
DocumentationUrl
このモジュールの詳細なドキュメントを提供するページの URL。
IsDefaultVersion
指定されたモジュールバージョンがデフォルトバージョンとして設定されているかどうか。
Schema
モジュールを定義するスキーマ。
TimeCreated
指定されたモジュールバージョンが登録されたとき。
VersionId
このバージョンのモジュールの ID。
Visibility
CloudFormation 操作でモジュールが表示され、使用できるスコープ。
有効な値を次に示します。
• PRIVATE: モジュールは、登録されているアカウント内でのみ表示および使用できます。
• PUBLIC: モジュールは、Amazonアカウント内で一般的に表示され、使用できます。

解説
モジュールのバージョンを管理するときの考慮事項:
• モジュールバージョンを登録するアカウントには、モジュールパッケージが存在する S3 バケットにア
クセスするためのアクセス許可が必要です。
• アカウントとリージョンに登録される最初のモジュールバージョンは、別のバージョンを
デフォルトとして明示的に設定しない限り、CloudFormation が使用するデフォルトバー
ジョンのままです。あるモジュールバージョンをデフォルトバージョンとして指定するに
は、AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion リソースを使用します。
• テンプレートに同じモジュールの複数のバージョンが含まれている場合は、DependsOn 属性を使用し
て、バージョンが登録される順序を明示的に設定することを強くお勧めします。
• AWS::CloudFormation::ModuleVersion リソースをスタックから削除するか、 スタック全体を削
除してそのリソースを削除すると、CloudFormation は対応するモジュールバージョンを DEPRECATED
としてマークします。
デフォルトバージョンを表す AWS::CloudFormation::ModuleVersion リソースを削除しようとす
ると、他のアクティブなバージョンが存在する場合、操作は失敗します。
非推奨化予定のモジュールバージョンの詳細については、AWS CloudFormation API リファレンスの
DeregisterType を参照してください。
• モジュールのバージョンを編集することはできません。AWS::CloudFormation::ModuleVersion
リソースを更新すると、CloudFormation レジストリに新しいモジュールバージョンが登録されます。
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例
モジュールバージョンの登録
次の例では、モジュールバージョンを登録します。このバージョンがこのアカウントとリージョンに登録
されているモジュールの唯一のバージョンである場合、CloudFormation はこのバージョンをデフォルト
バージョンとして設定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ModuleVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties": {
"ModuleName": "My::Sample::Test::MODULE",
"ModulePackage": "s3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-modulepackage-v1.zip"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ModuleVersion:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleVersion'
Properties:
ModuleName: 'My::Sample::Test::MODULE'
ModulePackage: 's3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-module-package-v1.zip'

複数のモジュールバージョンの登録
次の例では、モジュールの 2 つのバージョンを登録します。次の点に注意してください。
• この例では、DependsOn 属性を使用して、CloudFormation がバージョン 2 より前にバージョン 1 をプ
ロビジョニングするようにします。
• CloudFormation は、最初に登録されるモジュールのバージョン 1 をデフォルトバージョンとして設定し
ます。(これは、このアカウントおよびリージョンに現在、モジュールの他のバージョンが登録されてい
ないことを前提としています。)

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ModuleVersion1": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties": {
"ModuleName": "My::Sample::Test::MODULE",
"ModulePackage": "s3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-modulepackage-v1.zip"
}
},

API バージョン 2010-05-15
1516

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFormation
"ModuleVersion2": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ModuleVersion",
"Properties": {
"ModuleName": "My::Sample::Test::MODULE",
"ModulePackage": "s3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-modulepackage-v2.zip"
},
"DependsOn": "ModuleVersion1"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ModuleVersion1:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleVersion'
Properties:
ModuleName: 'My::Sample::Test::MODULE'
ModulePackage: 's3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-module-package-v1.zip'
ModuleVersion2:
Type: 'AWS::CloudFormation::ModuleVersion'
Properties:
ModuleName: 'My::Sample::Test::MODULE'
ModulePackage: 's3://my-sample-moduleversion-bucket/sample-module-package-v2.zip'
DependsOn: ModuleVersion1

AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion
登録済みの拡張機能をパブリックサードパーティー拡張機能としてテストし、公開します。
CloudFormation は、まず拡張機能をテストして、CloudFormation レジストリでの公開のために必要な
すべての要件を満たしていることを確認します。その場合、CloudFormation は、このリージョンのパ
ブリックサードパーティー拡張機能としてレジストリに公開します。パブリック拡張機能は、すべての
CloudFormation ユーザーが使用できます。
• リソースタイプの場合、テストには、そのタイプのために定義されたすべてのコントラクトテストに合
格することが含まれます。
• モジュールの場合、テストには、モジュールのモデルがすべての必要な要件を満たしているかどうかを
判断することが含まれます。
詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイドの Testing your public extension prior to publishing
を参照してください。
バージョンを指定しない場合、CloudFormation はアカウントとリージョンのデフォルトバージョンの拡張
機能をテストに使用します。
テストを実行するために、CloudFormation はタイプが登録されたときに指定された実行ロールを引き受け
ます。
拡張機能を公開するには、そのテストステータスが PASSED である必要があります。詳細について
は、CloudFormation CLI ユーザーガイドの Publishing extensions to make them available for public use を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion",
"Properties" : {
"Arn" : String,
"LogDeliveryBucket" : String,
"PublicVersionNumber" : String,
"Type" : String,
"TypeName" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion
Properties:
Arn: String
LogDeliveryBucket: String
PublicVersionNumber: String
Type: String
TypeName: String

プロパティ
Arn
拡張機能の Amazon リソース番号 (ARN)。
条件文: Arn、または TypeName および Type を指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws[A-Za-z0-9-]{0,64}:cloudformation:[A-Za-z0-9-]{1,64}:([0-9]
{12})?:type/.+
Update requires: Replacement
LogDeliveryBucket
CloudFormation がコントラクトテスト実行ログを配信する S3 バケット。
CloudFormation は、コントラクトテストが完了し、拡張機能に PASSED または FAILED のテストタ
イプのステータスが割り当てられるまでにログを配信します。
スタックオペレーションを開始するユーザーは、指定した S3 バケット内の項目にアクセスできる必
要があります。具体的には、ユーザーには次の許可が必要です。
• GetObject
• PutObject
詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの Actions, Resources, and
Condition Keys for Amazon S3 を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 3
最大: 63
パターン: [\s\S]+
Update requires: Replacement
PublicVersionNumber
このバージョンの拡張機能に割り当てるバージョン番号。
次の形式を使用し、拡張機能にバージョン番号を割り当てるときは、セマンティックバージョニング
に従います。
MAJOR.MINOR.PATCH
詳細については、Semantic Versioning 2.0.0 を参照してください。
バージョン番号を指定しない場合、CloudFormation は 1 つ後のマイナーバージョンリリースとして
バージョン番号を指定します。
タイプを初めて公開するときに、AWS CloudFormation は、指定した値に関係なく、バージョン番号
を 1.0.0 に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 5
パターン: ^(0|[1-9]\d*)\.(0|[1-9]\d*)\.(.*)$
Update requires: Replacement
Type
テストする拡張機能のタイプ。
条件文: Arn、または TypeName および Type を指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: MODULE | RESOURCE
Update requires: Replacement
TypeName
テストする拡張機能の名前。
条件文: Arn、または TypeName および Type を指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
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パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 公開時にパブリック拡張機
能に割り当てられた Amazon リソース番号 (ARN)。次に例を示します。
{ "Ref": "arn:aws:cloudformation:us-east-1::type/
resource/2a33349e7e606a8ad2e30e3c84521f93123456/My-Extension/2.1.3" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PublicTypeArn
公開時にパブリック拡張機能に割り当てられた Amazon リソース番号 (ARN)。
PublisherId
拡張機能の公開元の公開元 ID。
TypeVersionArn
このバージョンの拡張機能に割り当てられている Amazon リソース番号 (ARN)。

AWS::CloudFormation::Publisher
CloudFormation レジストリにパブリック拡張機能の公開元としてアカウントを登録します。パブリック拡
張機能は、すべての CloudFormation ユーザーが使用できます。
パブリック拡張機能の公開元として登録するための要件の詳細については、CloudFormation CLI ユーザー
ガイドの Registering your account to publish CloudFormation extensions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::Publisher",
"Properties" : {
"AcceptTermsAndConditions" : Boolean,
"ConnectionArn" : String
}
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YAML
Type: AWS::CloudFormation::Publisher
Properties:
AcceptTermsAndConditions: Boolean
ConnectionArn: String

プロパティ
AcceptTermsAndConditions
CloudFormation レジストリで拡張機能を公開するための利用規約を承諾するかどう
か。CloudFormation レジストリにパブリック拡張機能を公開するために登録するには、利用規約に同
意する必要があります。
デフォルト: false。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ConnectionArn
Bitbucket または GitHub アカウントをアイデンティティ検証に使用している場合は、そのアカウント
への接続のための Amazon リソースネーム (ARN)。
詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイドの Registering your account to publish
CloudFormation extensions を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:.+:.+:[0-9]{12}:.+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 公開元 ID。次に例を示し
ます。
{ "Ref": "2a33349e7e606a8ad2e30e3c84521f012345678" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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IdentityProvider
CloudFormation にこの公開元を登録するときにアイデンティティプロバイダーとして使用されるアカ
ウントのタイプ。
値には AWS_Marketplace |Bitbucket |GitHub が含まれます。
PublisherId
拡張機能の公開元の ID。この公開元 ID は、すべての AWS Regions のアカウントに適用されます。
PublisherProfile
アイデンティティプロバイダーと公開元のプロファイルへの URL。
PublisherStatus
公開元が検証されているかどうか。

AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
リソースのデフォルトバージョンを指定します。リソースのデフォルトバージョンは、CloudFormation オ
ペレーションで使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion",
"Properties" : {
"TypeName" : String,
"TypeVersionArn" : String,
"VersionId" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
Properties:
TypeName: String
TypeVersionArn: String
VersionId: String

プロパティ
TypeName
リソースの名前。
条件文: TypeVersionArn、または TypeName および VersionId のいずれかを指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
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最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: No interruption
TypeVersionArn
リソースバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
条件文: TypeVersionArn、または TypeName および VersionId のいずれかを指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws[A-Za-z0-9-]{0,64}:cloudformation:[A-Za-z0-9-]{1,64}:[0-9]
{12}:type/.+
Update requires: No interruption
VersionId
リソースの特定のバージョンの ID。バージョン ID は、リソースバージョンが登録されたときに割り
当てられた Amazon リソースネーム (ARN) の最後にある値です。
条件文: TypeVersionArn、または TypeName および VersionId のいずれかを指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [A-Za-z0-9-]+
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースタイプの ARN。
次に例を示します。
arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:type/resource/SampleCloudFormation-Resource
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。

例
リソースバージョンの指定とデフォルトバージョンとしての設定
次の例は、新しいリソースバージョンを指定し、Ref 戻り値を使用してそのバージョンをデフォルトバー
ジョンとして設定する方法を示しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ResourceVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ResourceVersion",
"Properties": {
"TypeName": "My::Sample::Resource",
"SchemaHandlerPackage": "s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sampleresource.zip"
}
},
"ResourceDefaultVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion",
"Properties": {
"TypeVersionArn": {
"Ref": "ResourceVersion"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ResourceVersion:
Type: AWS::CloudFormation::ResourceVersion
Properties:
TypeName: My::Sample::Resource
SchemaHandlerPackage: s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sample-resource.zip
ResourceDefaultVersion:
Type: AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
Properties:
TypeVersionArn: !Ref ResourceVersion

AWS::CloudFormation::ResourceVersion
リソースバージョンを CloudFormation サービスに登録します。リソースバージョンを登録すると、以下
を含む、AWS account の CloudFormation テンプレートで使用できるようになります。
• リソーススキーマの検証
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• リソースに指定されているハンドラー (ある場合) の確認
• アカウントでリソースを使用できるようにする
リソースを開発し、登録の準備を行う方法の詳細については、CloudFormation CLI ユーザーガイドの「リ
ソースプロバイダーの作成」を参照してください。
一度に最大 50 個のリソースバージョンを登録できます。この最大数は、アカウントごとおよびリージョ
ンごとです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::ResourceVersion",
"Properties" : {
"ExecutionRoleArn" : String,
"LoggingConfig" : LoggingConfig (p. 1529),
"SchemaHandlerPackage" : String,
"TypeName" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::ResourceVersion
Properties:
ExecutionRoleArn: String
LoggingConfig:
LoggingConfig (p. 1529)
SchemaHandlerPackage: String
TypeName: String

プロパティ
ExecutionRoleArn
CloudFormation がリソースを呼び出すときに引き受ける IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) 。リソースがいずれかのハンドラーで AWS API を呼び出す場合は、これらの AWS API を
呼び出すために必要な許可を含む IAM 実行ロールを作成し、アカウントにその実行ロールをプロビ
ジョンする必要があります。CloudFormation がリソースタイプハンドラーを呼び出す必要がある場
合、CloudFormation はこの実行ロールを引き継ぎ一時的なセッショントークンを作成します。次に、
そのセッショントークンをリソースタイプハンドラーに渡し、適切な認証情報をリソースタイプに提
供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: arn:.+:iam::[0-9]{12}:role/.+
Update requires: Replacement
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LoggingConfig
リソースの設定情報のログ記録。
必須: いいえ
タイプ: LoggingConfig (p. 1529)
Update requires: Replacement
SchemaHandlerPackage
登録するリソースに必要なファイルを含むリソースプロジェクトパッケージを含む S3 バケットへの
URL。
登録するリソースのスキーマハンドラーパッケージを生成する方法については、CloudFormation CLI
ユーザーガイド の「送信」を参照してください。

Note
リソースを登録するユーザーは、S3 バケット内のパッケージにアクセスできる必要がありま
す。つまり、ユーザーは、スキーマハンドラパッケージに対する GetObject アクセス許可を
持っている必要があります。詳細については、AWS Identity and Access Management ユー
ザーガイドの Actions, Resources, and Condition Keys for Amazon S3 を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4096
Update requires: Replacement
TypeName
登録されるリソースの名前。
リソース名は、company_or_organization::service::type というパターンに従うことをお勧めします。

Note
次の組織の名前空間は予約されており、リソース名には使用できません。
• Alexa
• AMZN
• Amazon
• AWS
• Custom
• Dev
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースバージョンの
ARN。次に例を示します。
arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678901:type/resource/SampleCloudFormation-Resource/00000001
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リソースバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
IsDefaultVersion
リソースバージョンがデフォルトバージョンとして設定されているかどうか。
ProvisioningType
リソースタイプのプロビジョニング動作。CloudFormation は、送信されたスキーマハンドラーパッ
ケージ内のハンドラーのタイプに基づいて、登録時にプロビジョニングタイプを決定します。
有効な値を次に示します。
• FULLY_MUTABLE: リソースタイプには、スタックの更新操作中にそのタイプへの更新を処理する更
新ハンドラーが含まれます。
• IMMUTABLE: リソースタイプには更新ハンドラーが含まれていないため、そのタイプを更新するこ
とはできません。スタックの更新操作中に置き換える必要があります。
• NON_PROVISIONABLE: リソースタイプには、次のハンドラーがすべて含まれていないため、実際
にプロビジョニングすることはできません。
• 作成
• read
• delete
TypeArn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。
VersionId
リソースの特定のバージョンの ID。バージョン ID は、リソースバージョンが登録されたときに割り
当てられた Amazon リソースネーム (ARN) の最後にある値です。
Visibility
CloudFormation 操作でリソースが表示され、使用できるスコープ。
有効な値を次に示します。
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• PRIVATE: リソースは、登録されているアカウント内でのみ表示および使用できま
す。CloudFormation は、PRIVATE として登録したリソースをすべてマークします。
• PUBLIC: リソースは、Amazonアカウント内で一般的に表示され、使用できます。

例
リソースバージョンの指定
次の例は、新しいリソースバージョンを指定する方法を示しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ResourceVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ResourceVersion",
"Properties": {
"TypeName": "My::Sample::Resource",
"SchemaHandlerPackage": "s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sampleresource.zip"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ResourceVersion:
Type: AWS::CloudFormation::ResourceVersion
Properties:
TypeName: My::Sample::Resource
SchemaHandlerPackage: s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sample-resource.zip

リソースバージョンの指定とデフォルトバージョンとしての設定
次の例は、新しいリソースバージョンを指定し、Ref 戻り値を使用してそのバージョンをデフォルトバー
ジョンとして設定する方法を示しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ResourceVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ResourceVersion",
"Properties": {
"TypeName": "My::Sample::Resource",
"SchemaHandlerPackage": "s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sampleresource.zip"
}
},
"ResourceDefaultVersion": {
"Type": "AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion",
"Properties": {
"TypeVersionArn": {
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}

}

}

}

}

"Ref": "ResourceVersion"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ResourceVersion:
Type: AWS::CloudFormation::ResourceVersion
Properties:
TypeName: My::Sample::Resource
SchemaHandlerPackage: s3://my-sample-resourceversion-bucket/my-sample-resource.zip
ResourceDefaultVersion:
Type: AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
Properties:
TypeVersionArn: !Ref ResourceVersion

AWS::CloudFormation::ResourceVersion LoggingConfig
リソースの設定情報のログ記録。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupName" : String,
"LogRoleArn" : String

YAML
LogGroupName: String
LogRoleArn: String

プロパティ
LogGroupName
そのタイプのハンドラーを呼び出すときに CloudFormation がエラーログ情報を送信する Amazon
CloudWatch ロググループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
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LogRoleArn
CloudWatch Logs にログエントリを送信するときに CloudFormation が受け取る必要のあるロールの
ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: arn:.+:iam::[0-9]{12}:role/.+
Update requires: Replacement

AWS::CloudFormation::Stack
AWS::CloudFormation::Stack タイプは、最上位のテンプレート内でスタックをリソースとしてネス
トさせます。
上位のテンプレートにネストされたスタックからの出力値を追加することができます。GetAtt 関数を、ネ
ストされたスタックの論理名と、Outputs.NestedStackOutputName 形式のネストされたスタック内
の出力値の名前とともに使用します。

Important
ネストされたスタックの更新は、親スタックから実行することを強くお勧めします。
テンプレートの変更を適用して最上位のスタックを更新すると、CloudFormation によってその最上位のス
タックが更新され、そこにネストされたスタックに対する更新が開始されます。ネストされたスタックの
うち、CloudFormation によって更新されるのは、変更されたスタックのリソースだけです。変更されてい
ないスタックのリソースは更新されません。詳細については、「CloudFormation スタックの更新」を参照
してください。

Note
IAM のリソースが含まれるネストされたスタックについては、IAM の機能に同意する必要があ
ります。また、スタックの更新をキャンセルする権限があることを確認します。これは、更新
がロールバックする場合に必要です。IAM と CloudFormation の詳細については、Controlling
access with AWS Identity and Access Management を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"Properties" : {
"NotificationARNs" : [ String, ... ],
"Parameters" : {Key : Value, ...},
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateURL" : String,
"TimeoutInMinutes" : Integer
}
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YAML
Type: AWS::CloudFormation::Stack
Properties:
NotificationARNs:
- String
Parameters:
Key : Value
Tags:
- Tag
TemplateURL: String
TimeoutInMinutes: Integer

プロパティ
NotificationARNs
スタック関連イベントを発行する Simple Notification Service (SNS) トピック ARN。SNS トピック
ARN は、SNS コンソールまたは コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して見つけることが
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Parameters
ネストされたスタックが作成されるとき CloudFormation に渡されるパラメータを表す設定値のペ
ア。各パラメータは、名前 (埋め込みテンプレートに定義されたパラメータに対応する名前) と値 (パ
ラメータに設定する値) を持ちます。

Note
ネストされたスタックに対し、Ref 関数を使用してパラメータ値を渡す場合、カンマで区切
られた一連のパラメータは String 型である必要があります。つまり、ネストされたスタッ
クに CommaDelimitedList 型の値を渡すことはできません。
条件付き。ネストされたスタックで入力パラメータが要求される場合は必須。
更新に中断が伴うかどうかは、更新対象のリソースによって異なります。更新が原因で、ネストされ
たスタックが置き換えられることはありません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Tags
ここのスタックに関連付るキーと値のペア。また、AWS CloudFormation はスタックで作成されたリ
ソースにこれらのタグを伝達します。最大で 50 個のタグを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
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Update requires: No interruption
TemplateURL
テンプレート本文を含むファイルの場所。URL は、Amazon S3 バケット内にあるテンプレート (最大
サイズ: 460,800 バイト) を指す必要があります。詳細については、「テンプレートの分析」を参照し
てください。
更新に中断が伴うかどうかは、更新対象のリソースによって異なります。更新が原因で、ネストされ
たスタックが置き換えられることはありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
TimeoutInMinutes
ネストされたスタックが CREATE_COMPLETE の状態になるのを CloudFormation が待機する時間
(分)。デフォルトではタイムアウトが設定されていません。CloudFormation は、ネストされたス
タックが CREATE_COMPLETE 状態になったことを検出すると、そのリソースを親スタック内で
CREATE_COMPLETE としてマークし、親スタックの作成を再開します。ネストされたスタックが
CREATE_COMPLETE の状態に至る前にタイムアウト期間が経過すると、CloudFormation は、ネスト
されたスタックは失敗としてマークし、ネストされたスタックと親スタックの両方がロールバックさ
れます。
アップデートはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
スタック ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。次に例を示
します。
arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/mystack-mynestedstacksggfrhxhum7w/f449b250-b969-11e0-a185-5081d0136786
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
スタックパラメータの指定
サンプルテンプレート EC2ChooseAMI.template には、次の Parameters セクションがあります。
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JSON
{

"Parameters": {
"InstanceType": {
"Type": "String",
"Default": "m1.small",
"Description": "EC2 instance type, e.g. m1.small, m1.large, etc."
},
"WebServerPort": {
"Type": "String",
"Default": "80",
"Description": "TCP/IP port of the web server"
},
"KeyName": {
"Type": "String",
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the web
server"
}
}

}

YAML
Parameters:
InstanceType:
Type: String
Default: m1.small
Description: 'EC2 instance type, e.g. m1.small, m1.large, etc.'
WebServerPort:
Type: String
Default: '80'
Description: TCP/IP port of the web server
KeyName:
Type: String
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the web server

ネストされたスタック
次のテンプレートを使用すると、EC2ChooseAMI.template を使ってスタック (myStackWithParams) を
埋め込み、AWS::CloudFormation::Stack リソースの Parameters プロパティを使って、InstanceType と
KeyName を指定することができます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myStackWithParams" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::Stack",
"Properties" : {
"TemplateURL" : "https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template",
"Parameters" : {
"InstanceType" : "t1.micro",
"KeyName" : "mykey"
}
}
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myStackWithParams:
Type: AWS::CloudFormation::Stack
Properties:
TemplateURL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-templates-us-east-2/
EC2ChooseAMI.template
Parameters:
InstanceType: t1.micro
KeyName: mykey

以下の資料も参照してください。
• テンプレートのサンプルスニペットについては、「CloudFormation テンプレートスニペット」の「ネス
トされたスタック」を参照してください。
• ネストされたスタックが進行中のオペレーションで停止した場合には、Troubleshooting AWS
CloudFormation でエラーのトラブルシューティングを参照してください。

AWS::CloudFormation::StackSet
AWS::CloudFormation::StackSet では、単一の CloudFormation テンプレートを使用して、AWS
accounts 内およびリージョン間でスタックをプロビジョンできます。スタックセットで、使用するテンプ
レートと、そのテンプレートに必要なパラメータや機能を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::StackSet",
"Properties" : {
"AdministrationRoleARN" : String,
"AutoDeployment" : AutoDeployment (p. 1539),
"CallAs" : String,
"Capabilities" : [ String, ... ],
"Description" : String,
"ExecutionRoleName" : String,
"OperationPreferences" : OperationPreferences (p. 1540),
"Parameters" : [ Parameter (p. 1542), ... ],
"PermissionModel" : String,
"StackInstancesGroup" : [ StackInstances (p. 1543), ... ],
"StackSetName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateBody" : String,
"TemplateURL" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::StackSet
Properties:
AdministrationRoleARN: String
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AutoDeployment:
AutoDeployment (p. 1539)
CallAs: String
Capabilities:
- String
Description: String
ExecutionRoleName: String
OperationPreferences:
OperationPreferences (p. 1540)
Parameters:
- Parameter (p. 1542)
PermissionModel: String
StackInstancesGroup:
- StackInstances (p. 1543)
StackSetName: String
Tags:
- Tag
TemplateBody: String
TemplateURL: String

プロパティ
AdministrationRoleARN
このスタックセットの作成に使用する IAM ロールの Amazon リソースナンバー (ARN)。カスタマイズ
した管理者ロールを使用して同じ管理者アカウント内の特定のスタックセットを管理するユーザーや
グループを制御する場合にのみ、IAM ロールを指定します。
同じ管理者アカウント内で特定のスタックセットを管理するユーザーやグループを制御するには、カ
スタマイズされた管理者ロールを使用します。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドの Prerequisites: Granting Permissions for Stack Set Operations を参照してください。
最小: 20
最大: 2048
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AutoDeployment
[Service-managed permissions] (Service-managed 許可) ターゲットの組織または組織単位 (OU)
に追加されている AWS Organizations アカウントに StackSets が自動的にデプロイされるかどうかを
示します。
必須: いいえ
タイプ: AutoDeployment (p. 1539)
Update requires: No interruption
CallAs
[サービス管理のアクセス許可] 組織の管理アカウントでアカウント管理者として動作するか、メン
バーアカウントで委任された管理者として動作するかを指定します。
デフォルトでは、SELF が指定されます。セルフマネージドパーミッションを持つスタックセットに
SELF を使用します。
• 管理アカウントにサインインしているときに、サービス管理のアクセス許可を持つスタックセット
を作成するには、SELF を指定します 。
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• 委任された管理者アカウントにサインインしているときに、サービス管理のアクセス許可を持つス
タックセットを作成するには、DELEGATED_ADMIN を指定します。
AWS account は、管理アカウントに委任された管理者として登録する必要があります。詳細につい
ては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Register a delegated administrator を参照してくだ
さい。
サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットは、委任された管理者によって作成され
たスタックセットを含む、管理アカウントに作成されます。
有効な値 : SELF |DELEGATED_ADMIN
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Capabilities
スタックセットで許可される機能。一部のスタックセットテンプレートには、新しい AWS Identity
and Access Management (IAM) ユーザーを作成する場合などで、AWS account の許可に影響を与
える可能性のあるリソースが含まれている場合があります。詳細については、Acknowledging IAM
Resources in AWS CloudFormation Templates を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Description
スタックセットの説明。
最小: 1
最大: 1024
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExecutionRoleName
スタックセットの作成に使用する IAM 実行ロールの名前。実行ロールを指
定しない場合、AWS CloudFormation はスタックセットオペレーションに
AWSCloudFormationStackSetExecutionRole ロールを使用します。
最小: 1
最大: 64
パターン: [a-zA-Z_0-9+=,.@-]+
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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OperationPreferences
AWS CloudFormation によるスタックセットオペレーションの実行方法に関するユーザー指定の詳細
設定。
必須: いいえ
タイプ: OperationPreferences (p. 1540)
Update requires: No interruption
Parameters
スタックセットテンプレートの入力パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Parameter (p. 1542) のリスト
Update requires: No interruption
PermissionModel
スタックセットオペレーションに必要な IAM ロールの作成方法を示します。
• SELF_MANAGED アクセス許可を使用する場合は、ターゲットアカウントへのデプロイに必要な管
理者ロールと実行ロールを作成する必要があります。詳細については、「セルフマネージド型のス
タックセットアクセス許可を付与する」を参照してください。
• SERVICE_MANAGED 許可を使用する場合は、AWS Organizations が管理するアカウントへのデプロ
イに必要な IAM ロールが StackSets によって自動的に作成されます。詳細については、「サービス
マネージド型のスタックセットアクセス許可を付与する」を参照してください。
許可される値: SERVICE_MANAGED | SELF_MANAGED

Note
PermissionModel プロパティは必須です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StackInstancesGroup
特定のアカウントとリージョンにパラメータを持つスタックインスタンスのグループ。
必須: いいえ
タイプ: StackInstances (p. 1543) のリスト
Update requires: No interruption
StackSetName
スタックセットに関連付ける名前。名前は、スタックセットを作成するリージョン内で一意にする必
要があります。
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]{0,127}$

Note
StackSetName プロパティは必須です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このスタックセットとそこから作成されたスタックに関連付けるキーと値のペア。また、AWS
CloudFormation は、スタック内に作成されたサポートされているリソースにこれらのタグを伝達しま
す。最大で 50 個のタグを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TemplateBody
最小長が 1 バイトで最大長が 51,200 バイトのテンプレート本文が含まれている構造。
StackSet には、TemplateURL または TemplateBody のいずれかを含める必要がありますが、両方
を使用することはできません。
最小: 1
最大: 51200
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateURL
テンプレート本文を含むファイルの場所。URL は、Amazon S3 バケット内にあるテンプレート (最大
サイズ: 460,800 バイト) を指す必要があります。
StackSet には、TemplateURL または TemplateBody のいずれかを含める必要がありますが、両方
を使用することはできません。
最小: 1
最大: 1024
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は StackSetId を返します。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。
API バージョン 2010-05-15
1538

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFormation

Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
StackSetId
作成するスタックの ID。

以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレート

AWS::CloudFormation::StackSet AutoDeployment
[Service-managed permissions] (Service-managed 許可) ターゲットの組織単位 (OU) に追加されてい
る AWS Organizations アカウントに StackSets が自動的にデプロイされるかどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"RetainStacksOnAccountRemoval" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean
RetainStacksOnAccountRemoval: Boolean

プロパティ
Enabled
true に設定すると、StackSets は、指定したリージョンのターゲット組織または組織単位 (OU) に追
加した AWS Organizations アカウントに追加のスタックインスタンスを自動的にデプロイします。
ターゲット組織または OU からアカウントを削除すると、StackSets は指定したリージョンのアカウ
ントからスタックインスタンスを削除します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RetainStacksOnAccountRemoval
true に設定すると、ターゲット組織または OU からアカウントを削除したときにスタックリソース
は保持されます。false に設定すると、スタックリソースは削除されます。Enabled を True に設
定した場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AWS::CloudFormation::StackSet DeploymentTargets
指定したリージョンでスタックインスタンスを作成する対象の AWS OrganizationalUnitIds またはアカウ
ント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Accounts" : [ String, ... ],
"OrganizationalUnitIds" : [ String, ... ]

YAML
Accounts:
- String
OrganizationalUnitIds:
- String

プロパティ
Accounts
スタックセットの更新をデプロイする先の 1 つ以上の AWS accounts の名前。
パターン: ^[0-9]{12}$
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
OrganizationalUnitIds
StackSets をデプロイする先の組織のルート ID または組織単位 (OU) の ID。
パターン: ^(ou-[a-z0-9]{4,32}-[a-z0-9]{8,32}|r-[a-z0-9]{4,32})$
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFormation::StackSet OperationPreferences
AWS CloudFormation によるスタックセットオペレーションの実行方法に関するユーザー指定の詳細設
定。同時アカウントの最大数と失敗の許容範囲の詳細については、「スタックセットオペレーションのオ
プション」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"FailureToleranceCount" : Integer,
"FailureTolerancePercentage" : Integer,
"MaxConcurrentCount" : Integer,
"MaxConcurrentPercentage" : Integer,
"RegionConcurrencyType" : String,
"RegionOrder" : [ String, ... ]

YAML
FailureToleranceCount: Integer
FailureTolerancePercentage: Integer
MaxConcurrentCount: Integer
MaxConcurrentPercentage: Integer
RegionConcurrencyType: String
RegionOrder:
- String

プロパティ
FailureToleranceCount
AWS CloudFormation がそのリージョンでオペレーションを停止する前に、このオペレーションが失
敗する可能性があるリージョンごとのアカウントの数。リージョンでのオペレーションが停止する
と、AWS CloudFormation は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。
条件付き: FailureToleranceCount または FailureTolerancePercentage のいずれかを指定す
る必要があります。ただし、両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FailureTolerancePercentage
AWS CloudFormation がそのリージョンでオペレーションを停止する前に、このスタックオペレー
ションが失敗する可能性があるリージョンごとのアカウントの割合。リージョンでのオペレーション
が停止すると、AWS CloudFormation は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。
指定した割合に基づいて、アカウントの数を計算するときは、AWS CloudFormation は最も近い整数
になるように切り捨てます。
条件付き: FailureToleranceCount または FailureTolerancePercentage のどちらかを指定す
る必要があります。両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxConcurrentCount
このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大数。これは、FailureToleranceCount の
値に依存します。MaxConcurrentCount は、最大で FailureToleranceCount より 1 つ多くなり
ます。
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この設定では、オペレーションの最大値を指定できます。大規模なデプロイの場合、特定の状況下で
は、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのために低くなる可能性があ
ります。
条件付き: MaxConcurrentCount または MaxConcurrentPercentage のどちらかを指定する必要
があります。両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxConcurrentPercentage
このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大の割合。
指定した割合に基づいて、アカウントの数を計算するときは、AWS CloudFormation は最も近い整数
になるように切り捨てます。これは、切り捨てがゼロになる場合を除いて当てはまります。この場
合、CloudFormation は代わりに数字を 1 に設定します。
この設定では、オペレーションの最大値を指定できます。大規模なデプロイの場合、特定の状況下で
は、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのために低くなる可能性があ
ります。
条件付き: MaxConcurrentCount または MaxConcurrentPercentage のどちらかを指定する必要
があります。両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RegionConcurrencyType
StackSets 操作をリージョンにデプロイする同時実行タイプは、並列することも、または一度に 1 つ
のリージョンに配置することもできます。
許可される値: SEQUENTIAL | PARALLEL
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RegionOrder
スタックオペレーションを実行するリージョンの順序。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFormation::StackSet Parameter
Parameter データ型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ParameterKey" : String,
"ParameterValue" : String

YAML
ParameterKey: String
ParameterValue: String

プロパティ
ParameterKey
パラメータに関連付けられたキー。特定のパラメータに対してキーと値を指定しないと、AWS
CloudFormation はテンプレートに指定されているデフォルト値を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ParameterValue
パラメータに関連付けられた入力値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFormation::StackSet StackInstances
一部のアカウントやリージョンのスタックインスタンス。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeploymentTargets" : DeploymentTargets (p. 1540),
"ParameterOverrides" : [ Parameter (p. 1542), ... ],
"Regions" : [ String, ... ]

YAML
DeploymentTargets:
DeploymentTargets (p. 1540)
ParameterOverrides:
- Parameter (p. 1542)
Regions:
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- String

プロパティ
DeploymentTargets
指定されたリージョンにスタックインスタンスを作成する AWS OrganizationalUnitIds または
Accounts 。
必須: はい
タイプ: DeploymentTargets (p. 1540)
Update requires: No interruption
ParameterOverrides
選択したスタックインスタンスで値をオーバーライドする対象のスタックセットパラメータのリス
ト。
必須: いいえ
タイプ: Parameter (p. 1542) のリスト
Update requires: No interruption
Regions
指定した AWS accounts を使用してスタックインスタンスを作成する先の 1 つ以上のリージョンの名
前。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFormation::TypeActivation
パブリックサードパーティー拡張機能をアクティブ化し、スタックテンプレートで使用できるようにしま
す。詳細については、CloudFormation ユーザーガイドの Using public extensions を参照してください。
アカウントとリージョンでパブリックサードパーティー拡張機能をアクティブ化した
ら、SetTypeConfiguration を使用して拡張機能の設定プロパティを指定します。詳細について
は、CloudFormation ユーザーガイドの Configuring extensions at the account level を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFormation::TypeActivation",
"Properties" : {
"AutoUpdate" : Boolean,
"ExecutionRoleArn" : String,
"LoggingConfig" : LoggingConfig (p. 1548),
"MajorVersion" : String,
"PublicTypeArn" : String,
"PublisherId" : String,
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}

}

"Type" : String,
"TypeName" : String,
"TypeNameAlias" : String,
"VersionBump" : String

YAML
Type: AWS::CloudFormation::TypeActivation
Properties:
AutoUpdate: Boolean
ExecutionRoleArn: String
LoggingConfig:
LoggingConfig (p. 1548)
MajorVersion: String
PublicTypeArn: String
PublisherId: String
Type: String
TypeName: String
TypeNameAlias: String
VersionBump: String

プロパティ
AutoUpdate
拡張機能の公開元によって新しいマイナーバージョンが公開されたときに、このアカウントとリー
ジョンの拡張機能機能を自動的に更新するかどうか。公開元がリリースしたメジャーバージョンは手
動で更新する必要があります。
デフォルト: true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
拡張機能のアクティブ化に使用する IAM 実行ロールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: arn:.+:iam::[0-9]{12}:role/.+
Update requires: Replacement
LoggingConfig
拡張機能のログ記録設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: LoggingConfig (p. 1548)
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Update requires: Replacement
MajorVersion
複数のメジャーバージョンが使用可能な場合に、アクティブ化するこの拡張機能のメジャーバージョ
ン。デフォルトは最新のメジャーバージョンです。CloudFormation は、選択されたメジャーバージョ
ンの利用可能な最新のマイナーバージョンを使用します。
MajorVersion または VersionBump のいずれかを指定できます。ただし、両方を指定することはで
きません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PublicTypeArn
パブリック拡張機能の Amazon リソース番号 (ARN)。
条件文: PublicTypeArn、または TypeName、Type、および PublisherId を指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws[A-Za-z0-9-]{0,64}:cloudformation:[A-Za-z0-9-]{1,64}::type/.
+/[0-9a-zA-Z]{12,40}/.+
Update requires: Replacement
PublisherId
拡張機能の公開元の ID。
条件文: PublicTypeArn、または TypeName、Type、および PublisherId を指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: [0-9a-zA-Z]{12,40}
Update requires: Replacement
Type
拡張機能タイプ。
条件文: PublicTypeArn、または TypeName、Type、および PublisherId を指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
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許可された値: MODULE | RESOURCE
Update requires: Replacement
TypeName
拡張機能の名前。
条件文: PublicTypeArn、または TypeName、Type、および PublisherId を指定する必要があり
ます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: Replacement
TypeNameAlias
このアカウントおよびリージョンで、パブリック拡張機能に割り当てるエイリアス。拡張機能のエイ
リアスを指定すると、CloudFormation は、このアカウントおよびリージョン内で、エイリアスを拡張
機能タイプ名として扱います。テンプレート、API コール、および CloudFormation コンソールで拡張
機能を参照するには、エイリアスを使用する必要があります。
拡張機能エイリアスは、特定のアカウントおよびリージョン内で一意である必要があります。異なる
タイプ名のエイリアスを使用して、同じアカウントとリージョンで同じパブリックリソースを複数回
アクティブ化できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 204
パターン: [A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}::[A-Za-z0-9]{2,64}(::MODULE)
{0,1}
Update requires: Replacement
VersionBump
以前にアクティブ化されたタイプを、新しいメジャーバージョンまたはマイナーバージョン (使用可能
な場合) に手動で更新します。このパラメータを使用して、AutoUpdate の値を更新することもでき
ます。
• MAJOR: CloudFormation は拡張機能を最新のメジャーバージョンに更新します (利用可能な場合)。
• MINOR: CloudFormation は拡張機能を最新のマイナーバージョンに更新します (利用可能な場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: MAJOR | MINOR
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: このアカウントとリージョ
ンの、アクティブ化された拡張機能の Amazon リソース番号 (ARN)。
{ "Ref": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789013:type/resource/MyExample" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このアカウントとリージョンの、アクティブ化された拡張機能の Amazon リソース番号 (ARN)。

AWS::CloudFormation::TypeActivation LoggingConfig
拡張機能のログ記録設定情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupName" : String,
"LogRoleArn" : String

YAML
LogGroupName: String
LogRoleArn: String

プロパティ
LogGroupName
拡張機能のハンドラーを呼び出すときに CloudFormation がエラーログ情報を送信する Amazon
CloudWatch ロググループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
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パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
LogRoleArn
CloudWatch Logs にログエントリを送信するときに CloudFormation が受け取る必要のあるロールの
ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: arn:.+:iam::[0-9]{12}:role/.+
Update requires: Replacement

AWS::CloudFormation::WaitCondition
Important
Amazon EC2 および Auto Scaling リソースについては、待機条件ではなく CreationPolicy 属性を
使用することをお勧めします。CreationPolicy 属性をこれらのリソースに追加し、インスタンス
作成プロセスが正常に完了したときにシグナルを送信するために cfn-signal ヘルパースクリプト
を使用します。
次のような状況で待機条件を使用できます。
• スタックの作成の外部での設定アクションを使ったスタックリソース作成を調整するため
• 設定プロセスのステータスを追跡するため
これらの場合には、待機条件ハンドルを使用しないで済むように、CreationPolicy 属性を待機条件に関連
付けることをお勧めします。詳細と例については、「テンプレートでの待機条件の作成」を参照してくだ
さい。待機条件に CreationPolicy を使用している場合は、待機条件のプロパティを何も指定しないでくだ
さい。

Note
VPC エンドポイント機能を使用する場合、待機条件に応答する VPC のリソースに
は、CloudFormation 固有の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのアクセ
ス権が必要です。リソースは、署名付き Amazon S3 URL に応答する待機条件を送信する必要
があります。Amazon S3 に応答を送信できない場合、CloudFormation は応答を受信せず、ス
タックオペレーションは失敗となります。詳細については、Setting up VPC endpoints for AWS
CloudFormation を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"Properties" : {
"Count" : Integer,
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}

}

"Handle" : String,
"Timeout" : String

YAML
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
Properties:
Count: Integer
Handle: String
Timeout: String

プロパティ
Count
スタックの作成プロセスを CloudFormation が再開するために受け取る必要のある成功シグナルの
数。所定の数の成功シグナルが待機条件に通知されると、CloudFormation はスタックの作成を再開
します。待機条件に通知された成功シグナルの数が指定数に達する前にタイムアウト時間が経過した
場合、CloudFormation は、待機条件が満たされなかったものと見なし、スタックをロールバックしま
す。
アップデートはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Handle
この待機条件にシグナルを送る待機条件ハンドルへのリファレンス。Ref 組み込み関数を使用し
て、AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle リソースを指定します。
スタックの更新中 WaitCondition リソースを追加するときは、常に、その待機条件を新しい
WaitConditionHandle リソースに関連付ける必要があります。既にテンプレートに定義されている古
い待機条件ハンドルを再利用することは避けてください。待機条件ハンドルを再利用した場合、以前
のスタック作成コマンドまたはスタック更新コマンドからの古いシグナルが評価される可能性があり
ます。
アップデートはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timeout
Count プロパティに指定されたシグナル数を待機する時間 (秒)。Timeout は、最小許容プロパティ
です。つまり、タイムアウトは、指定した時間の経過直後に発生しますが、間を置いて発生する可能
性があります。このプロパティに指定できる時間は最長 12 時間 (43200 秒) です。
アップデートはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Data
指定された待機条件について、待機条件シグナルからの UniqueId 値と Data 値を格納する JSON オ
ブジェクト。待機条件シグナルの詳細については、「待機条件シグナルの JSON 形式」を参照してく
ださい。
2 つのシグナルを含んだ待機条件の戻り値の例:
{ "Signal1" : "Step 1 complete." , "Signal2" : "Step 2 complete." }

例
ウェブサーバーグループ内の所定のインスタンス数を待機する WaitCondition
JSON
{

"WebServerGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"AvailabilityZones": {
"Fn::GetAZs": "",
"LaunchConfigurationName": {
"Ref": "LaunchConfig"
}
},
"MinSize": "1",
"MaxSize": "5",
"DesiredCapacity": {
"Ref": "WebServerCapacity"
},
"LoadBalancerNames": [
{
"Ref": "ElasticLoadBalancer"
}
]
}
},
"WaitHandle": {
"Type": "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle"
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}

},
"WaitCondition": {
"Type": "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"DependsOn": "WebServerGroup",
"Properties": {
"Handle": {
"Ref": "WaitHandle"
},
"Timeout": "300",
"Count": {
"Ref": "WebServerCapacity"
}
}
}

YAML
WebServerGroup:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
AvailabilityZones:
Fn::GetAZs: ''
LaunchConfigurationName: !Ref 'LaunchConfig'
MinSize: '1'
MaxSize: '5'
DesiredCapacity: !Ref 'WebServerCapacity'
LoadBalancerNames:
- !Ref 'ElasticLoadBalancer'
WaitHandle:
Type: AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
WaitCondition:
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
DependsOn: WebServerGroup
Properties:
Handle: !Ref 'WaitHandle'
Timeout: '300'
Count: !Ref 'WebServerCapacity'

以下の資料も参照してください。
• テンプレートでの待機条件の作成
• DependsOn 属性

AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
Important
Amazon EC2 および Auto Scaling リソースについては、待機条件ではなく CreationPolicy 属性を
使用することをお勧めします。CreationPolicy 属性をこれらのリソースに追加し、インスタンス
作成プロセスが正常に完了したときにシグナルを送信するために cfn-signal ヘルパースクリプト
を使用します。
詳細については、Deploying applications on Amazon EC2 with AWS CloudFormation を参照して
ください。
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle タイプにプロパティはありません。Ref
関数を使用して WaitConditionHandle リソースを参照すると、AWS CloudFormation から
署名付き URL が返されます。Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーションやスク
リプトにこの URL を渡すことによって、その URL にシグナルを送信します。関連付けられた
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AWS::CloudFormation::WaitCondition リソースは、必要な数の成功シグナルまたは失敗シグナル
の URL を確認します。

Important
スタックの更新中に WaitCondition リソースを追加するとき、または待機条件を使ってリソー
スを更新するときは常に、その待機条件を新しい WaitConditionHandle リソースに関連付け
る必要があります。既にテンプレートに定義されている古い待機条件ハンドルを再利用すること
は避けてください。待機条件ハンドルを再利用した場合、以前のスタック作成コマンドまたはス
タック更新コマンドからの古いシグナルが評価される可能性があります。

Note
このリソースの更新はサポートされません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle",
"Properties" : {
}

YAML
Type: AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
Properties:

以下の資料も参照してください。
• 待機条件の使用方法については、「テンプレートでの待機条件の作成」を参照してください。

Amazon CloudFront リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CloudFront::CachePolicy (p. 1553)
• AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity (p. 1562)
• AWS::CloudFront::Distribution (p. 1564)
• AWS# CloudFront# 関数 (p. 1613)
•
•
•
•
•

AWS::CloudFront::KeyGroup (p. 1616)
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy (p. 1618)
AWS::CloudFront::PublicKey (p. 1624)
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig (p. 1626)
AWS::CloudFront::StreamingDistribution (p. 1629)

AWS::CloudFront::CachePolicy
キャッシュポリシー。
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キャッシュ動作にアタッチされると、キャッシュポリシーによって次のことが決定されます。
• CloudFront がキャッシュキーに含められる値。これらの値には、HTTP ヘッダー、Cookie、および URL
クエリ文字列を含めることができます。CloudFront はキャッシュキーを使用して、ビューワーに返すこ
とのできるオブジェクトをキャッシュ内で検索します。
• CloudFront キャッシュにオブジェクトを保持するデフォルト、最小、最大存続時間 (TTL) 値。
キャッシュキーに含まれるヘッダー、Cookie、およびクエリ文字列は、CloudFront がオリジンに送信す
るリクエストに自動的に含まれます。CloudFront は、リクエストのキャッシュキーと一致する有効なオブ
ジェクトをキャッシュで見つからなかった場合にリクエストを送信します。値をオリジンに送信するが、
キャッシュキーに含めない場合は、OriginRequestPolicy を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFront::CachePolicy",
"Properties" : {
"CachePolicyConfig" : CachePolicyConfig (p. 1555)
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::CachePolicy
Properties:
CachePolicyConfig:
CachePolicyConfig (p. 1555)

プロパティ
CachePolicyConfig
キャッシュポリシーの設定。
必須: はい
タイプ: CachePolicyConfig (p. 1555)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: キャッシュポリシー ID。
例: 2766f7b2-75c5-41c6-8f06-bf4303a2f2f5。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
キャッシュポリシーの一意の識別子。例: 2766f7b2-75c5-41c6-8f06-bf4303a2f2f5。
LastModifiedTime
キャッシュポリシーが最後に変更された日時。

AWS::CloudFront::CachePolicy CachePolicyConfig
キャッシュポリシーの設定。
この設定により、次のことが決まります。
• CloudFront がキャッシュキーに含められる値。これらの値には、HTTP ヘッダー、Cookie、および URL
クエリ文字列を含めることができます。CloudFront はキャッシュキーを使用して、ビューワーに返すこ
とのできるオブジェクトをキャッシュ内で検索します。
• CloudFront キャッシュにオブジェクトを保持するデフォルト、最小、最大存続時間 (TTL) 値。
キャッシュキーに含まれるヘッダー、Cookie、およびクエリ文字列は、CloudFront がオリジンに送信す
るリクエストに自動的に含まれます。CloudFront は、リクエストのキャッシュキーと一致する有効なオブ
ジェクトをキャッシュで見つからなかった場合にリクエストを送信します。値をオリジンに送信するが、
キャッシュキーに含めない場合は、OriginRequestPolicy を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Comment" : String,
"DefaultTTL" : Double,
"MaxTTL" : Double,
"MinTTL" : Double,
"Name" : String,
"ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin" : ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin (p. 1559)

}

YAML
Comment: String
DefaultTTL: Double
MaxTTL: Double
MinTTL: Double
Name: String
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin (p. 1559)

プロパティ
Comment
キャッシュポリシーを説明するコメント。コメントは 128 文字以下にする必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultTTL
CloudFront が別のリクエストをオリジンに送信して、オブジェクトが更新されたかどうかを確認す
るまでにオブジェクトを CloudFront キャッシュに保持するデフォルトの時間 (秒単位)。CloudFront
は、オリジンがオブジェクトと Cache-Control または Expires ヘッダーを送信 しない 場合
にのみ、この値をオブジェクトの存続時間 (TTL) として使用します。詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持される期間の管理 (有効期
限)」を参照してください。
このフィールドのデフォルト値は 86400 秒 (1 日) です。の値 MinTTL が 86400 秒を超える場合、こ
のフィールドのデフォルト値は MinTTL の値と同じです。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MaxTTL
CloudFront が別のリクエストをオリジンに送信して、オブジェクトが更新されたかどうかを確認す
るまでにオブジェクトを CloudFront キャッシュに保持する最大時間 (秒単位)。CloudFront は、オリ
ジンがオブジェクトとともに Cache-Control または Expires ヘッダーを送信する場合のみ、この
値を使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジ
キャッシュに保持される期間の管理 (有効期限)」を参照してください。
このフィールドのデフォルト値は 31536000 秒 (1 年) です。MinTTL または DefaultTTL の値が
31536000 秒を超える場合、このフィールドのデフォルト値は DefaultTTL の値と同じです。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MinTTL
CloudFront が別のリクエストをオリジンに送信して、オブジェクトが更新されたかどうかを確認
するまでにオブジェクトを CloudFront キャッシュに保持する最小時間 (秒単位)。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持される期間の
管理 (有効期限)」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Name
キャッシュポリシーを識別する一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin
キャッシュキーに含める HTTP ヘッダー、Cookie、および URL クエリ文字列。キャッシュキーに含
まれる値は、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれます。
必須: はい
タイプ: ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin (p. 1559)
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::CachePolicy CookiesConfig
ビューワーリクエスト内の Cookie がキャッシュキーに含まれるかどうか(含まれる場合はどの Cookie
か)、また CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定するオブジェ
クト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CookieBehavior" : String,
"Cookies" : [ String, ... ]

YAML
CookieBehavior: String
Cookies:
- String

プロパティ
CookieBehavior
ビューワーリクエスト内の Cookie がキャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリ
クエストに自動的に含まれるかどうかを決定します。有効な値は次のとおりです。
• none – ビューワーリクエストの Cookie はキャッシュキーに含まれず、CloudFront がオリジ
ンに送信するリクエストに自動的に含まれません。このフィールドが none に設定されていて
も、OriginRequestPolicy にリストされている Cookie はオリジンリクエストに含まれます。
• whitelist – CookieNames タイプにリストされているビューワーリクエストの Cookie は、
キャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれます。
• allExcept – CookieNames タイプにリストされていないビューワーリクエスト内のすべての
Cookie は、キャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含ま
れます。
• all – ビューワーリクエスト内のすべての Cookie がキャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリ
ジンに送信するリクエストに自動的に含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: all | allExcept | none | whitelist
Update requires: No interruption
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Cookies
Cookie 名のリストが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::CachePolicy HeadersConfig
HTTP ヘッダーがキャッシュキーに含まれるかどうか (含まれる場合はどのヘッダーか)、また CloudFront
がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HeaderBehavior" : String,
"Headers" : [ String, ... ]

YAML
HeaderBehavior: String
Headers:
- String

プロパティ
HeaderBehavior
HTTP ヘッダーがキャッシュキーに含まれるかどうか、また CloudFront がオリジンに送信するリクエ
ストに自動的に含まれるかどうかを決定します。有効な値は次のとおりです。
• none — HTTP ヘッダーはキャッシュキーに含まれず、CloudFront がオリジンに送信するリクエス
トに自動的に含まれません。このフィールドを none に設定しても、OriginRequestPolicy にリ
ストされているヘッダーはオリジンリクエストに含まれます。
• whitelist — Headers タイプにリストされている HTTP ヘッダーはキャッシュキーに含ま
れ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: none | whitelist
Update requires: No interruption
Headers
HTTP ヘッダー名のリストが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::CachePolicy ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin
このオブジェクトは、CloudFront によりキャッシュキーに含められる値を決定します。これらの値に
は、HTTP ヘッダー、Cookie、および URL クエリ文字列を含めることができます。CloudFront はキャッ
シュキーを使用して、ビューワーに返すことのできるオブジェクトをキャッシュ内で検索します。
キャッシュキーに含まれるヘッダー、Cookie、およびクエリ文字列は、CloudFront がオリジンに送信す
るリクエストに自動的に含まれます。CloudFront は、リクエストのキャッシュキーと一致するオブジェク
トをキャッシュで見つからなかった場合にリクエストを送信します。値をオリジンに送信するが、キャッ
シュキーに含めない場合は、OriginRequestPolicy を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CookiesConfig" : CookiesConfig (p. 1557),
"EnableAcceptEncodingBrotli" : Boolean,
"EnableAcceptEncodingGzip" : Boolean,
"HeadersConfig" : HeadersConfig (p. 1558),
"QueryStringsConfig" : QueryStringsConfig (p. 1561)

YAML
CookiesConfig:
CookiesConfig (p. 1557)
EnableAcceptEncodingBrotli: Boolean
EnableAcceptEncodingGzip: Boolean
HeadersConfig:
HeadersConfig (p. 1558)
QueryStringsConfig:
QueryStringsConfig (p. 1561)

プロパティ
CookiesConfig
ビューワーリクエスト内の Cookie がキャッシュキーに含まれるかどうか(含まれる場合はどの Cookie
か)、また CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定するオブ
ジェクト。
必須: はい
タイプ: CookiesConfig (p. 1557)
Update requires: No interruption
EnableAcceptEncodingBrotli
Accept-Encoding HTTP ヘッダーがキャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリ
クエストに含まれるかどうかに影響するフラグ。
このフィールドは EnableAcceptEncodingGzip フィールドに関連しています。これらのフィール
ドの 1 つまたは両方が true であり、かつ、ビューワーのリクエストに Accept-Encoding ヘッダー
が含まれている場合、CloudFront は以下のことを実行します。
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• ビューワーの Accept-Encoding ヘッダーの値を正規化する
• 正規化されたヘッダーをキャッシュキーに含める
• リクエストが必要な場合、オリジンへのリクエストに正規化されたヘッダーを含めます
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「圧縮サポート」を参照してください。
この値を true に設定する際に、このキャッシュ動作にもオリジンリクエストポリシーがアタッチさ
れている場合は、オリジンリクエストポリシーに Accept-Encoding ヘッダーを含めないでくださ
い。このフィールドの値が true の場合、CloudFront は常に Accept-Encoding ヘッダーをオリジ
ンリクエストに含めます。したがって、このヘッダーをオリジンリクエストポリシーに含めても効果
はありません。
これらのフィールドの両方が false の場合、CloudFront は Accept-Encoding ヘッダーをビュー
ワーリクエスト内の他の HTTP ヘッダーと同様に処理します。デフォルトでは、キャッシュキー
には含まれず、オリジンリクエストにも含まれません。この場合、他の HTTP ヘッダーと同様
に、Accept-Encoding をヘッダーホワイトリストに手動で追加できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableAcceptEncodingGzip
Accept-Encoding HTTP ヘッダーがキャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリ
クエストに含まれるかどうかに影響するフラグ。
このフィールドは EnableAcceptEncodingBrotli フィールドに関連しています。これらのフィー
ルドの 1 つまたは両方が true であり、かつ、ビューワーのリクエストに Accept-Encoding ヘッ
ダーが含まれている場合、CloudFront は以下のことを実行します。
• ビューワーの Accept-Encoding ヘッダーの値を正規化する
• 正規化されたヘッダーをキャッシュキーに含める
• リクエストが必要な場合、オリジンへのリクエストに正規化されたヘッダーを含めます
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「圧縮サポート」を参照してください。
この値を true に設定する際に、このキャッシュ動作にもオリジンリクエストポリシーがアタッチさ
れている場合は、オリジンリクエストポリシーに Accept-Encoding ヘッダーを含めないでくださ
い。このフィールドの値が true の場合、CloudFront は常に Accept-Encoding ヘッダーをオリジ
ンリクエストに含めます。したがって、このヘッダーをオリジンリクエストポリシーに含めても効果
はありません。
これらのフィールドの両方が false の場合、CloudFront は Accept-Encoding ヘッダーをビュー
ワーリクエスト内の他の HTTP ヘッダーと同様に処理します。デフォルトでは、キャッシュキー
には含まれず、オリジンリクエストにも含まれません。この場合、他の HTTP ヘッダーと同様
に、Accept-Encoding をヘッダーホワイトリストに手動で追加できます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HeadersConfig
HTTP ヘッダーがキャッシュキーに含まれるかどうか (含まれる場合はどのヘッダーか)、また
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定するオブジェクト。
必須: はい
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タイプ: HeadersConfig (p. 1558)
Update requires: No interruption
QueryStringsConfig
ビューワーリクエスト内の URL クエリ文字列 (および含まれる場合はどのクエリ文字列) がキャッ
シュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定
するオブジェクト。
必須: はい
タイプ: QueryStringsConfig (p. 1561)
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::CachePolicy QueryStringsConfig
ビューワーリクエスト内の URL クエリ文字列 (および含まれる場合はどのクエリ文字列) がキャッシュ
キーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定するオブ
ジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"QueryStringBehavior" : String,
"QueryStrings" : [ String, ... ]

YAML
QueryStringBehavior:
String
QueryStrings:
- String

プロパティ
QueryStringBehavior
ビューワーリクエスト内の URL クエリ文字列がキャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに
送信するリクエストに自動的に含まれるかどうかを決定します。有効な値は次のとおりです。
• none – ビューワーリクエストのクエリ文字列はキャッシュキーに含まれず、CloudFront がオ
リジンに送信するリクエストに自動的に含まれません。このフィールドを none に設定して
も、OriginRequestPolicy にリストされているクエリ文字列はオリジンリクエストに含まれま
す。
• whitelist – QueryStringNames タイプにリストされているビューワーリクエストのクエリ文字
列は、キャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動的に含まれま
す。
• allExcept – QueryStringNames タイプにリスト されていないビューワーリクエスト内のすべて
のクエリ文字列は、キャッシュキーに含まれ、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに自動
的に含まれます。
• all – ビューワーリクエスト内のすべてのクエリ文字列がキャッシュキーに含まれ、CloudFront が
オリジンに送信するリクエストに自動的に含まれます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: all | allExcept | none | whitelist
Update requires: No interruption
QueryStrings
クエリ文字列名のリストが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
新しいオリジンアクセスアイデンティティ(OAI) を作成するリクエストです。オリジンアクセスアイデン
ティティは、Amazon S3 に関連付けることができる特別な CloudFront ユーザーであり、それによって
Amazon S3 の全部または一部だけを保護することができます。詳細については、Amazon CloudFront 開発
者ガイドの「オリジンアクセスアイデンティティを使用して Amazon S3 コンテンツへのアクセスを制限
する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity",
"Properties" : {
"CloudFrontOriginAccessIdentityConfig" : CloudFrontOriginAccessIdentityConfig (p. 1564)
}

}

YAML
Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
Properties:
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig:
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig (p. 1564)

プロパティ
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig
アイデンティティの現在の設定情報。
必須: はい
タイプ: CloudFrontOriginAccessIdentityConfig (p. 1564)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
E15MNIMTCFKK4C などのオリジンアクセスアイデンティティこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
Property description not available.
S3CanonicalUserId

オリジンアクセスアイデンティティの Amazon S3 正規ユーザー ID
は、Amazon S3 内のオブジェクトへの読み取りアクセス権限をオリ
ジンアクセスアイデンティティに付与する場合に使用されます。例:
b970b42360b81c8ddbd79d2f5df0069ba9033c8a79655752abe380cd6d63ba8bcf23384d568fcf89fc4970

例
オリジンアクセスアイデンティティのコメントを指定します。
JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"cloudfrontoriginaccessidentity": {
"Type": "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity",
"Properties": {
"CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
"Comment": "string-value"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
cloudfrontoriginaccessidentity:
Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
Properties:
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig:
Comment: string-value
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以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの OriginAccessIdentity

AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig
オリジンアクセスアイデンティティ設定。/CloudFront API version/CloudFront/identity ID/
config リソースに GET リクエストを送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Comment" : String

YAML
Comment: String

プロパティ
Comment
オリジンアクセスアイデンティティを説明するコメント。コメントは 128 文字を超えることはできま
せん。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「CloudFrontOriginAccessIdentityConfigOriginAccessIdentity」

AWS::CloudFront::Distribution
ディストリビューションは、コンテンツの配信元の場所と、コンテンツ配信の追跡と管理の方法の詳細を
CloudFront に指示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFront::Distribution",
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}

"Properties" : {
"DistributionConfig" : DistributionConfig (p. 1585),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::Distribution
Properties:
DistributionConfig:
DistributionConfig (p. 1585)
Tags:
- Tag

プロパティ
DistributionConfig
ディストリビューションの現在の設定情報。/CloudFront API version/distribution ID/
config リソースに GET リクエストを送信します。
必須: はい
タイプ: DistributionConfig (p. 1585)
Update requires: No interruption
Tags
0 個以上の Tag 要素を含む複合型。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
CloudFront ディストリビューション ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。例: E27LVI50CSW06W。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DomainName
リソースのドメイン名 (d111111abcdef8.cloudfront.net など)。
Id
Property description not available.
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例
ディストリビューションを作成する
次の例では、ディストリビューションを指定し、1 つのタグを割り当てます。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"cloudfrontdistribution": {
"Type": "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties": {
"DistributionConfig": {
"CacheBehaviors": [
{
"LambdaFunctionAssociations": [
{
"EventType": "string-value",
"LambdaFunctionARN": "string-value"
}
]
}
],
"DefaultCacheBehavior": {
"LambdaFunctionAssociations": [
{
"EventType": "string-value",
"LambdaFunctionARN": "string-value"
}
]
},
"IPV6Enabled": "boolean-value",
"Origins": [
{
"CustomOriginConfig": {
"OriginKeepaliveTimeout": "integer-value",
"OriginReadTimeout": "integer-value"
}
}
]
},
"Tags": [
{
"Key": "string-value",
"Value": "string-value"
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
cloudfrontdistribution:
Type: AWS::CloudFront::Distribution
Properties:
DistributionConfig:
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CacheBehaviors:
- LambdaFunctionAssociations:
- EventType: string-value
LambdaFunctionARN: string-value
DefaultCacheBehavior:
LambdaFunctionAssociations:
- EventType: string-value
LambdaFunctionARN: string-value
IPV6Enabled: boolean-value
Origins:
- CustomOriginConfig:
OriginKeepaliveTimeout: integer-value
OriginReadTimeout: integer-value
Tags:
- Key: string-value
Value: string-value

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの CreateDistribution

AWS::CloudFront::Distribution CacheBehavior
CloudFront がリクエストを処理する方法を表す複合型。
CloudFront にすべてのオリジンからオブジェクトを配信したい場合は、オリジンと同じ数以上の
キャッシュ動作 (デフォルトのキャッシュ動作を含む) を作成する必要があります。各キャッシュ動作で
は、CloudFront がオブジェクトの取得先とする 1 つのオリジンを指定します。2 つのオリジンとデフォル
トのキャッシュ動作のみがある場合、デフォルトのキャッシュ動作によって、CloudFront は 1 つのオリジ
ンからオブジェクトを取得します。その他のオリジンは一切使用されません。
ディストリビューションに追加できるキャッシュ動作の数に関する現在のクォータについては、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの「クォータ」を参照してください。
いずれのキャッシュ動作も指定しない場合は、空の CacheBehaviors 要素のみを含めます。これは無効
なので、空の CacheBehavior 要素を含めないでください。
既存のディストリビューションですべてのキャッシュ動作を削除するには、ディストリビューションの設
定を更新し、空の CacheBehaviors 要素のみを含めます。
1 つ以上のキャッシュ動作を追加、変更、または削除するには、ディストリビューションの設定を更新
し、更新されたディストリビューションに含めるすべてのキャッシュ動作を指定します。
キャッシュ動作の詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュ動作」を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AllowedMethods" : [ String, ... ],
"CachedMethods" : [ String, ... ],
"CachePolicyId" : String,
"Compress" : Boolean,
"DefaultTTL" : Double,
"FieldLevelEncryptionId" : String,
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}

"ForwardedValues" : ForwardedValues (p. 1590),
"FunctionAssociations" : [ FunctionAssociation (p. 1593), ... ],
"LambdaFunctionAssociations" : [ LambdaFunctionAssociation (p. 1594), ... ],
"MaxTTL" : Double,
"MinTTL" : Double,
"OriginRequestPolicyId" : String,
"PathPattern" : String,
"RealtimeLogConfigArn" : String,
"SmoothStreaming" : Boolean,
"TargetOriginId" : String,
"TrustedKeyGroups" : [ String, ... ],
"TrustedSigners" : [ String, ... ],
"ViewerProtocolPolicy" : String

YAML
AllowedMethods:
- String
CachedMethods:
- String
CachePolicyId: String
Compress: Boolean
DefaultTTL: Double
FieldLevelEncryptionId: String
ForwardedValues:
ForwardedValues (p. 1590)
FunctionAssociations:
- FunctionAssociation (p. 1593)
LambdaFunctionAssociations:
- LambdaFunctionAssociation (p. 1594)
MaxTTL: Double
MinTTL: Double
OriginRequestPolicyId: String
PathPattern: String
RealtimeLogConfigArn: String
SmoothStreaming: Boolean
TargetOriginId: String
TrustedKeyGroups:
- String
TrustedSigners:
- String
ViewerProtocolPolicy: String

プロパティ
AllowedMethods
CloudFront が処理して Amazon S3 バケットまたはカスタムオリジンに転送する HTTP メソッドを制
御する複合型。3 つの選択肢があります。
• CloudFront は GET および HEAD リクエストのみを転送します。
• CloudFront は GET、HEAD、および OPTIONS リクエストのみを転送します。
• CloudFront は GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST、および DELETE リクエストのみを
転送します。
3 番目の選択肢を選択した場合は、望ましくない操作がユーザーによって実行されないよう
に、Amazon S3 バケットまたはカスタムオリジンへのアクセスの制限が必要になることがあります。
たとえば、オリジンからオブジェクトを削除する権限をユーザーに付与しないようにする場合などで
す。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CachedMethods
指定された HTTP メソッドを使用して CloudFront がリクエストへのレスポンスをキャッシュするか
どうかを制御する複合型。2 つの選択肢があります。
• CloudFront は、GET および HEAD リクエストへのレスポンスをキャッシュします。
• CloudFront は、GET、HEAD、および OPTIONS リクエストへのレスポンスをキャッシュします。
Amazon S3 オリジンに対して 2 番目の選択肢を選択した場合、レスポンスが正しくキャッシュされる
ようにするには、Access-Control-Request-Method、Access-Control-Request-Headers、および Origin
ヘッダーの転送が必要である可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CachePolicyId
このキャッシュ動作にアタッチされているキャッシュポリシーの一意の識別子。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッ
シュポリシーの使用」を参照してください。
CacheBehavior には、CachePolicyId または ForwardedValues のいずれかを含める必要があ
ります。CachePolicyId を使用することをお勧めします。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Compress
CloudFront がこのキャッシュ動作のために特定のファイルを自動的に圧縮するかどうか。圧縮する場
合は true を、圧縮しない場合は false を指定します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッ
パーガイドの「圧縮ファイルの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DefaultTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで DefaultTTL
フィールドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの
「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておくデフォルトの時間。この時間が経過する
と、CloudFront がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどう
かを判別します。指定する値は、オリジンが Cache-Control max-age、Cache-Control smaxage、Expires などの HTTP ヘッダーをオブジェクトに追加しないときにのみ適用されます。詳
細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持さ
れる期間の管理 (有効期限)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
FieldLevelEncryptionId
このキャッシュ動作の特定のフィールドのデータを暗号化するために、CloudFront が使用するフィー
ルドレベル暗号化設定の ID の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ForwardedValues
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガ
イドの「ポリシーの使用」を参照してください。
キャッシュキーに値を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」
を参照してください。
値をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを使用
します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストポリシー
の作成」または「管理オリジンリクエストポリシーの使用」を参照してください。
CacheBehavior には、CachePolicyId または ForwardedValues のいずれかを含める必要があ
ります。CachePolicyId を使用することをお勧めします。
CloudFront がクエリ文字列、Cookie、および HTTP ヘッダーを処理する方法を指定する複合型。
必須: 条件付き
タイプ: ForwardedValues (p. 1590)
Update requires: No interruption
FunctionAssociations
このキャッシュ動作に関連付けられている CloudFront 関数のリスト。CloudFront 関数をキャッシュ
動作に関連付けるには、LIVE ステージに発行されなくてはいけません。
必須: いいえ
タイプ : 関数関連 (p. 1593)の一覧
Update requires: No interruption
LambdaFunctionAssociations
キャッシュ動作への 0 個以上の Lambda@Edge 関数の関連付けを格納する複合型。
必須: いいえ
タイプ: LambdaFunctionAssociation (p. 1594) のリスト
Update requires: No interruption
MaxTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで MaxTTL フィー
ルドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッ
シュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
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オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておく最大時間。この時間が経過すると、CloudFront
がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどうかを判別します。
指定する値は、オリジンが Cache-Control max-age、Cache-Control s-maxage、Expires な
どの HTTP ヘッダーをオブジェクトに追加するときにのみ適用されます。詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持される期間の管理 (有効期
限)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MinTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで MinTTL フィー
ルドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッ
シュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておく最小時間。この時間が経過すると、CloudFront
がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどうかを判別します。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持
される期間の管理 (有効期限)」を参照してください。
オリジンにすべてのヘッダーを転送するように CloudFront を設定している (Headers で Quantity
に 1 を、Name に * を指定している) 場合は、MinTTL に 0 を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
OriginRequestPolicyId
このキャッシュ動作にアタッチされているオリジンリクエストポリシーの一意の識別子。詳細につい
ては、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンリクエストポリシーの作成」または「管理オリ
ジンリクエストポリシーの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PathPattern
パターン (images/*.jpg など) を使用して、動作を適用する先のリクエストを指定しま
す。CloudFront がビューワーリクエストを受け取ると、リクエストされたパスは、ディストリビュー
ションに含まれるキャッシュ動作の順序でパスパターンと照合されます。

Note
オプションで、パスパターンの先頭にスラッシュ (/) を含めることができます。たとえば、/
images/*.jpg と指定します。CloudFront の動作は先頭のスラッシュ (/) の有無で変化しま
せん。
デフォルトのキャッシュ動作のパスパターンは * であり、これを変更することはできません。オブ
ジェクトに対するリクエストがどのキャッシュ動作のパスパターンにも一致しない場合、CloudFront
は、デフォルトのキャッシュ動作として指定された動作を適用します。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「パスパターン」を参照してください。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RealtimeLogConfigArn
このキャッシュ動作にアタッチされたリアルタイムログ設定の Amazon リソースネーム (ARN)。詳細
については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「リアルタイムログ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SmoothStreaming
このキャッシュ動作に関連付けられたオリジンを使用して Microsoft スムーズストリーミング形式のメ
ディアファイルを配信するかどうかを示します。配信する場合は true を、配信しない場合は false
を指定します。true に SmoothStreaming を指定した場合でも、コンテンツが PathPattern の値
と一致すれば、このキャッシュ動作を使用してその他のコンテンツを配信できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TargetOriginId
リクエストがこのキャッシュ動作に一致する場合に、CloudFront がリクエストをルーティングするオ
リジンの ID の値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TrustedKeyGroups
CloudFront が署名付き URL または署名付き Cookie の検証のために使用できるキーグループのリス
ト。
キャッシュ動作に信頼されたキーグループが含まれている場合、CloudFront では、キャッシュ動作に
一致するすべてのリクエストに対して、署名付き URL または署名付き Cookie が必要です。URL また
は Cookie は、対応するパブリックキーがキーグループに含まれているプライベートキーで署名する
必要があります。署名付き URL または Cookie には、CloudFront が署名の検証に使用するパブリック
キーに関する情報が含まれています。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「プライ
ベートコンテンツの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TrustedSigners

Important
TrustedKeyGroups の代わりに TrustedSigners を使用することをお勧めします。
CloudFront が署名付き URL または署名付き Cookie の検証に使用するパブリックキーを持つ AWS ア
カウント ID のリスト。
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キャッシュ動作に信頼できる署名者が含まれている場合、CloudFront では、キャッシュ動作に一致
するすべてのリクエストに対して、署名付き URL または署名付き Cookie が必要です。URL または
Cookie は、信頼された署名者の AWS アカウント で CloudFront キーペアのプライベートキーを使用
して署名する必要があります。署名付き URL または Cookie には、CloudFront が署名の検証に使用す
るパブリックキーに関する情報が含まれています。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイ
ドの「プライベートコンテンツの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ViewerProtocolPolicy
リクエストが TargetOriginId のパスパターンに一致したときに PathPattern に指定されたオリ
ジンにあるファイルにアクセスするためにビューワーが使用できるプロトコル。以下のオプションを
指定できます。
• allow-all: ビューワーは HTTP または HTTPS を使用できます。
• redirect-to-https: ビューワーが HTTP リクエストを送信した場合、CloudFront は新しい
HTTPS URL に加えて HTTP ステータスコード 301 (Moved Permanently) を返します。ビューワー
は新しい URL を使用してリクエストを再送信します。
• https-only: ビューワーが HTTP リクエストを送信した場合、CloudFront は HTTP ステータス
コード 403 (Forbidden) を返します。
HTTPS プロトコルの要求の詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「Requiring HTTPS
for Communication Between Viewers and CloudFront」を参照してください。

Note
必ず HTTPS を使用してオリジンからフェッチしたオブジェクトをビューワーが取得するよ
うにする唯一の方法は、オブジェクトをフェッチするために他のプロトコルを使用しないこ
とです。HTTP から HTTPS に最近変更した場合は、オブジェクトのキャッシュをクリアす
ることをお勧めします。これは、キャッシュされたオブジェクトがプロトコルに依存しない
ためです。つまり、エッジロケーションはキャッシュからオブジェクトを返します。リクエ
ストで現在使用されているプロトコルが、以前に使用されていたプロトコルと一致するかど
うかには関係しません。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「Managing
Cache Expiration」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: allow-all | https-only | redirect-to-https
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「CacheBehavior」

AWS::CloudFront::Distribution Cookies
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジンリク
エストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーに Cookie を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
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Cookie をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを使用
します。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンリクエストポリシーの作成」を
参照してください。
CloudFront が Cookie を転送するかどうか、および転送する場合はどの Cookie を転送するかを指定す
る複合型。オリジンへの Cookie の転送の詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの
「CloudFront が Cookie の転送、キャッシュ、ログ記録を行う方法」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Forward" : String,
"WhitelistedNames" : [ String, ... ]

YAML
Forward: String
WhitelistedNames:
- String

プロパティ
Forward
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーに Cookie を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
Cookie をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを
使用します。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンリクエストポリシーの
作成」を参照してください。
このキャッシュ動作のためにオリジンに転送する Cookie (すべて、なし、または
WhitelistedNames 複合型で指定された Cookie のリスト) を指定します。
Amazon S3 は Cookie を処理しません。キャッシュ動作によってリクエストが Amazon S3 オリジン
に転送される場合は、Forward 要素に none を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: all | none | whitelist
Update requires: No interruption
WhitelistedNames
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーに Cookie を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
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Cookie をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを
使用します。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンリクエストポリシーの
作成」を参照してください。
Forward の値に whitelist を指定した場合は必須です。このキャッシュ動作のために CloudFront
からオリジンに転送するさまざまな Cookie の数を指定する (選択した Cookie を転送する場合は、そ
れらの Cookie の名前も指定する) 複合型。
Forward の値に all または none を指定した場合は、WhitelistedNames を省略しま
す。Forward の値を whitelist から all または none に変更した場合、WhitelistedNames 要素
とその子要素を削除しなくても、CloudFront によってそれらの要素は自動的に削除されます。
キャッシュ動作ごとにホワイトリストに登録できる Cookie 名の数に関する現在の制限について
は、AWS 全般のリファレンスの CloudFront の制限を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「CookiePreference」

AWS::CloudFront::Distribution CustomErrorResponse
以下を制御する複合型:
• CloudFront がビューワーにレスポンスを返す前に 4xx と 5xx の範囲の HTTP ステータスコードをカスタ
ムエラーメッセージで置き換えるかどうか。
• CloudFront が 4xx と 5xx の範囲の HTTP ステータスコードをキャッシュする期間。
カスタムエラーページの詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「エラーレスポンスのカス
タマイズ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ErrorCachingMinTTL" : Double,
"ErrorCode" : Integer,
"ResponseCode" : Integer,
"ResponsePagePath" : String

YAML
ErrorCachingMinTTL: Double
ErrorCode: Integer
ResponseCode: Integer
ResponsePagePath: String
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プロパティ
ErrorCachingMinTTL
ErrorCode に指定された HTTP ステータスコードを CloudFront がキャッシュする最小時間 (秒単
位)。この期間が経過すると、CloudFront は、エラーの原因となった問題が解決されたかどうかをオリ
ジンに照会し、この時点で、リクエストされたオブジェクトが使用可能になります。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「エラーレスポンスのカスタマイズ」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ErrorCode
カスタムエラーページ/キャッシュ期間を指定する HTTP ステータスコード。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ResponseCode
CloudFront からカスタムエラーページとともにビューワーに返す HTTP ステータスコード。オリジン
から CloudFront に返されるステータスコードとは異なるステータスコードが CloudFront から返され
るようにする理由はさまざまです。以下にその例を示します。
• インターネットデバイス (一部のファイアウォールやコーポレートプロキシーなど) の中に
は、HTTP 4xx と 5xx を遮断して、レスポンスをビューワーに返さないものがあります。200 に置
き換えるなら、レスポンスが遮断されることはほぼなくなります。
• さまざまなクライアントエラーとサーバーエラーを区別しない場合は、すべての 4xx または 5xx エ
ラーに対する 400 として 500 または ResponseCode を指定できます。
• 200 ステータスコード (OK) と静的ウェブサイトが返されるようにして、お客様のウェブサイトが
停止していることをカスタマーに気づかれないようにすることもできます。
ResponseCode に値を指定する場合、ResponsePagePath の値も指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ResponsePagePath
オリジンが ErrorCode に指定された HTTP ステータスコードを返すときに、CloudFront がビュー
ワーに返すカスタムエラーページのパス (/4xx-errors/403-forbidden.html など)。オブジェ
クトとカスタムエラーページを別の場所に保存する場合は、次の状況に該当するときに適用される
キャッシュ動作をディストリビューションに組み込む必要があります。
• PathPattern の値が、カスタムエラーメッセージのパスと一致する。たとえば、4xx エラーのカ
スタムエラーページを /4xx-errors というディレクトリの Amazon S3 バケットに保存したとし
ます。このとき、パスパターンによってカスタムエラーページのリクエストがルーティングされる
場所のキャッシュ動作を、ディストリビューションに組み込む必要があります (/4xx-errors/*
など)。
• TargetOriginId の値が、カスタムエラーページを含むオリジンの ID 要素の値を指定している。
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ResponsePagePath に値を指定する場合、ResponseCode の値も指定する必要があります。
カスタムエラーページは Amazon S3 バケットに保存することをお勧めします。カスタムエラーペー
ジを HTTP サーバーに保存しているときにサーバーが 5xx エラーを返し始めた場合は、オリジンサー
バーが使用不可であるため、CloudFront はビューワーに返すファイルを取得できません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「CustomErrorResponse」

AWS::CloudFront::Distribution CustomOriginConfig
カスタムオリジン。カスタムオリジンは、1 つの例外を除いて、Amazon S3 バケットではないオリジンで
す。静的ウェブサイトホスティングで設定された Amazon S3 バケットは、カスタムオリジンです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HTTPPort" : Integer,
"HTTPSPort" : Integer,
"OriginKeepaliveTimeout" : Integer,
"OriginProtocolPolicy" : String,
"OriginReadTimeout" : Integer,
"OriginSSLProtocols" : [ String, ... ]

YAML
HTTPPort: Integer
HTTPSPort: Integer
OriginKeepaliveTimeout: Integer
OriginProtocolPolicy: String
OriginReadTimeout: Integer
OriginSSLProtocols:
- String

プロパティ
HTTPPort
CloudFront がオリジンに接続するために使用する HTTP ポート。オリジンがリッスンしている HTTP
ポートを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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HTTPSPort
CloudFront がオリジンに接続するために使用する HTTPS ポート。オリジンがリッスンしている
HTTPS ポートを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OriginKeepaliveTimeout
CloudFront がオリジンへの接続を維持する時間を秒単位で指定します。最小タイムアウトは 1 秒、最
大値は 60 秒、デフォルト (特に指定しない場合) は 5 秒です。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンのキープアライブタイムアウ
ト」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OriginProtocolPolicy
CloudFront がオリジンへの接続に使用するプロトコル (HTTP または HTTPS) を指定します。有効な
値は次のとおりです。
• http-only – CloudFront は常に HTTP を使用してオリジンに接続します。
• match-viewer – CloudFront は、ビューワーが CloudFront への接続に使用したのと同じプロトコ
ルを使用してオリジンに接続します。
• https-only – CloudFront は常に HTTPS を使用してオリジンに接続します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: http-only | https-only | match-viewer
Update requires: No interruption
OriginReadTimeout
CloudFront がオリジンからの応答を待機する時間を秒単位で指定します。これは、オリジン応答タイ
ムアウトとも呼ばれます。最小タイムアウトは 1 秒、最大値は 60 秒、デフォルト (特に指定しない場
合) は 30 秒です。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジン応答タイムアウト」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OriginSSLProtocols
HTTPS 経由でオリジンに接続するときに CloudFront が使用する最小の SSL/TLS プロトコルを指定し
ます。有効な値は、SSLv3、TLSv1、TLSv1.1、および TLSv1.2 です。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「最小限のオリジン SSL プロトコル」を
参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「CustomOriginConfig」

AWS::CloudFront::Distribution DefaultCacheBehavior
CacheBehavior 要素を指定しない場合、またはリクエスト URL が CacheBehavior 要素の
PathPattern のいずれの値にも一致しない場合のデフォルトのキャッシュ動作を表す複合型。1 つのデ
フォルトのキャッシュ動作を作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowedMethods" : [ String, ... ],
"CachedMethods" : [ String, ... ],
"CachePolicyId" : String,
"Compress" : Boolean,
"DefaultTTL" : Double,
"FieldLevelEncryptionId" : String,
"ForwardedValues" : ForwardedValues (p. 1590),
"FunctionAssociations" : [ FunctionAssociation (p. 1593), ... ],
"LambdaFunctionAssociations" : [ LambdaFunctionAssociation (p. 1594), ... ],
"MaxTTL" : Double,
"MinTTL" : Double,
"OriginRequestPolicyId" : String,
"RealtimeLogConfigArn" : String,
"SmoothStreaming" : Boolean,
"TargetOriginId" : String,
"TrustedKeyGroups" : [ String, ... ],
"TrustedSigners" : [ String, ... ],
"ViewerProtocolPolicy" : String

YAML
AllowedMethods:
- String
CachedMethods:
- String
CachePolicyId: String
Compress: Boolean
DefaultTTL: Double
FieldLevelEncryptionId: String
ForwardedValues:
ForwardedValues (p. 1590)
FunctionAssociations:
- FunctionAssociation (p. 1593)
LambdaFunctionAssociations:
- LambdaFunctionAssociation (p. 1594)
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MaxTTL: Double
MinTTL: Double
OriginRequestPolicyId: String
RealtimeLogConfigArn: String
SmoothStreaming: Boolean
TargetOriginId: String
TrustedKeyGroups:
- String
TrustedSigners:
- String
ViewerProtocolPolicy: String

プロパティ
AllowedMethods
CloudFront が処理して Amazon S3 バケットまたはカスタムオリジンに転送する HTTP メソッドを制
御する複合型。3 つの選択肢があります。
• CloudFront は GET および HEAD リクエストのみを転送します。
• CloudFront は GET、HEAD、および OPTIONS リクエストのみを転送します。
• CloudFront は GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST、および DELETE リクエストのみを
転送します。
3 番目の選択肢を選択した場合は、望ましくない操作がユーザーによって実行されないよう
に、Amazon S3 バケットまたはカスタムオリジンへのアクセスの制限が必要になることがあります。
たとえば、オリジンからオブジェクトを削除する権限をユーザーに付与しないようにする場合などで
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CachedMethods
指定された HTTP メソッドを使用して CloudFront がリクエストへのレスポンスをキャッシュするか
どうかを制御する複合型。2 つの選択肢があります。
• CloudFront は、GET および HEAD リクエストへのレスポンスをキャッシュします。
• CloudFront は、GET、HEAD、および OPTIONS リクエストへのレスポンスをキャッシュします。
Amazon S3 オリジンに対して 2 番目の選択肢を選択した場合、レスポンスが正しくキャッシュされる
ようにするには、Access-Control-Request-Method、Access-Control-Request-Headers、および Origin
ヘッダーの転送が必要である可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CachePolicyId
デフォルトのキャッシュ動作にアタッチされているキャッシュポリシーの一意の識別子。詳細につい
ては、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッ
シュポリシーの使用」を参照してください。
DefaultCacheBehavior には、CachePolicyId または ForwardedValues のいずれかを含める
必要があります。CachePolicyId を使用することをお勧めします。
必須: 条件付き
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Compress
CloudFront がこのキャッシュ動作のために特定のファイルを自動的に圧縮するかどうか。圧縮する場
合は true を、圧縮しない場合は false を指定します。詳細については、Amazon CloudFront デベ
ロッパーガイドの「圧縮ファイルの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DefaultTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで DefaultTTL
フィールドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの
「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておくデフォルトの時間。この時間が経過する
と、CloudFront がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどう
かを判別します。指定する値は、オリジンが Cache-Control max-age、Cache-Control smaxage、Expires などの HTTP ヘッダーをオブジェクトに追加しないときにのみ適用されます。詳
細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持さ
れる期間の管理 (有効期限)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
FieldLevelEncryptionId
キャッシュ動作の特定のフィールドのデータを暗号化するために、CloudFront が使用するフィールド
レベル暗号化設定の ID の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ForwardedValues
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガ
イドの「ポリシーの使用」を参照してください。
キャッシュキーに値を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの「キャッシュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」
を参照してください。
値をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを使用
します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストポリシー
の作成」または「管理オリジンリクエストポリシーの使用」を参照してください。
DefaultCacheBehavior には、CachePolicyId または ForwardedValues のいずれかを含める
必要があります。CachePolicyId を使用することをお勧めします。
CloudFront がクエリ文字列、Cookie、および HTTP ヘッダーを処理する方法を指定する複合型。
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必須: 条件付き
タイプ: ForwardedValues (p. 1590)
Update requires: No interruption
FunctionAssociations
このキャッシュ動作に関連付けられている CloudFront 関数のリスト。CloudFront 関数をキャッシュ
動作に関連付けるには、LIVE ステージに発行されなくてはいけません。
必須: いいえ
タイプ : 関数関連 (p. 1593)の一覧
Update requires: No interruption
LambdaFunctionAssociations
キャッシュ動作への 0 個以上の Lambda@Edge 関数の関連付けを格納する複合型。
必須: いいえ
タイプ: LambdaFunctionAssociation (p. 1594) のリスト
Update requires: No interruption
MaxTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで MaxTTL フィー
ルドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッ
シュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておく最大時間。この時間が経過すると、CloudFront
がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどうかを判別します。
指定する値は、オリジンが Cache-Control max-age、Cache-Control s-maxage、Expires な
どの HTTP ヘッダーをオブジェクトに追加するときにのみ適用されます。詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持される期間の管理 (有効期
限)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MinTTL
このフィールドは廃止されました。このフィールドではなく、キャッシュポリシーで MinTTL フィー
ルドを使用することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「キャッ
シュポリシーの作成」または「管理キャッシュポリシーの使用」を参照してください。
オブジェクトを CloudFront キャッシュに保持しておく最小時間。この時間が経過すると、CloudFront
がオリジンにもう 1 つのリクエストを転送して、オブジェクトが更新されたかどうかを判別します。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「コンテンツがエッジキャッシュに保持
される期間の管理 (有効期限)」を参照してください。
オリジンにすべてのヘッダーを転送するように CloudFront を設定している (Headers で Quantity
に 1 を、Name に * を指定している) 場合は、MinTTL に 0 を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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OriginRequestPolicyId
デフォルトのキャッシュ動作にアタッチされたオリジンリクエストポリシーの一意の識別子。詳細に
ついては、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンリクエストポリシーの作成」または「管理
オリジンリクエストポリシーの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RealtimeLogConfigArn
このキャッシュ動作にアタッチされたリアルタイムログ設定の Amazon リソースネーム (ARN)。詳細
については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「リアルタイムログ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SmoothStreaming
このキャッシュ動作に関連付けられたオリジンを使用して Microsoft スムーズストリーミング形式のメ
ディアファイルを配信するかどうかを示します。配信する場合は true を、配信しない場合は false
を指定します。true に SmoothStreaming を指定した場合でも、コンテンツが PathPattern の値
と一致すれば、このキャッシュ動作を使用してその他のコンテンツを配信できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TargetOriginId
リクエストがこのキャッシュ動作を使用する場合に、CloudFront がリクエストをルーティングするオ
リジンの ID の値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TrustedKeyGroups
CloudFront が署名付き URL または署名付き Cookie の検証のために使用できるキーグループのリス
ト。
キャッシュ動作に信頼されたキーグループが含まれている場合、CloudFront では、キャッシュ動作に
一致するすべてのリクエストに対して、署名付き URL または署名付き Cookie が必要です。URL また
は Cookie は、対応するパブリックキーがキーグループに含まれているプライベートキーで署名する
必要があります。署名付き URL または Cookie には、CloudFront が署名の検証に使用するパブリック
キーに関する情報が含まれています。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「プライ
ベートコンテンツの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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TrustedSigners

Important
TrustedKeyGroups の代わりに TrustedSigners を使用することをお勧めします。
CloudFront が署名付き URL または署名付き Cookie の検証に使用するパブリックキーを持つ AWS ア
カウント ID のリスト。
キャッシュ動作に信頼できる署名者が含まれている場合、CloudFront では、キャッシュ動作に一致
するすべてのリクエストに対して、署名付き URL または署名付き Cookie が必要です。URL または
Cookie は、信頼された署名者の AWS アカウント で CloudFront キーペアのプライベートキーを使用
して署名する必要があります。署名付き URL または Cookie には、CloudFront が署名の検証に使用す
るパブリックキーに関する情報が含まれています。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイ
ドの「プライベートコンテンツの供給」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ViewerProtocolPolicy
リクエストが TargetOriginId のパスパターンに一致したときに PathPattern に指定されたオリ
ジンにあるファイルにアクセスするためにビューワーが使用できるプロトコル。以下のオプションを
指定できます。
• allow-all: ビューワーは HTTP または HTTPS を使用できます。
• redirect-to-https: ビューワーが HTTP リクエストを送信した場合、CloudFront は新しい
HTTPS URL に加えて HTTP ステータスコード 301 (Moved Permanently) を返します。ビューワー
は新しい URL を使用してリクエストを再送信します。
• https-only: ビューワーが HTTP リクエストを送信した場合、CloudFront は HTTP ステータス
コード 403 (Forbidden) を返します。
HTTPS プロトコルの要求の詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「Requiring HTTPS
for Communication Between Viewers and CloudFront」を参照してください。

Note
必ず HTTPS を使用してオリジンからフェッチしたオブジェクトをビューワーが取得するよ
うにする唯一の方法は、オブジェクトをフェッチするために他のプロトコルを使用しないこ
とです。HTTP から HTTPS に最近変更した場合は、オブジェクトのキャッシュをクリアす
ることをお勧めします。これは、キャッシュされたオブジェクトがプロトコルに依存しない
ためです。つまり、エッジロケーションはキャッシュからオブジェクトを返します。リクエ
ストで現在使用されているプロトコルが、以前に使用されていたプロトコルと一致するかど
うかには関係しません。詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「Managing
Cache Expiration」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: allow-all | https-only | redirect-to-https
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「DefaultCacheBehavior」
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AWS::CloudFront::Distribution DistributionConfig
ディストリビューション設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Aliases" : [ String, ... ],
"CacheBehaviors" : [ CacheBehavior (p. 1567), ... ],
"CNAMEs" : [ String, ... ],
"Comment" : String,
"CustomErrorResponses" : [ CustomErrorResponse (p. 1575), ... ],
"CustomOrigin" : LegacyCustomOrigin (p. 1596),
"DefaultCacheBehavior" : DefaultCacheBehavior (p. 1579),
"DefaultRootObject" : String,
"Enabled" : Boolean,
"HttpVersion" : String,
"IPV6Enabled" : Boolean,
"Logging" : Logging (p. 1598),
"OriginGroups" : OriginGroups (p. 1606),
"Origins" : [ Origin (p. 1599), ... ],
"PriceClass" : String,
"Restrictions" : Restrictions (p. 1607),
"S3Origin" : LegacyS3Origin (p. 1597),
"ViewerCertificate" : ViewerCertificate (p. 1610),
"WebACLId" : String

YAML
Aliases:
- String
CacheBehaviors:
- CacheBehavior (p. 1567)
CNAMEs:
- String
Comment: String
CustomErrorResponses:
- CustomErrorResponse (p. 1575)
CustomOrigin:
LegacyCustomOrigin (p. 1596)
DefaultCacheBehavior:
DefaultCacheBehavior (p. 1579)
DefaultRootObject: String
Enabled: Boolean
HttpVersion: String
IPV6Enabled: Boolean
Logging:
Logging (p. 1598)
OriginGroups:
OriginGroups (p. 1606)
Origins:
- Origin (p. 1599)
PriceClass: String
Restrictions:
Restrictions (p. 1607)
S3Origin:
LegacyS3Origin (p. 1597)
ViewerCertificate:
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ViewerCertificate (p. 1610)
WebACLId: String

プロパティ
Aliases
このディストリビューションの CNAME (代替ドメイン名) があれば、その情報を含む複合型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CacheBehaviors
0 個以上の CacheBehavior 要素を含む複合型。
必須: いいえ
タイプ: CacheBehavior (p. 1567) のリスト
Update requires: No interruption
CNAMEs
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Comment
ディストリビューションを説明するオプションのコメント。コメントは 128 文字を超えることはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomErrorResponses
以下を制御する複合型:
• CloudFront がビューワーにレスポンスを返す前に 4xx と 5xx の範囲の HTTP ステータスコードをカ
スタムエラーメッセージで置き換えるかどうか。
• CloudFront が 4xx と 5xx の範囲の HTTP ステータスコードをキャッシュする期間。
カスタムエラーページの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「エラーレスポ
ンスのカスタマイズ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CustomErrorResponse (p. 1575) のリスト
Update requires: No interruption
CustomOrigin
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ : LegacyCustomOrigin (p. 1596)
Update requires: No interruption
DefaultCacheBehavior
CacheBehavior 要素を指定しない場合、またはファイルが CacheBehavior 要素の PathPattern
のいずれの値にも一致しない場合のデフォルトのキャッシュ動作を表す複合型。1 つのデフォルトの
キャッシュ動作を作成する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DefaultCacheBehavior (p. 1579)
Update requires: No interruption
DefaultRootObject
ビューワーがディストリビューション内のオブジェクト (http://www.example.com/
product-description.html) ではなくディストリビューションのルート URL (http://
www.example.com) をリクエストするときに、CloudFront がリクエストする、オリジンからのオブ
ジェクト (index.html など)。デフォルトのルートオブジェクトを指定すると、ディストリビュー
ションのコンテンツが公開されなくなります。
オブジェクト名のみを指定します (index.html など)。オブジェクト名の前に / を追加しないでくだ
さい。
ディストリビューションを作成するときにデフォルトのルートオブジェクトを指定しない場合は、空
の DefaultRootObject 要素を含めます。
既存のディストリビューションからデフォルトのルートオブジェクトを削除するには、ディストリ
ビューションの設定を更新し、空の DefaultRootObject 要素を含めます。
デフォルトのルートオブジェクトを置き換えるには、ディストリビューションの設定を更新し、新し
いオブジェクトを指定します。
デフォルトのルートオブジェクトの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「デ
フォルトのルートオブジェクトの作成」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
このフィールドから、選択したディストリビューションを有効または無効にすることができます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HttpVersion
(オプション) CloudFront との通信にビューワーが使用する最大の HTTP バージョンを指定します。新
しいウェブディストリビューションのデフォルト値は http1.1 です。
ビューワーと CloudFront が HTTP/2 を使用するには、ビューワーが TLS 1.2 以降と Server Name
Identification (SNI) をサポートしている必要があります。
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一般的には、CloudFront とビューワーによる HTTP/2 を使った通信を設定するとレイテンシーが短縮
されます。また、HTTP/2 の最適化によってパフォーマンスを向上できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: http1.1 | http2
Update requires: No interruption
IPV6Enabled
CloudFront で、ディストリビューションの IPv6 アドレスを使用して IPv6 DNS リクエストに応答す
るには、true を指定します。false を指定した場合、CloudFront は IP アドレスではなく DNS レス
ポンスコードの NOERROR を使用して、IPv6 DNS リクエストに応答します。これにより、閲覧者は
ディストリビューションの IPv4 アドレスの 2 番目のリクエストを送信できます。
一般的に、IPv6 ネットワークのユーザーがいてコンテンツにアクセスする場合は、IPv6 を有効にする
必要があります。ただし、署名付き URL または署名付き Cookie を使用してコンテンツへのアクセス
を制限している場合、および IpAddress パラメータを含むカスタムポリシーを使用して、コンテン
ツにアクセスできる IP アドレスを制限している場合は、IPv6 を有効にしないでください。一部のコ
ンテンツへのアクセスを IP アドレスで制限し、他のコンテンツへのアクセスを制限しない場合 (また
はアクセスを制限するが IP アドレスでは行わない場合)、2 つのディストリビューションを作成しま
す。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「カスタムポリシーを使用して署名
付き URL を作成する」を参照してください。
Amazon Route 53 AWS Integration エイリアスリソースレコードセットを使用して CloudFront ディス
トリビューションにトラフィックをルーティングしている場合、次の両方に該当するときには、2 つ
目のエイリアスリソースレコードセットを作成する必要があります。
• ディストリビューションで IPv6 を有効にする
• オブジェクトの URL で代替ドメイン名を使用している
詳細については、 Amazon Route 53 AWS Integration デベロッパーガイドのドメイン名を使用したト
ラフィックの Amazon CloudFront ウェブディストリビューションへのルーティングを参照してくださ
い。
Amazon Route 53 AWS Integration または別の DNS サービスで CNAME リソースレコードセットを
作成した場合、変更を行う必要はありません。ビューワーリクエストの IP アドレスフォーマットに関
係なく、CNAME レコードはトラフィックをディストリビューションにルーティングします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Logging
ディストリビューションのアクセスログを記録するかどうかを制御する複合型。
ログ記録の詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「アクセスログ」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: Logging (p. 1598)
Update requires: No interruption
OriginGroups
このディストリビューションのオリジングループに関する情報を含む複合型。
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必須: いいえ
タイプ: OriginGroups (p. 1606)
Update requires: No interruption
Origins
このディストリビューションのオリジンに関する情報を含む複合型。
必須: いいえ
タイプ: Origin (p. 1599) のリスト
Update requires: No interruption
PriceClass
CloudFront サービスに支払う上限価格に対応する価格クラス。PriceClass_All を指定した場
合、CloudFront は、すべての CloudFront エッジロケーションのオブジェクトに対するリクエストに
応答します。
PriceClass_All 以外の価格クラスを指定した場合、CloudFront では、価格クラス内のエッジロ
ケーションのうちレイテンシーが最も短い CloudFront エッジロケーションのオブジェクトが提供され
ます。指定した価格クラスから除外されているリージョンに含まれているか、これらのリージョンに
近い場合、閲覧時のパフォーマンスが低下することがあります。
価格クラスの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「CloudFront ディストリ
ビューションの価格クラスを選択する」を参照してください。価格クラス (Price Class 100 など) と
CloudFront リージョンのマッピング方法など、CloudFront の料金については、「Amazon CloudFront
の料金」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PriceClass_100 | PriceClass_200 | PriceClass_All
Update requires: No interruption
Restrictions
コンテンツの配信を制限する方法を識別する複合型。
必須: いいえ
タイプ: Restrictions (p. 1607)
Update requires: No interruption
S3Origin
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ : LegacyS3Origin (p. 1597)
Update requires: No interruption
ViewerCertificate
ビューワーと通信するためのディストリビューションの SSL/TLS 設定を決定する複合型。
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必須: いいえ
タイプ: ViewerCertificate (p. 1610)
Update requires: No interruption
WebACLId
このディストリビューションに関連付ける AWS WAF ウェブ ACL がある場合は、それを指定
する一意の識別子。最新バージョンの AWS WAF を使用して作成されたウェブ ACL を指定する
には、ACL ARN を使用します (例: arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/
webacl/ExampleWebACL/473e64fd-f30b-4765-81a0-62ad96dd167a)。AWS WAF Classic
を使用して作成されたウェブ ACL を指定するには、ACL ID を使用します (例: 473e64fdf30b-4765-81a0-62ad96dd167a)。
AWS WAF はウェブアプリケーションのファイアウォールであり、CloudFront に転送される HTTP
および HTTPS リクエストのモニタリングや、コンテンツへのアクセスのコントロールを可能
にします。指定した条件 (リクエスト送信元の IP アドレス、クエリ文字列の値など) に基づい
て、CloudFront はリクエストされたコンテンツを返すか、HTTP 403 ステータスコード (Forbidden)
を返すことで、リクエストに応答します。リクエストがブロックされたときにカスタムエラーを返す
ように CloudFront を設定することもできます。AWS WAF の詳細については、AWS WAF デベロッ
パーガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「DistributionConfig」

AWS::CloudFront::Distribution ForwardedValues
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジンリク
エストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーに値を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
値をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを使用しま
す。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストポリシーの作成」
を参照してください。
CloudFront がクエリ文字列、Cookie、および HTTP ヘッダーを処理する方法を指定する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Cookies" : Cookies (p. 1573),
"Headers" : [ String, ... ],
"QueryString" : Boolean,
"QueryStringCacheKeys" : [ String, ... ]
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}

YAML
Cookies:
Cookies (p. 1573)
Headers:
- String
QueryString: Boolean
QueryStringCacheKeys:
- String

プロパティ
Cookies
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーに Cookie を含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
Cookie をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシーを
使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストポリ
シーの作成」を参照してください。
CloudFront が Cookie を転送するかどうか、および転送する場合はどの Cookie を転送するかを指定
する複合型。オリジンへの Cookie の転送の詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイ
ドの「CloudFront が Cookie の転送、キャッシュ、ログ記録を行う方法」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Cookies (p. 1573)
Update requires: No interruption
Headers
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
キャッシュキーにヘッダーを含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
ヘッダーをオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリシー
を使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストポ
リシーの作成」を参照してください。
このキャッシュ動作のために CloudFront がオリジンに転送する Headers (ホワイトリスト登録済み
ヘッダー) が存在する場合に、そのヘッダーを指定する複合型。指定されたヘッダーでは、CloudFront
はビューワーのリクエストのヘッダー値に基づく指定オブジェクトの別バージョンをキャッシュしま
す。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「リクエストヘッダーに基づくコンテン
ツのキャッシュ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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QueryString
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
クエリ文字列をキャッシュキーに含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
クエリ文字列をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリ
シーを使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエス
トポリシーの作成」を参照してください。
CloudFront が、このキャッシュ動作に関連付けられているオリジンにクエリ文字列を転送し、
クエリ文字列パラメータに基づいてキャッシュするかどうかを示します。CloudFront の動作
は、QueryString の値および QueryStringCacheKeys に指定する値に応じて次のように変化しま
す。
QueryString に true を指定し、QueryStringCacheKeys に値を設定しない場合、CloudFront は
すべてのクエリ文字列パラメータをオリジンに転送し、すべてのクエリ文字列パラメータに基づいて
キャッシュを実行します。クエリ文字列パラメータと値の量によっては、CloudFront がオリジンに転
送するリクエスト数が増えることでパフォーマンスが低下する場合があります。
QueryString に true を指定し、QueryStringCacheKeys に値を 1 つ以上設定した場
合、CloudFront はすべてのクエリ文字列パラメータをオリジンに転送しますが、指定したクエリ文字
列パラメータだけに基づいてキャッシュが実行されます。
QueryString に false を指定した場合、CloudFront はクエリ文字列パラメータをオリジンに転送せ
ず、クエリ文字列パラメータに基づくキャッシュも実行しません。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「クエリ文字列パラメータに基づいて
キャッシュするように CloudFront を設定する」を参照してください。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
QueryStringCacheKeys
このフィールドは廃止されました。このフィールドの代わりに、キャッシュポリシーまたはオリジン
リクエストポリシーを使用することをお勧めします。
クエリ文字列をキャッシュキーに含める場合は、キャッシュポリシーを使用します。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッシュポリシーの作成」を参照してください。
クエリ文字列をオリジンに送信するが、キャッシュキーに含めない場合は、オリジンリクエストポリ
シーを使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエス
トポリシーの作成」を参照してください。
このキャッシュ動作で CloudFront がキャッシュに使用するクエリ文字列パラメータに関する情報を格
納する複合型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「ForwardedValues」
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AWS# CloudFront# Distribution FunctionAssociation
CloudFront ディストリビューションのキャッシュ動作に関連付けられた CloudFront 関数。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EventType" : String,
"FunctionARN" : String

YAML
EventType: String
FunctionARN: String

プロパティ
EventType
関数のイベントタイプ（viewer-request またはviewer-responseのいずれか）。CloudFront 関
数では、オリジンフェーシングイベントタイプ（origin-request および origin-response）を
使用することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: origin-request | origin-response | viewer-request | viewerresponse
Update requires: No interruption
FunctionARN
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 108
パターン: arn:aws:cloudfront::[0-9]{12}:function\/[a-zA-Z0-9-_]{1,64}$
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution GeoRestriction
コンテンツが配信される国を制御する複合タイプ。CloudFront は、MaxMind GeoIP データベースを使用
しているユーザーの位置を判断します。地理的制限を無効にするには、スタックテンプレートから制限プ
ロパティを削除します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Locations" : [ String, ... ],
"RestrictionType" : String

YAML
Locations:
- String
RestrictionType: String

プロパティ
Locations
CloudFront がコンテンツを配信する国 (whitelist)またはコンテンツを配信しない国 (blacklist)
の Location 要素を格納する複合型。
Location 要素は、blacklist または whitelist に含める国の国別コード (大文字 2 文字) です。
国ごとに 1 つの Location 要素を含めます。
CloudFront と MaxMind はどちらも ISO 3166 の国コードを使用します。現在の国のリストと対応す
るコードについては、国際標準化機構ウェブサイトで ISO 3166-1-alpha-2 コードを参照してくだ
さい。また、CloudFront コンソールで、国名と国別コードの両方を含む国のリストを参照することも
できます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RestrictionType
お客様のコンテンツの配信を国別に制限するために使用するメソッド:
• none: 地理的制限は有効になっていません。つまり、コンテンツへのアクセスはクライアントの地
理的位置によって制限されません。
• blacklist: Location 要素では、CloudFront でコンテンツを配信しない国を指定します。
• whitelist: Location 要素では、CloudFront でコンテンツを配信する国を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: blacklist | none | whitelist
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「GeoRestriction」

AWS::CloudFront::Distribution LambdaFunctionAssociation
Lambda@Edge 関数の関連付けを格納する複合型。
API バージョン 2010-05-15
1594

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EventType" : String,
"IncludeBody" : Boolean,
"LambdaFunctionARN" : String

YAML
EventType: String
IncludeBody: Boolean
LambdaFunctionARN: String

プロパティ
EventType
Lambda@Edge 関数の呼び出しをトリガーするイベントタイプを指定します。次の値を指定できま
す。
• viewer-request: CloudFront がビューワーからリクエストを受け取ると、リクエストされたオブ
ジェクトがエッジキャッシュにあるかどうかを確認する前に関数が実行されます。
• origin-request: CloudFront がリクエストをオリジンに送信したときにのみ、関数が実行されま
す。リクエストされたオブジェクトがエッジキャッシュにある場合は実行されません。
• origin-response: CloudFront がオリジンからのレスポンスを受け取った後、レスポンス内のオ
ブジェクトをキャッシュする前に関数が実行されます。リクエストされたオブジェクトがエッジ
キャッシュにある場合は実行されません。
• viewer-response: CloudFront がリクエストされたオブジェクトをビューワーに返す前に関数が
実行されます。オブジェクトがすでにエッジキャッシュに存在するかどうかに関係なく関数が実行
されます。
オリジンが HTTP 200 (OK) 以外の HTTP ステータスコードを返した場合、関数は実行されませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: origin-request | origin-response | viewer-request | viewerresponse
Update requires: No interruption
IncludeBody
Lambda@Edge 関数が本文コンテンツへの読み取りアクセスを許可するフラグ。詳細について
は、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「Include Body オプションを選択するリクエストボディへの
アクセス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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LambdaFunctionARN
Lambda @Edge 関数の ARN。関数バージョンの ARN を指定する必要があります。エイリアスまたは
$LATEST を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「LambdaFunctionAssociation」

AWS::CloudFront::Distribution LegacyCustomOrigin
LegacyCustomOrigin プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CloudFront::Distribution (p. 1564) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DNSName" : String,
"HTTPPort" : Integer,
"HTTPSPort" : Integer,
"OriginProtocolPolicy" : String,
"OriginSSLProtocols" : [ String, ... ]

YAML
DNSName: String
HTTPPort: Integer
HTTPSPort: Integer
OriginProtocolPolicy: String
OriginSSLProtocols:
- String

プロパティ
DNSName
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HTTPPort
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HTTPSPort
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OriginProtocolPolicy
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginSSLProtocols
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS# CloudFront# Distribution LegacyS3Origin
LegacyS3Origin プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CloudFront::Distribution (p. 1564) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DNSName" : String,
"OriginAccessIdentity" : String

YAML
DNSName: String
OriginAccessIdentity: String

プロパティ
DNSName
Property description not available.
API バージョン 2010-05-15
1597

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginAccessIdentity
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution Logging
ディストリビューションのアクセスログを記録するかどうかを制御する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"IncludeCookies" : Boolean,
"Prefix" : String

YAML
Bucket: String
IncludeCookies: Boolean
Prefix: String

プロパティ
Bucket
アクセスログを保存する Amazon S3 バケット (例: myawslogbucket.s3.amazonaws.com)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludeCookies
CloudFront がアクセスログに Cookie を含めるかどうかを指定します。Cookie を含める場
合、IncludeCookies に true を指定します。ログに Cookie を含めるように指定した場
合、CloudFront はこのディストリビューションのキャッシュ動作の設定方法に関係なく、すべての
Cookie をログに記録します。ディストリビューションを作成するときに Cookie を含めない場合、ま
たは既存のディストリビューションの Cookie を含める設定を無効にする場合は、IncludeCookies
に false を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Prefix
CloudFront でこのディストリビューションのアクセスログの filenames にプレフィックスとして使
用するオプションの文字列 (myprefix/ など)。ログ記録を有効にするが、プレフィックスを指定しな
い場合でも、Logging 要素に空の Prefix 要素を含める必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「LoggingConfig」

AWS::CloudFront::Distribution Origin
オリジン。
オリジンとは、コンテンツの保存先であり、CloudFront はここからコンテンツを取得して視聴者に提供し
ます。オリジンを指定するには
• 静的ウェブサイトホスティングで設定されていない Amazon S3 バケットを指定するに
は、S3OriginConfig を指定します。
• 以下を含む他のすべての種類のオリジンを指定するには、CustomOriginConfig を使用します。
• 静的ウェブサイトホスティングで設定された Amazon S3 バケット
• Elastic Load Balancing ロードバランサー
• AWS Elemental MediaPackage エンドポイント
• AWS Elemental MediaStore コンテナ
• Amazon EC2 インスタンスまたはその他の種類のホストで実行されているその他の HTTP サーバー
ディストリビューションごとに指定できるオリジンの現在の最大数については、Amazon CloudFront デベ
ロッパーガイドの「ウェブディストリビューションの一般的なクォータ」を参照してください (クォータ
は以前は制限と呼ばれていました)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ConnectionAttempts" : Integer,
"ConnectionTimeout" : Integer,
"CustomOriginConfig" : CustomOriginConfig (p. 1577),
"DomainName" : String,
"Id" : String,
"OriginCustomHeaders" : [ OriginCustomHeader (p. 1602), ... ],
"OriginPath" : String,
"OriginShield" : OriginShield (p. 1606),
"S3OriginConfig" : S3OriginConfig (p. 1608)
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}

YAML
ConnectionAttempts: Integer
ConnectionTimeout: Integer
CustomOriginConfig:
CustomOriginConfig (p. 1577)
DomainName: String
Id: String
OriginCustomHeaders:
- OriginCustomHeader (p. 1602)
OriginPath: String
OriginShield:
OriginShield (p. 1606)
S3OriginConfig:
S3OriginConfig (p. 1608)

プロパティ
ConnectionAttempts
CloudFront がオリジンへの接続を試行する回数。最小値は 1、最大値は 3、デフォルト (特に指定しな
い場合) は 3 です。
カスタムオリジン (静的ウェブサイトホスティングで設定された Amazon S3 バケットを含む) では、
この値は、オリジン応答タイムアウトの場合に CloudFront がオリジンから応答を取得しようとする回
数も指定します。
詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイドド」の「オリジン接続の試行」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ConnectionTimeout
オリジンへの接続を確立しようとするときに CloudFront が待機する秒数。最小タイムアウトは 1 秒、
最大値は 10 秒、デフォルト (特に指定しない場合) は 10 秒です。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジン接続タイムアウト」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CustomOriginConfig
このタイプを使用して、Amazon S3 バケットではないオリジンを指定します。ただし、1 つ例外があ
ります。Amazon S3 バケットに静的ウェブサイトホスティングが設定されている場合は、このタイプ
を使用します。Amazon S3 バケットに静的ウェブサイトホスティングが設定されていない場合は、代
わりに S3OriginConfig タイプを使用します。
必須: 条件付き
タイプ: CustomOriginConfig (p. 1577)
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Update requires: No interruption
DomainName
オリジンのドメイン名。
詳細については、Amazon CloudFrontデベロッパーガイドの「オリジンドメイン名」を参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Id
オリジンの一意の識別子。この値は、ディストリビューション内で一意である必要があります。
この値を使用して、CacheBehavior または DefaultCacheBehavior で、TargetOriginIdを指
定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginCustomHeaders
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに追加する HTTP ヘッダー名と値のリスト。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンリクエストへのカスタムヘッ
ダーの追加」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: OriginCustomHeader (p. 1602) のリスト
Update requires: No interruption
OriginPath
CloudFront がオリジンからコンテンツをリクエストするときに、CloudFront がオリジンドメイン名に
追加するオプションのパス。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「オリジンのパス」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginShield
CloudFront の Origin Shield。Origin Shield を使用すると、オリジンの負荷を軽減できます。
詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「Origin Shield の使用」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: OriginShield (p. 1606)
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Update requires: No interruption
S3OriginConfig
このタイプを使用して、静的ウェブサイトホスティングが設定されていない Amazon S3 バケット
であるオリジンを指定します。静的ウェブサイトホスティングで設定された Amazon S3 バケットな
ど、その他のタイプのオリジンを指定するには、代わりに CustomOriginConfig タイプを使用しま
す。
必須: 条件付き
タイプ: S3OriginConfig (p. 1608)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「Origin」

AWS::CloudFront::Distribution OriginCustomHeader
オプション: このディストリビューションの HeaderName および HeaderValue 要素があれば、それらの
要素を含む複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HeaderName" : String,
"HeaderValue" : String

YAML
HeaderName: String
HeaderValue: String

プロパティ
HeaderName
CloudFront がオリジンに送信するヘッダーの名前。詳細については、Amazon CloudFront デベロッ
パーガイドの「オリジンリクエストへのカスタムヘッダーの追加」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HeaderValue
HeaderName フィールドで指定したヘッダーの値。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「OriginCustomHeader」

AWS::CloudFront::Distribution OriginGroup
オリジングループには、2 つのオリジン (プライマリオリジンとフェイルオーバー先の 2 番目のオリジン)
と指定したフェイルオーバー基準が含まれます。CloudFront でオリジンフェイルオーバーをサポートする
オリジングループを作成します。ディストリビューションを作成または更新するときに、単一のオリジン
ではなくオリジングループを指定できます。CloudFront は、選択したフェイルオーバー条件の下で、プラ
イマリオリジンから 2 番目のオリジンにフェイルオーバーします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FailoverCriteria" : OriginGroupFailoverCriteria (p. 1604),
"Id" : String,
"Members" : OriginGroupMembers (p. 1605)

YAML
FailoverCriteria:
OriginGroupFailoverCriteria (p. 1604)
Id: String
Members:
OriginGroupMembers (p. 1605)

プロパティ
FailoverCriteria
オリジングループのフェイルオーバー基準に関する情報を含む複合型。
必須: はい
タイプ: OriginGroupFailoverCriteria (p. 1604)
Update requires: No interruption
Id
オリジングループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Members
オリジングループ内のオリジンに関する情報を含む複合型。
必須: はい
タイプ: OriginGroupMembers (p. 1605)
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution OriginGroupFailoverCriteria
CloudFront がプライマリオリジンからセカンドオリジンにフェイルオーバーするステータスコードなど、
オリジングループのフェイルオーバー条件に関する情報を含む複雑なデータタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StatusCodes" : StatusCodes (p. 1609)

YAML
StatusCodes:
StatusCodes (p. 1609)

プロパティ
StatusCodes
プライマリオリジンから返されたときに CloudFront をトリガーしてセカンドオリジンにフェイルオー
バーするステータスコード。
必須: はい
タイプ: StatusCodes (p. 1609)
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution OriginGroupMember
オリジングループのオリジン。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OriginId" : String
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YAML
OriginId: String

プロパティ
OriginId
オリジングループのオリジンの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution OriginGroupMembers
オリジングループに含まれるオリジンの複雑なデータ型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Items" : [ OriginGroupMember (p. 1604), ... ],
"Quantity" : Integer

YAML
Items:
- OriginGroupMember (p. 1604)
Quantity: Integer

プロパティ
Items
オリジングループの項目 (オリジン)。
必須: はい
タイプ: OriginGroupMember (p. 1604) のリスト
最大: 2
Update requires: No interruption
Quantity
オリジングループ内のオリジンの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::CloudFront::Distribution OriginGroups
ディストリビューションに対して指定されたオリジングループの複合データ型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Items" : [ OriginGroup (p. 1603), ... ],
"Quantity" : Integer

YAML
Items:
- OriginGroup (p. 1603)
Quantity: Integer

プロパティ
Items
ディストリビューションの項目 (オリジングループ)。
必須: いいえ
タイプ: OriginGroup (p. 1603) のリスト
Update requires: No interruption
Quantity
オリジングループの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution OriginShield
CloudFront の Origin Shield。
Origin Shield を使用すると、オリジンの負荷を軽減できます。詳細については、Amazon CloudFront デベ
ロッパーガイドの「Origin Shield の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Enabled" : Boolean,
"OriginShieldRegion" : String
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}

YAML
Enabled: Boolean
OriginShieldRegion: String

プロパティ
Enabled
Origin Shield を有効にするかどうかを指定するフラグ。
有効にすると、CloudFront はすべてのリクエストを Origin Shield 経由でルーティングするため、オ
リジンの保護に役立ちます。無効にすると、CloudFront は複数のエッジロケーションやリージョンの
エッジキャッシュからオリジンに直接リクエストを送信する場合があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
OriginShieldRegion
Origin Shield 用の AWS リージョン。
オリジンへのレイテンシーが最も低い AWS リージョン を指定します。リージョンを指定するには、
リージョン名ではなく、リージョンコードを使用します。例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンを
指定するには、us-east-2 を指定します
CloudFront の Origin Shield を有効にする場合は、Origin Shield の AWS リージョン を指定する必要
があります。指定できる AWS リージョン のリストと、オリジンに最適なリージョンの選択について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの Origin Shield の AWS リージョン リージョンの選択を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [a-z]{2}-[a-z]+-\d
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution Restrictions
コンテンツの配信を制限する方法を識別する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"GeoRestriction" : GeoRestriction (p. 1593)

YAML
GeoRestriction:
GeoRestriction (p. 1593)

プロパティ
GeoRestriction
コンテンツが配信される国を制御する複合タイプ。CloudFront は、MaxMind GeoIP データベースを
使用しているユーザーの位置を判断します。地理的制限を無効にするには、スタックテンプレートか
ら制限プロパティを削除します。
必須: はい
タイプ: GeoRestriction (p. 1593)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「Restrictions」

AWS::CloudFront::Distribution S3OriginConfig
Amazon S3 オリジンに関する情報を格納する複合型。オリジンがカスタムオリジンまたはウェブサイトエ
ンドポイントとして設定された S3 バケットである場合は、代わりに CustomOriginConfig 要素を使用
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OriginAccessIdentity" : String

YAML
OriginAccessIdentity: String

プロパティ
OriginAccessIdentity
オリジンに関連付ける CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ。オリジンアクセスアイデン
ティティを使用して、ビューワーが CloudFront を通じてのみ Amazon S3 バケット内のオブジェクト
にアクセスできるようにオリジンを設定します。値の形式は以下のとおりです。
origin-access-identity/cloudfront/ID-of-origin-access-identity
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ここで ID-of-origin-access-identity は、オリジンアクセスアイデンティティを作成したと
きに CloudFront によって ID 要素で返された値です。
ビューワーが CloudFront の URL または Amazon S3 の URL を使用してオブジェクトにアクセスでき
るようにする場合は、空の OriginAccessIdentity 要素を指定します。
既存のディストリビューションからオリジンアクセスアイデンティティを削除するには、ディストリ
ビューション設定を更新し、空の OriginAccessIdentity 要素を含めます。
オリジンアクセスアイデンティティを置き換えるには、ディストリビューション設定を更新し、新し
いオリジンアクセスアイデンティティを指定します。
オリジンアクセスアイデンティティの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの
「CloudFront を使用してプライベートコンテンツを供給する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「S3OriginConfig」

AWS::CloudFront::Distribution StatusCodes
プライマリオリジンによって返されたときに CloudFront をトリガーして 2 番目のオリジンにフェイルオー
バーするように指定するステータスコードの複雑なデータ型です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Items" : [ Integer, ... ],
"Quantity" : Integer

YAML
Items:
- Integer
Quantity: Integer

プロパティ
Items
オリジングループの項目 (ステータスコード)。
必須: はい
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
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Quantity
ステータスコードの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::Distribution ViewerCertificate
ビューワーと通信するためのディストリビューションの SSL/TLS 設定を決定する複合型。
ディストリビューションで Aliases (代替ドメイン名または CNAME とも呼ばれる) を使用しない場合、
つまり、ディストリビューションで CloudFront ドメイン名 (d111111abcdef8.cloudfront.net など)
を使用する場合は、CloudFrontDefaultCertificate を true に設定し、その他のフィールドはすべ
て空のままにします。
ディストリビューションが Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用する場合は、このタイプの
フィールドを使用して次の設定を指定します。
• ディストリビューションが HTTPS 接続を受け入れるビューワー: Server Name Indication (SNI) をサ
ポートするビューワーのみ (推奨)、または SNI をサポートしないビューワーを含むすべてのビュー
ワー。
• SNI をサポートするビューワーからの HTTPS 接続のみを受け入れるには、SSLSupportMethod を
sni-only に設定します。これが推奨されます。ほとんどのブラウザとクライアントは SNI をサポー
トしています。(CloudFormation の場合、フィールド名は SslSupportMethod です。大文字と小文
字の区別に注意してください。)
• SNI をサポートしていないビューワーも含め、すべてのビューワーからの HTTPS 接続を受け入れる
には、SSLSupportMethod を vip に設定します。これは推奨されません。CloudFront からの月額料
金が加算されます。(CloudFormation の場合、フィールド名は SslSupportMethod です。大文字と
小文字の区別に注意してください。)
• ディストリビューションがビューワーと通信するために使用できる SSL/TLS プロトコルの最小バージョ
ン。最小バージョンを指定するには、MinimumProtocolVersion の値を選択します。詳細について
は、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「セキュリティ ポリシー」を参照してください。
• SSL/TLS 証明書の場所、AWS Certificate Manager (ACM) (推奨)、または AWS Identity and Access
Management (IAM)。場所を指定するには、次のいずれかのフィールド (両方ではない) に値を設定しま
す。
• ACMCertificateArn (CloudFormation の場合、このフィールド名は AcmCertificateArn です。
大文字と小文字の区別に注意してください。)
• IAMCertificateId (CloudFormation の場合、このフィールド名は IamCertificateId です。大
文字と小文字の区別に注意してください。)
すべてのディストリビューションは、ビューワーからの HTTPS 接続をサポートしています。
ビューワーに HTTPS のみを使用するように要求したり、HTTP から HTTPS にリダイレクトす
るには、CacheBehavior または DefaultCacheBehavior で ViewerProtocolPolicy を
使用します。CloudFront が SSL/TLS を使用してカスタムオリジンと通信する方法を指定するに
は、CustomOriginConfig を使用します。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「CloudFront で HTTPS を使用する」および「代替
ドメイン名と HTTPS の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AcmCertificateArn" : String,
"CloudFrontDefaultCertificate" : Boolean,
"IamCertificateId" : String,
"MinimumProtocolVersion" : String,
"SslSupportMethod" : String

YAML
AcmCertificateArn: String
CloudFrontDefaultCertificate: Boolean
IamCertificateId: String
MinimumProtocolVersion: String
SslSupportMethod: String

プロパティ
AcmCertificateArn

Note
CloudFormation の場合、このフィールド名は AcmCertificateArn です。大文字と小文字
の区別に注意してください。
ディストリビューションが Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用しており、SSL/TLS 証
明書が AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている場合は、ACM 証明書の Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定します。CloudFront は、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) の
ACM 証明書のみをサポートしています。
ACM 証明書の ARN を指定する場合は、MinimumProtocolVersion と SSLSupportMethod の値
も指定する必要があります。(CloudFormation の場合、フィールド名は SslSupportMethod です。
大文字と小文字の区別に注意してください。)
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CloudFrontDefaultCertificate
ディストリビューションで、d111111abcdef8.cloudfront.net などの CloudFront ドメイン名を
使用する場合は、このフィールドを true に設定します。
ディストリビューションで Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用する場合は、このフィー
ルドを false に設定し、次のフィールドの値を指定します。
• ACMCertificateArn または IAMCertificateId (両方ではなく、いずれかの値を指定します)
CloudFormation の場合、これらのフィールド名は AcmCertificateArn と IamCertificateId
です。大文字と小文字の区別に注意してください。
• MinimumProtocolVersion
• SSLSupportMethod (CloudFormation の場合、このフィールド名は SslSupportMethod です。
大文字と小文字の区別に注意してください。)
必須: 条件付き
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
IamCertificateId

Note
CloudFormation の場合、このフィールド名は IamCertificateId です。大文字と小文字の
区別に注意してください。
ディストリビューションが Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用しており、SSL/TLS 証
明書が AWS Identity and Access Management (AWS IAM) に保存されている場合は、IAM 証明書の ID
を指定します。
IAM 証明書の ID を指定する場合は、MinimumProtocolVersion と SSLSupportMethod の値も指
定する必要があります。(CloudFormation の場合、フィールド名は SslSupportMethod です。大文
字と小文字の区別に注意してください。)
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinimumProtocolVersion
ディストリビューションで Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用する場合は、CloudFront
がビューワーとの HTTPS 接続に使用するセキュリティポリシーを指定します。セキュリティポリ
シーは次の 2 つの設定を決定します。
• CloudFront でビューワーとの通信に使用できる最低限の SSL/TLS プロトコル。
• ビューワーに返すコンテンツを暗号化するために CloudFront で使用できる暗号。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「セキュリティポリシー」と「ビューアと
CloudFront 間の通信にサポートされているプロトコルと暗号」を参照してください。

Note
CloudFront コンソールでは、この設定はセキュリティポリシーと呼ばれます。
SNI のみを使用する場合 (SSLSupportMethod を sni-only に設定) は、TLSv1 以上を指定する必
要があります。(CloudFormation の場合、フィールド名は SslSupportMethod です。大文字と小文
字の区別に注意してください。)
ディストリビューションで d111111abcdef8.cloudfront.net などの CloudFront ドメイン名を使
用する場合 (CloudFrontDefaultCertificate を true に設定)、CloudFront では、ここで設定し
た値に関係なく、自動的にセキュリティポリシーを TLSv1 に設定します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: SSLv3 | TLSv1 | TLSv1.1_2016 | TLSv1.2_2018 | TLSv1.2_2019 |
TLSv1.2_2021 | TLSv1_2016
Update requires: No interruption
SslSupportMethod

Note
CloudFormation の場合、このフィールド名は SslSupportMethod です。大文字と小文字の
区別に注意してください。
ディストリビューションで Aliases (代替ドメイン名または CNAME) を使用する場合は、ディストリ
ビューションが HTTPS 接続を受け入れるビューワーを指定します。
API バージョン 2010-05-15
1612

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront

• sni-only – このディストリビューションは、Server Name Indication (SNI) をサポートしている
ビューワーからのみ HTTPS 接続を受け入れます。これが推奨されます。ほとんどのブラウザとク
ライアントは SNI をサポートしています。
• vip – このディストリビューションは、SNI をサポートしていないビューワーも含め、すべての
ビューワーからの HTTPS 接続を受け入れます。これは推奨されません。CloudFront からの月額料
金が加算されます。
• static-ip - この機能に対して CloudFront チームがディストリビューションを有効にしている場
合を除き、この値を指定しないでください。ディストリビューションに静的 IP アドレスを必要とす
るユースケースがある場合は、AWS Support センターを通じて CloudFront までお問い合わせくだ
さい。
ディストリビューションで、d111111abcdef8.cloudfront.net などの CloudFront ドメイン名を
使用している場合は、このフィールドの値を設定しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: sni-only | static-ip | vip
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「ViewerCertificate」

AWS# CloudFront# 関数
CloudFront 関数を作成します。
関数を作成するには、関数コードと関数に関する設定情報を指定します。レスポンスには、関数を一意に
識別する Amazon リソースネーム (ARN) と関数のステージが含まれます。
デフォルトでは、関数を作成すると、その関数は DEVELOPMENT ステージにあります。このステージで
は、CloudFront コンソールで (または CloudFront API 内の TestFunction を使用して) で関数をテストで
きます。
CloudFront ディストリビューションで関数を使用する準備ができたら、関数を LIVE ステージに
公開します。これは、CloudFront コンソール、CloudFront API の PublishFunction で使用する
か、AutoPublish プロパティを true に設定して AWS::CloudFront::Function リソースを更新する
ことによって実行できます。関数が LIVE ステージに公開されると、関数の ARN を使用して、ディスト
リビューションのキャッシュ動作にアタッチできます。
関数が作成されたときに自動的に LIVE ステージに公開するには、AutoPublish プロパティを true に
設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFront::Function",
"Properties" : {
"AutoPublish" : Boolean,
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}

}

"FunctionCode" : String,
"FunctionConfig" : FunctionConfig (p. 1615),
"FunctionMetadata" : FunctionMetadata (p. 1616),
"Name" : String

YAML
Type: AWS::CloudFront::Function
Properties:
AutoPublish: Boolean
FunctionCode: String
FunctionConfig:
FunctionConfig (p. 1615)
FunctionMetadata:
FunctionMetadata (p. 1616)
Name: String

プロパティ
AutoPublish
関数が作成されたときに LIVE ステージに自動的にパブリッシュするかどうかを決定するフラ
グ。LIVEステージに自動的にパブリッシュするには、このプロパティを true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
FunctionCode
関数コードCloudFront 関数の記述の詳細については、 Amazon CloudFront 開発者ガイド の
CloudFront 関数の関数コードの記述 を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FunctionConfig
CloudFront 関数に関する設定情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ : FunctionConfig (p. 1615)
Update requires: No interruption
FunctionMetadata
CloudFront 関数に関するメタデータが含まれます。
必須: いいえ
タイプ : FunctionMetadata (p. 1616)
Update requires: No interruption
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Name
関数を識別する名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]{1,64}$
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
FunctionARN
関数の ARN。次に例を示します。
arn:aws:cloudfront::123456789012:function/ExampleFunction。
関数 ARN を取得するには、次の構文を使用します。
!GetAtt Function_Logical_ID.FunctionMetadata.FunctionARN
FunctionMetadata.FunctionARN
Property description not available.

AWS# CloudFront# Function FunctionConfig
CloudFront 関数に関する設定情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Comment" : String,
"Runtime" : String

YAML
Comment: String
Runtime: String

プロパティ
Comment
関数を説明するコメント。
API バージョン 2010-05-15
1615

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Runtime
関数のランタイム環境。唯一の有効な値は cloudfront-js-1.0 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: cloudfront-js-1.0
Update requires: No interruption

AWS# CloudFront# Function FunctionMetadata
CloudFront 関数に関するメタデータが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FunctionARN" : String

YAML
FunctionARN: String

プロパティ
FunctionARN
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。ARN は関数を一意に識別します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::KeyGroup
キーグループ。
キーグループには、CloudFront の署名付き URL および署名付き Cookie で使用できるパブリックキーのリ
ストが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFront::KeyGroup",
"Properties" : {
"KeyGroupConfig" : KeyGroupConfig (p. 1617)
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::KeyGroup
Properties:
KeyGroupConfig:
KeyGroupConfig (p. 1617)

プロパティ
KeyGroupConfig
キーグループの設定。
必須: はい
タイプ: KeyGroupConfig (p. 1617)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: キーグループの ID。例:
e9fcd3cf-f3f4-4b61-bd85-9ba9e091b309。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
キーグループの識別子。
LastModifiedTime
キーグループが最後に変更された日時。

AWS::CloudFront::KeyGroup KeyGroupConfig
キーグループ設定。
キーグループには、CloudFront の署名付き URL および署名付き Cookie で使用できるパブリックキーのリ
ストが含まれています。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Comment" : String,
"Items" : [ String, ... ],
"Name" : String

YAML
Comment: String
Items:
- String
Name: String

プロパティ
Comment
キーグループを説明するコメント。コメントは 128 文字以下にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Items
キーグループ内のパブリックキーの識別子のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
キーグループを特定する名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy
オリジンリクエストポリシー。
キャッシュ動作にアタッチされると、オリジンリクエストポリシーは、CloudFront がオリジンに送信する
リクエストに含める値を決定します。CloudFront がオリジンに送信する各リクエストには、以下が含まれ
ます。
• ビューワーリクエストからのリクエストボディと URL パス (ドメイン名なし)。
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• CloudFront がすべてのオリジンリクエストに自動的に含めるヘッダー (Host、User-Agent、X-AmzCf-Id など)。
• キャッシュポリシーまたはオリジンリクエストポリシーで指定されているすべての HTTP ヘッ
ダー、Cookie、および URL クエリ文字列。これには、ビューワーリクエストの項目や、ヘッダーの場
合は CloudFront によって追加される追加の項目が含まれます。
CloudFront は、リクエストと一致するオブジェクトをキャッシュで見つからなかった場合にリクエスト
を送信します。値をオリジンに送信して、キャッシュキーにも含める場合は、CachePolicy を使用しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy",
"Properties" : {
"OriginRequestPolicyConfig" : OriginRequestPolicyConfig (p. 1622)
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy
Properties:
OriginRequestPolicyConfig:
OriginRequestPolicyConfig (p. 1622)

プロパティ
OriginRequestPolicyConfig
オリジンリクエストポリシーの設定。
必須: はい
タイプ: OriginRequestPolicyConfig (p. 1622)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: オリジンリクエストポリ
シー ID。例: befd7079-9bbc-4ebf-8ade-498a3694176c。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Id
オリジンリクエストポリシーの一意の識別子。例: befd7079-9bbc-4ebf-8ade-498a3694176c。
LastModifiedTime
オリジンリクエストポリシーが最後に変更された日時。

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy CookiesConfig
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに、ビューワーリクエスト内の Cookie が含まれるかどうか
(および含まれる場合はどの Cookie か) を決定するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CookieBehavior" : String,
"Cookies" : [ String, ... ]

YAML
CookieBehavior: String
Cookies:
- String

プロパティ
CookieBehavior
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに、ビューワーリクエストの Cookie を含めるかどうか
を指定します。有効な値は次のとおりです。
• none – ビューワーリクエストの Cookie は、CloudFront がオリジンに送信するリクエストには含
まれません。このフィールドが none に設定されていても、CachePolicy にリストされている
Cookie はオリジンリクエストに含まれます。
• whitelist – CookieNames タイプにリストされているビューワーリクエストの Cookie
は、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに含まれます。
• all – ビューワーリクエストに含まれるすべての Cookie は、CloudFront がオリジンに送信するリ
クエストに含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: all | none | whitelist
Update requires: No interruption
Cookies
Cookie 名のリストが含まれます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy HeadersConfig
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに HTTP ヘッダーを含めるかどうか (含まれる場合はどの
ヘッダーか) を決定するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HeaderBehavior" : String,
"Headers" : [ String, ... ]

YAML
HeaderBehavior: String
Headers:
- String

プロパティ
HeaderBehavior
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに、HTTP ヘッダーを含めるかどうかを指定します。有
効な値は次のとおりです。
• none – HTTP ヘッダーは、CloudFront がオリジンに送信するリクエストには含まれません。この
フィールドを none に設定しても、CachePolicy にリストされているヘッダーはオリジンリクエ
ストに含まれます。
• whitelist – Headers タイプにリストされている HTTP ヘッダーは、CloudFront がオリジンに送
信するリクエストに含まれます。
• allViewer – ビューワーリクエストに含まれるすべての HTTP ヘッダーは、CloudFront がオリジ
ンに送信するリクエストに含まれます。
• allViewerAndWhitelistCloudFront — ビューワーリクエスト内のすべての HTTP ヘッダーと
Headers タイプにリストされている追加の CloudFront ヘッダーは、CloudFront がオリジンに送信
するリクエストに含まれます。追加のヘッダーは CloudFront によって追加されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: allViewer | allViewerAndWhitelistCloudFront | none | whitelist
Update requires: No interruption
Headers
HTTP ヘッダー名のリストが含まれます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy OriginRequestPolicyConfig
オリジンリクエストポリシーの設定。
この設定により、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに含まれる値が決定されます。CloudFront
がオリジンに送信する各リクエストには、以下が含まれます。
• ビューワーリクエストからのリクエストボディと URL パス (ドメイン名なし)。
• CloudFront がすべてのオリジンリクエストに自動的に含めるヘッダー (Host、User-Agent、X-AmzCf-Id など)。
• キャッシュポリシーまたはオリジンリクエストポリシーで指定されているすべての HTTP ヘッ
ダー、Cookie、および URL クエリ文字列。これには、ビューワーリクエストの項目や、ヘッダーの場
合は CloudFront によって追加される追加の項目が含まれます。
CloudFront は、リクエストと一致するオブジェクトをキャッシュで見つからなかった場合にリクエスト
を送信します。値をオリジンに送信して、キャッシュキーにも含める場合は、CachePolicy を使用しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Comment" : String,
"CookiesConfig" : CookiesConfig (p. 1620),
"HeadersConfig" : HeadersConfig (p. 1621),
"Name" : String,
"QueryStringsConfig" : QueryStringsConfig (p. 1623)

YAML
Comment: String
CookiesConfig:
CookiesConfig (p. 1620)
HeadersConfig:
HeadersConfig (p. 1621)
Name: String
QueryStringsConfig:
QueryStringsConfig (p. 1623)

プロパティ
Comment
オリジンリクエストポリシーを説明するコメント。コメントは 128 文字以下にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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CookiesConfig
オリジンリクエストに含まれる、ビューワーリクエストの Cookie。
必須: はい
タイプ: CookiesConfig (p. 1620)
Update requires: No interruption
HeadersConfig
オリジンリクエストに含める HTTP ヘッダー。これには、ビューワーリクエストからのヘッダー
や、CloudFront によって追加された追加のヘッダーを含めることができます。
必須: はい
タイプ: HeadersConfig (p. 1621)
Update requires: No interruption
Name
オリジンリクエストポリシーを識別する一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryStringsConfig
オリジンリクエストに含まれる、ビューワーリクエストの URL クエリ文字列。
必須: はい
タイプ: QueryStringsConfig (p. 1623)
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy QueryStringsConfig
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに、ビューワーリクエスト内の URL クエリ文字列 (および含
まれる場合はどのクエリ文字列) を含めるかどうかを決定するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"QueryStringBehavior" : String,
"QueryStrings" : [ String, ... ]

YAML
QueryStringBehavior:
String
QueryStrings:
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- String

プロパティ
QueryStringBehavior
CloudFront がオリジンに送信するリクエストに、ビューワーリクエスト内の URL クエリ文字列を含
めるかどうかを指定します。有効な値は次のとおりです。
• none – ビューワーリクエストのクエリ文字列は、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに
は含まれません。このフィールドが none に設定されていても、CachePolicy にリストされてい
るクエリ文字列はオリジンリクエストに含まれます。
• whitelist – QueryStringNames タイプにリストされているビューワーリクエストのクエリ文字
列は、CloudFront がオリジンに送信するリクエストに含まれます。
• all – ビューワーリクエストのすべてのクエリ文字列は、CloudFront がオリジンに送信するリクエ
ストに含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: all | none | whitelist
Update requires: No interruption
QueryStrings
クエリ文字列名のリストが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::PublicKey
署名付き URL と署名付き Cookie、またはフィールドレベルの暗号化で使用できるパブリックキー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFront::PublicKey",
"Properties" : {
"PublicKeyConfig" : PublicKeyConfig (p. 1625)
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::PublicKey
Properties:
PublicKeyConfig:
PublicKeyConfig (p. 1625)
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プロパティ
PublicKeyConfig
署名付き URL と署名付き Cookie または フィールドレベルの暗号化で使用できるパブリックキーに関
する設定情報。
必須: はい
タイプ: PublicKeyConfig (p. 1625)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: パブリックキーの ID。例:
K36X4X2EO997HM。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreatedTime
パブリックキーがアップロードされた日時。
Id
パブリックキーの識別子。

AWS::CloudFront::PublicKey PublicKeyConfig
署名付き URL と署名付き Cookie または フィールドレベルの暗号化で使用できるパブリックキーに関する
設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CallerReference" : String,
"Comment" : String,
"EncodedKey" : String,
"Name" : String

YAML
CallerReference: String
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Comment: String
EncodedKey: String
Name: String

プロパティ
CallerReference
リクエストの再実行が発生しないようにするための、リクエストに含まれる文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Comment
パブリックキーを説明するコメント。コメントは 128 文字以下にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncodedKey
署名付き URL と署名付き Cookie または フィールドレベルの暗号化で使用できるパブリックキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
パブリックキーを識別するのに役立つ名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig
リアルタイムログ設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig",
"Properties" : {
"EndPoints" : [ EndPoint (p. 1628), ... ],
"Fields" : [ String, ... ],
"Name" : String,
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}

}

"SamplingRate" : Double

YAML
Type: AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig
Properties:
EndPoints:
- EndPoint (p. 1628)
Fields:
- String
Name: String
SamplingRate: Double

プロパティ
EndPoints
このリアルタイムログ設定のリアルタイムログデータを送信する Amazon Kinesis data stream に関す
る情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: エンドポイント (p. 1628)のリスト
Update requires: No interruption
Fields
各リアルタイムログレコードに含まれるフィールドのリスト。API レスポンスでは、フィールドは
Amazon Kinesis Data Stream に送信される順序と同じ順序で提供されます。
フィールドの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「リアルタイムログ設定
フィールド」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
このリアルタイムログ設定の一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SamplingRate
このリアルタイムログ設定のサンプリングレート。サンプリングレートは、リアルタイムログデータ
で表されるビューワーリクエストの割合を決定します。サンプリングレートは、1 から 100 までの整
数です。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リアルタイムログ設定
の Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:cloudfront::111122223333:realtime-logconfig/ExampleNameForRealtimeLogConfig。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リアルタイムログ設定の Amazon リソースネーム (ARN)。例:
arn:aws:cloudfront::111122223333:realtime-log-config/
ExampleNameForRealtimeLogConfig。

AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig EndPoint
リアルタイムログ設定でリアルタイムログデータを送信する Amazon Kinesis data stream に関する情報が
含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KinesisStreamConfig" : KinesisStreamConfig (p. 1629),
"StreamType" : String

YAML
KinesisStreamConfig:
KinesisStreamConfig (p. 1629)
StreamType: String

プロパティ
KinesisStreamConfig
リアルタイムログデータを送信する Amazon Kinesis データストリームに関する情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: KinesisStreamConfig (p. 1629)
Update requires: No interruption
StreamType
リアルタイムログデータを送信するデータストリームのタイプ。唯一の有効な値は Kinesis です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig KinesisStreamConfig
リアルタイムログデータを送信する Amazon Kinesis データストリームに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RoleArn" : String,
"StreamArn" : String

YAML
RoleArn: String
StreamArn: String

プロパティ
RoleArn
CloudFront が Kinesis データストリームにリアルタイムログデータを送信するために使用できる AWS
Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
IAM ロールの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「リアルタイムログ設定
IAM ロール」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamArn
リアルタイムログデータを送信する Kinesis データストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudFront::StreamingDistribution
このリソースは非推奨です。Amazon CloudFront は、2020 年 12 月 31 日にリアルタイムメッセージ
ングプロトコル (RTMP) ディストリビューションを非推奨としています。詳細については、Amazon
CloudFront ディスカッションフォーラムのお知らせをお読みください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudFront::StreamingDistribution",
"Properties" : {
"StreamingDistributionConfig" : StreamingDistributionConfig (p. 1633),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CloudFront::StreamingDistribution
Properties:
StreamingDistributionConfig:
StreamingDistributionConfig (p. 1633)
Tags:
- Tag

プロパティ
StreamingDistributionConfig
RTMP ディストリビューションの現在の設定情報。
必須: はい
タイプ: StreamingDistributionConfig (p. 1633)
Update requires: No interruption
Tags
0 個以上の Tag 要素を含む複合型。
必須: はい
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
E1E7FEN9T35R9W などのストリーミングディストリビューション ID このリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
1630

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudFront

DomainName
リソースのドメイン名 (d111111abcdef8.cloudfront.net など)。

AWS::CloudFront::StreamingDistribution Logging
ストリーミング配信のアクセスログを記録するかどうかを制御する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Enabled" : Boolean,
"Prefix" : String

YAML
Bucket: String
Enabled: Boolean
Prefix: String

プロパティ
Bucket
アクセスログを保存する Amazon S3 バケット (例: myawslogbucket.s3.amazonaws.com)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
CloudFront で Amazon S3 バケットにアクセスログを保存するかどうかを指定します。ストリーミン
グディストリビューションの作成時にログ作成を有効にしない場合や、既存ストリーミングディスト
リビューションのログ作成を無効にする場合は、false に Enabled を指定し、empty Bucket 要素
および Prefix 要素を指定します。Enabled に false を指定した場合は、Bucket および Prefix
に値を指定しても、値は自動的に削除されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Prefix
CloudFront でこのストリーミングディストリビューションのアクセスログのファイル名にプレフィッ
クスとして使用するオプションの文字列 (myprefix/ など)。ログ記録を有効にするが、プレフィック
スを指定しない場合でも、Logging 要素に空の Prefix 要素を含める必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「StreamingLoggingConfig」

AWS::CloudFront::StreamingDistribution S3Origin
CloudFront がディストリビューション用のメディアファイルを取得する元の Amazon S3 バケットに関す
る情報を格納する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DomainName" : String,
"OriginAccessIdentity" : String

YAML
DomainName: String
OriginAccessIdentity: String

プロパティ
DomainName
Amazon S3 オリジンの DNS 名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginAccessIdentity
RTMP ディストリビューションに関連付ける CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ。オリジ
ンアクセスアイデンティティを使用して、エンドユーザーが CloudFront を介して Amazon S3 バケッ
ト内のオブジェクトにのみアクセスできるようにディストリビューションを設定します。
エンドユーザーが CloudFront の URL または Amazon S3 の URL を使用してオブジェクトにアクセス
できるようにする場合は、空の OriginAccessIdentity 要素を指定します。
既存のディストリビューションからオリジンアクセスアイデンティティを削除するには、ディストリ
ビューション設定を更新し、空の OriginAccessIdentity 要素を含めます。
オリジンアクセスアイデンティティを置き換えるには、ディストリビューション設定を更新し、新し
いオリジンアクセスアイデンティティを指定します。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「オリジンアクセスアイデンティティを使用し
て Amazon S3 コンテンツへのアクセスを制限する」を参照してください。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「S3Origin」

AWS::CloudFront::StreamingDistribution StreamingDistributionConfig
RTMP ディストリビューションの設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Aliases" : [ String, ... ],
"Comment" : String,
"Enabled" : Boolean,
"Logging" : Logging (p. 1631),
"PriceClass" : String,
"S3Origin" : S3Origin (p. 1632),
"TrustedSigners" : TrustedSigners (p. 1635)

YAML
Aliases:
- String
Comment: String
Enabled: Boolean
Logging:
Logging (p. 1631)
PriceClass: String
S3Origin:
S3Origin (p. 1632)
TrustedSigners:
TrustedSigners (p. 1635)

プロパティ
Aliases
このストリーミング配信の CNAME (代替ドメイン名) がある場合、その情報を格納する複合型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Comment
ストリーミングディストリビューションに関して含める任意のコメント。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
ストリーミングディストリビューションでコンテンツに対するユーザーのリクエストを受け付けるこ
とができるかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Logging
ストリーミング配信のアクセスログを記録するかどうかを制御する複合型。
必須: いいえ
タイプ: Logging (p. 1631)
Update requires: No interruption
PriceClass
このストリーミング配信の価格クラスに関する情報を格納する複合型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PriceClass_100 | PriceClass_200 | PriceClass_All
Update requires: No interruption
S3Origin
CloudFront がディストリビューション用のメディアファイルを取得する元の Amazon S3 バケットに
関する情報を格納する複合型。
必須: はい
タイプ: S3Origin (p. 1632)
Update requires: No interruption
TrustedSigners
プライベートコンテンツの署名付き URL の作成を許可する AWS アカウント を指定する複合型。
ディストリビューションで署名付き URL を使用する場合は、この要素を含めます。ディストリビュー
ションでパブリック URL を使用する場合は、この要素を削除します。詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの「CloudFront を使用してプライベートコンテンツを供給する」を参照して
ください。
必須: はい
タイプ: TrustedSigners (p. 1635)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「StreamingDistributionConfig」
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AWS::CloudFront::StreamingDistribution TrustedSigners
CloudFront が署名付き URL と署名付き Cookie の署名の検証に使用できる AWS アカウント のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AwsAccountNumbers" : [ String, ... ],
"Enabled" : Boolean

YAML
AwsAccountNumbers:
- String
Enabled: Boolean

プロパティ
AwsAccountNumbers
CloudFront のアクティブなキーペアを含む AWS アカウント 番号。CloudFront は、これを使用して
署名付き URL と署名付き Cookie の署名を検証できます。キーペアを所有する AWS アカウント が
CloudFront ディストリビューションを所有するアカウントと同じ場合、このフィールドの値は self
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Enabled
CloudFront が署名付き URL および署名付き Cookie の署名を検証するために使用できるパブリック
キーがいずれかの AWS アカウント にある場合、このフィールドは true です。そうでない場合、こ
のフィールドは false です。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudFront API リファレンスの「TrustedSigners」

AWS Cloud Map リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace (p. 1636)
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• AWS::ServiceDiscovery::Instance (p. 1638)
• AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace (p. 1641)
• AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace (p. 1646)
• AWS::ServiceDiscovery::Service (p. 1650)

AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace
HttpNamespace リソースは、HTTP 名前空間に関する情報を含む AWS Cloud Map リソースタイプで
す。HTTP 名前空間を使用して登録したサービスインスタンスは、DiscoverInstances リクエストを使
用して検出できますが、DNS を使用して検出することはできません。
同じ AWS アカウントを使用して作成できる名前空間数の現在のクォータについては、AWS Cloud Map 開
発者ガイド の AWS Cloud Map quotas を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace
Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
名前空間の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
この名前空間に割り当てる名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 1024
パターン: ^[!-~]{1,1024}$
Update requires: Replacement
Tags
名前空間のタグ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらも
お客様側が定義します。タグキーの最大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: Updates are not supported.

戻り値
参照番号
ns-e4anhexample0004 など、名前空間の Id このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
名前空間の Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:service-discovery:useast-1:123456789012:http-namespace/http-namespace-a1bzhi など)。
Id
名前空間の ID。

例
HTTP 名前空間を作成する
次の例では、example-namespace という名前の HTTP 名前空間を作成します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace",
"Properties" : {
"Description" : "AWS Cloud Map HTTP namespace for resources for example.com website",
"Name" : "example-namespace"
}
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YAML
Type: 'AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace'
Properties:
Description: AWS Cloud Map HTTP namespace for resources for example.com website
Name: example-namespace

以下の資料も参照してください。
• AWS Cloud Map API リファレンス の CreateHttpNamespace

AWS::ServiceDiscovery::Instance
RegisterInstance リクエストを送信するときに AWS Cloud Map が作成するインスタンスに関する情
報を含む複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::Instance",
"Properties" : {
"InstanceAttributes" : Json,
"InstanceId" : String,
"ServiceId" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::Instance
Properties:
InstanceAttributes: Json
InstanceId: String
ServiceId: String

プロパティ
InstanceAttributes
ServiceId で指定したサービスの、次の情報を含む文字列マップ:
• サービスで定義されているレコードに適用される属性。
• 各属性について、該当する値。
サポートされる属性キーは次のとおりです。
AWS_ALIAS_DNS_NAME
Elastic Load Balancing ロードバランサーにトラフィックをルーティングする Route 53 エイ
リアスレコードを AWS Cloud Map で作成する場合は、ロードバランサーに関連付けられてい
る DNS 名を指定します。DNS 名の取得方法の詳細については、Route 53 API リファレンスの
AliasTarget->DNSName を参照してください。
次の点に注意してください。
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• ServiceId によって指定されているサービスの設定は、A レコード、AAAA レコード、または
その両方を含む必要があります。
• ServiceId により指定されているサービスでは、RoutingPolicy の値は WEIGHTED である
必要があります。
• ServiceId により指定されたサービスが HealthCheckConfig 設定を含む場合、AWS Cloud
Map はヘルスチェックを作成しますが、ヘルスチェックをエイリアスレコードに関連付けませ
ん。
• 現在自動命名は、トラフィックを ELB ロードバランサー以外の AWS リソースにルーティング
するエイリアスレコードの作成をサポートしていません。
• AWS_ALIAS_DNS_NAME の値を指定する場合、いずれの AWS_INSTANCE 属性の値も指定しな
いでください。
AWS_EC2_INSTANCE_ID
HTTP 名前空間のみ。 インスタンスの Amazon EC2 インスタンス ID。AWS_INSTANCE_IPV4 属
性には、プライマリプライベート IPv4 アドレスが含まれます。AWS#ServiceDiscovery#Instance
タイプのリソースを作成するときに、AWS_EC2_INSTANCE_ID 属性を指定すると、他に
指定できる属性は AWS_INIT_HEALTH_STATUS のみとなります。リソースが作成される
と、AWS_INSTANCE_IPV4 属性にはプライマリプライベート IPv4 アドレスが含まれます。
AWS_INIT_HEALTH_STATUS
サービス設定に HealthCheckCustomConfig が含まれている場合
は、AWS#ServiceDiscovery#Instance タイプのリソースを作成するときに、オプションとして
AWS_INIT_HEALTH_STATUS を使用してカスタムヘルスチェックの初期ステータス (HEALTHY
または UNHEALTHY) を指定できます。AWS_INIT_HEALTH_STATUS の値を指定しないと、初期
ステータスは HEALTHY になります。この属性は、リソースの作成時にのみ使用でき、既存のリ
ソースには表示されません。
AWS_INSTANCE_CNAME
サービス設定に CNAME レコードが含まれている場合、DNS クエリに対して Route 53 から返すド
メイン名 (例: example.com)。
ServiceId によって指定されたサービスに CNAME レコードの設定が含まれる場合、この値は必
須です。
AWS_INSTANCE_IPV4
サービス設定に A レコードが含まれている場合、DNS クエリに対して Route 53 から返す IPv4
アドレス (例: 192.0.2.44)。
ServiceId によって指定されたサービスに A レコードの設定が含まれる
場合、この値は必須です。サービスに SRV レコードの設定が含まれる場
合、AWS_INSTANCE_IPV4、AWS_INSTANCE_IPV6、またはその両方の値を指定する必要があり
ます。
AWS_INSTANCE_IPV6
サービス設定に AAAA レコードが含まれている場合、DNS クエリに対して Route 53 から返す
IPv6 アドレス (例: 2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345)。
ServiceId によって指定されたサービスに AAAA レコードの設定が含まれ
る場合、この値は必須です。サービスに SRV レコードの設定が含まれる場
合、AWS_INSTANCE_IPV4、AWS_INSTANCE_IPV6、またはその両方の値を指定する必要があり
ます。
AWS_INSTANCE_PORT
サービスに SRV レコードが含まれている場合、Route 53 からポートに返す値。
サービスに HealthCheckConfig が含まれている場合、Route 53 からリクエストを送信する先
のエンドポイントのポート。
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サービスの作成時に SRV レコードまたは Route 53 ヘルスチェックの設定を指定した場合、この
値は必須です。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
InstanceId
インスタンスに関連付ける識別子。次の点に注意してください。
• ServiceId で指定されているサービスに、SRV レコードの設定が含まれている場合は、SRV
レコードの値の一部として、InstanceId の値が自動的に含まれます。詳細については、
「DnsRecord > タイプ」を参照してください。
• この値を使用して既存のインスタンスを更新できます。
• 新しいインスタンスを登録するには、同じサービスを使用して登録するインスタンス間で一意の値
を指定する必要があります。
• 既存の InstanceId および ServiceId を指定した場合、AWS Cloud Map は既存の DNS レコー
ドを更新します (ある場合)。既存のヘルスチェックもある場合、AWS Cloud Map は古いヘルス
チェックを削除して新しいヘルスチェックを作成します。

Note
ヘルスチェックは即時に削除されないため、ListHealthChecks リクエストを送信した
場合などに、しばらく表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: ^[0-9a-zA-Z_/:.@-]+$
Update requires: Replacement
ServiceId
インスタンスの設定に使用するサービスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
i-abcd1234 など、インスタンスの Id の値このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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インスタンスの IP アドレスを指定する
次の例では、ID を i-abcd1234 とするインスタンスの IPv4 および IPV6 の IP アドレスを指定します。イ
ンスタンスは、ID を srv-e4anhexample0004 とするサービスを使用して登録されています。

JSON
{

}

"Type": "AWS::ServiceDiscovery::Instance",
"Properties": {
"InstanceAttributes": {
"AWS_INSTANCE_IPV4": "192.0.2.44",
"AWS_INSTANCE_IPV6": "2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345"
},
"InstanceId": "i-abcd1234",
"ServiceId": "srv-e4anhexample0004"
}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::Instance
Properties:
InstanceAttributes:
AWS_INSTANCE_IPV4: 192.0.2.44
AWS_INSTANCE_IPV6: 2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345
InstanceId: i-abcd1234
ServiceId: srv-e4anhexample0004

以下の資料も参照してください。
• AWS Cloud Map API リファレンス の RegisterInstance

AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
DNS に基づいてプライベート名前空間を作成します。これは、指定した Amazon VPC 内での
み表示されます。名前空間は、サービスの命名スキームを定義します。たとえば、名前空間に
example.com という名前を付け、サービスに backend と名前を付けると、サービスの DNS 名は
backend.example.com になります。プライベート DNS 名前空間を使用して登録されたサービスイン
スタンスは、DiscoverInstances リクエストまたは DNS を使用して検出できます。同じ AWS アカウ
ント を使用して作成できる名前空間数の現在のクォータについては、AWS Cloud Map デベロッパーガイ
ドの AWS Cloud Map quotas を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Properties" : Properties (p. 1644),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Vpc" : String
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}

}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
Properties:
Description: String
Name: String
Properties:
Properties (p. 1644)
Tags:
- Tag
Vpc: String

プロパティ
Description
名前空間の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
この名前空間に割り当てる名前。プライベート DNS 名前空間を作成すると、この名前空間と同じ名
前の Amazon Route 53 プライベートホストゾーンが AWS Cloud Map によって自動的に作成されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^[!-~]{1,1024}$
Update requires: Replacement
Properties
プライベート DNS 名前空間のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: ??? (p. 1644)
Update requires: No interruption
Tags
名前空間のタグ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらも
お客様側が定義します。タグキーの最大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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最大: 200
Update requires: Updates are not supported.
Vpc
名前空間を関連付ける Amazon VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ns-e4anhexample0004 など、名前空間の Id の値このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
プライベート名前空間の Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
プライベート名前空間の ID。

例
プライベート DNS 名前空間を作成する
次の例では、private-example.com という名前のプライベート DNS 名前空間を作成します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace",
"Properties" : {
"Description" : "AWS Cloud Map private DNS namespace for resources for example.com
website",
"Vpc" : "vpc-12345678",
"Name" : "private-example.com",
"Properties": {
"DnsProperties": {
"SOA": {
"TTL": 100
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}

}

}

}

}

YAML
Type: 'AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace'
Properties:
Description: AWS Cloud Map private DNS namespace for resources for example.com website
Vpc: vpc-12345678
Name: private-example.com
Properties:
DnsProperties:
SOA:
TTL: 100

以下の資料も参照してください。
• AWS Cloud Map API リファレンス の CreatePrivateDnsNamespace

AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace PrivateDnsPropertiesMutable
プライベート DNS 名前空間の DNS プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SOA" : SOA (p. 1645)

YAML
SOA:
SOA (p. 1645)

プロパティ
SOA
プライベート DNS 名前空間のホストゾーンの SOA (Start of Authority) レコードのフィールド。
必須: いいえ
タイプ: SOA (p. 1645)
Update requires: No interruption

AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace Properties
プライベート DNS 名前空間のプロパティ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DnsProperties" : PrivateDnsPropertiesMutable (p. 1644)

YAML
DnsProperties:
PrivateDnsPropertiesMutable (p. 1644)

プロパティ
DnsProperties
プライベート DNS 名前空間の DNS プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: PrivateDnsPropertiesMutable (p. 1644)
Update requires: No interruption

AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace SOA
パブリックまたはプライベート DNS 名前空間の SOA (Start of Authority) プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TTL" : Double

YAML
TTL: Double

プロパティ
TTL
ネガティブキャッシュを目的とする Time to Live (TTL)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
DNS に基づいてパブリック名前空間を作成します。これは、インターネットで表示されます。名前空
間は、サービスの命名スキームを定義します。たとえば、名前空間に example.com という名前を付
け、サービスに backend と名前を付けると、サービスの DNS 名は backend.example.com になりま
す。DiscoverInstances リクエストまたは DNS を使用して、パブリック DNS 名前空間に登録された
インスタンスを検出できます。同じ AWS アカウント を使用して作成できる名前空間数の現在のクォータ
については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの AWS Cloud Map quotas を参照してください。

Important
CreatePublicDnsNamespace API オペレーションは AWS GovCloud (US) リージョンではサ
ポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Properties" : Properties (p. 1648),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
Properties:
Description: String
Name: String
Properties:
Properties (p. 1648)
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
名前空間の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
この名前空間に割り当てる名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9\-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z0-9]([a-zAZ0-9\-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?$
Update requires: Replacement
Properties
パブリック DNS 名前空間のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: プロパティ (p. 1648)
Update requires: No interruption
Tags
名前空間のタグ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらも
お客様側が定義します。タグキーの最大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: Updates are not supported.

戻り値
参照番号
ns-e4anhexample0004 など、名前空間の Id の値このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
パブリック名前空間の Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
パブリック名前空間の ID。

例
パブリック DNS 名前空間を作成する
次の例では、example.com という名前のパブリック DNS 名前空間を作成します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace",
"Properties" : {
"Description" : "AWS Cloud Map public DNS namespace for example.com website",
"Name" : "example.com",
"Properties": {
"DnsProperties": {
"SOA": {
"TTL": 100
}
}
}
}

YAML
Type: 'AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace'
Properties:
Description: AWS Cloud Map public DNS namespace for example.com website
Name: example.com
Properties:
DnsProperties:
SOA:
TTL: 100

以下の資料も参照してください。
• AWS Cloud Map API リファレンス の CreatePublicDnsNamespace

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace Properties
パブリック DNS 名前空間のプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DnsProperties" : PublicDnsPropertiesMutable (p. 1649)

YAML
DnsProperties:
PublicDnsPropertiesMutable (p. 1649)

プロパティ
DnsProperties
パブリック DNS 名前空間の DNS プロパティ。
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必須: いいえ
タイプ: PublicDnsPropertiesMutable (p. 1649)
Update requires: No interruption

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace PublicDnsPropertiesMutable
パブリック DNS 名前空間の DNS プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SOA" : SOA (p. 1649)

YAML
SOA:
SOA (p. 1649)

プロパティ
SOA
パブリック DNS 名前空間のホストゾーンの SOA (Start of Authority) レコード。
必須: いいえ
タイプ: SOA (p. 1649)
Update requires: No interruption

AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace SOA
パブリックまたはプライベート DNS 名前空間の SOA (Start of Authority) プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TTL" : Double

YAML
TTL: Double
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プロパティ
TTL
ネガティブキャッシュを目的とする Time to Live (TTL)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::ServiceDiscovery::Service
サービスに関する情報を含む複合型。これにより、次のエンティティの構成が定義されます。
• パブリックおよびプライベートの DNS 名前空間の場合、Amazon Route 53 の DNS レコードの次の組み
合わせのいずれか:
• A
• AAAA
• A および AAAA
• SRV
• CNAME
• ヘルスチェック (オプション)

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::Service",
"Properties" : {
"Description" : String,
"DnsConfig" : DnsConfig (p. 1654),
"HealthCheckConfig" : HealthCheckConfig (p. 1658),
"HealthCheckCustomConfig" : HealthCheckCustomConfig (p. 1660),
"Name" : String,
"NamespaceId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceDiscovery::Service
Properties:
Description: String
DnsConfig:
DnsConfig (p. 1654)
HealthCheckConfig:
HealthCheckConfig (p. 1658)
HealthCheckCustomConfig:
HealthCheckCustomConfig (p. 1660)
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Name: String
NamespaceId: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Description
サービスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
DnsConfig
インスタンスの登録時に AWS Cloud Map で作成する Route 53 DNS レコードに関する情報を含む複
合型。
必須: いいえ
タイプ: DnsConfig (p. 1654)
Update requires: No interruption
HealthCheckConfig
パブリック DNS および HTTP 名前空間のみ。 オプションのヘルスチェックの設定を含む複合型。ヘ
ルスチェックの設定を指定した場合、AWS Cloud Map によって、ヘルスチェックが、DnsConfig で
指定したレコードに関連付けられます。
ヘルスチェックの料金については、「Amazon Route 53 料金表」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheckConfig (p. 1658)
Update requires: No interruption
HealthCheckCustomConfig
オプションのカスタムヘルスチェックに関する情報を含む複合型。

Important
ヘルスチェック設定を指定する場合、HealthCheckCustomConfig または
HealthCheckConfig のどちらかを指定できます。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheckCustomConfig (p. 1660)
Update requires: Replacement
Name
サービスの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ((?=^.{1,127}$)^([a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9-_]{0,61}[a-zA-Z0-9_]|[a-zAZ0-9])(\.([a-zA-Z0-9_][a-zA-Z0-9-_]{0,61}[a-zA-Z0-9_]|[a-zA-Z0-9]))*$)|(^\.
$)
Update requires: Replacement
NamespaceId
サービスを作成するために使用した名前空間の ID。

Important
サービスプロパティまたは DnsConfig のいずれかには、NamespaceId の値を指定する必要
があります。両方の場所に値を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: Replacement
Tags
サービスのタグ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらも
お客様側が定義します。タグキーの最大文字数は 128 文字、タグ値の最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: Updates are not supported.
Type
存在する場合、サービスインスタンスは DiscoverInstances API オペレーションを使用してのみ
検出可能であることを指定します。サービスインスタンスについては、DNS レコードは登録されませ
ん。唯一の有効な値は HTTP です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
srv-e4anhexample0004 など、サービスの Id の値このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡
すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
サービスの Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
サービスの ID。
Name
サービスに割り当てた名前。

例
サービスを作成する
次の例では、パブリック DNS 名前空間に基づいてサービスを作成します。サービスには、WEIGHTED の
ルーティングポリシーを持つ Amazon Route 53 の A レコードおよび AAAA レコードの設定が含まれま
す。Route 53 ヘルスチェックも含まれます。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceDiscovery::Service",
"Properties" : {
"Description" : "Service based on a public DNS namespace",
"DnsConfig" : {
"DnsRecords" : [
{
"Type" : "A",
"TTL" : 60
},
{
"Type" : "AAAA",
"TTL" : 60
}
],
"RoutingPolicy" : "WEIGHTED"
},
"HealthCheckConfig" : {
"FailureThreshold" : 3,
"ResourcePath" : "/",
"Type" : "HTTPS"
},
"Name" : "example-public-DNS-service",
"NamespaceId" : "ns-e4anhexample0004"
}

YAML
Type: 'AWS::ServiceDiscovery::Service'
Properties:
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Description: Service based on a public DNS namespace
DnsConfig:
DnsRecords:
- Type: A
TTL: 60
- Type: AAAA
TTL: 60
RoutingPolicy: WEIGHTED
HealthCheckConfig:
FailureThreshold: 3
ResourcePath: /
Type: HTTPS
Name: example-public-DNS-service
NamespaceId: ns-e4anhexample0004

以下の資料も参照してください。
• AWS Cloud Map API リファレンス の CreateService

AWS::ServiceDiscovery::Service DnsConfig
インスタンスの登録時に AWS Cloud Map で作成する Amazon Route 53 DNS レコードに関する情報を含
む複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DnsRecords" : [ DnsRecord (p. 1656), ... ],
"NamespaceId" : String,
"RoutingPolicy" : String

YAML
DnsRecords:
- DnsRecord (p. 1656)
NamespaceId: String
RoutingPolicy: String

プロパティ
DnsRecords
インスタンスの登録時に AWS Cloud Map で作成する Route 53 DNS レコードごとに 1 つの
DnsRecord オブジェクトを含む配列。
必須: はい
タイプ: DnsRecord (p. 1656) のリスト
Update requires: No interruption
NamespaceId
DNS の設定に使用する名前空間の ID です。
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Important
NamespaceId の値を、DnsConfig または サービスプロパティに指定する必要がありま
す。両方の場所に値を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: Replacement
RoutingPolicy
インスタンスを登録してこのサービスを指定するときに AWS Cloud Map で作成するすべての Route
53 DNS レコードに適用するルーティングポリシー。

Note
このサービスを使用して、エイリアスレコードを作成するインスタンスを登録する場合は、
ルーティングポリシーに WEIGHTED AAを指定します。
次の値を指定できます。
MULTIVALUE
サービスでヘルスチェックを定義し、ヘルスチェックが正常な場合、Route 53 は、最大 8 個のイ
ンスタンスの適切な値を返します。
たとえば、サービスに 1 つの A レコードとヘルスチェックの設定が含まれているとします。この
サービスを使用して、10 個のインスタンスを登録します。Route 53 は、最大 8 個の正常なイン
スタンスの IP アドレスを含む DNS クエリに応答します。正常なインスタンスが 8 個未満の場
合、Route 53 は、正常なすべてのインスタンスの IP アドレスを含むすべての DNS クエリに応答
します。
サービスでヘルスチェックを定義していない場合、Route 53 は、すべてのインスタンスが正常で
あると仮定し、最大 8 個のインスタンスの値を返します。
複数値ルーティングポリシーの詳細については、Route 53 開発者ガイドの「複数値回答ルーティ
ング」を参照してください。
WEIGHTED
Route 53 は、同じサービスを使用して登録したインスタンスの中からランダムに選択された 1
つのインスタンスの適切な値を返します。現在、レコードの加重はすべて同じであるため、トラ
フィック量を増減してインスタンスにルーティングすることはできません。
たとえば、サービスに 1 つの A レコードとヘルスチェックの設定が含まれているとします。この
サービスを使用して、10 個のインスタンスを登録します。Route 53 は、正常なインスタンスの
中からランダムに選択された 1 つのインスタンスの IP アドレスを使用して DNS クエリに応答し
ます。正常なインスタンスがない場合、Route 53 は、すべてのインスタンスが正常であるかのよ
うに DNS クエリに応答します。
サービスでヘルスチェックを定義していない場合、Route 53 は、すべてのインスタンスが正常で
あると仮定し、ランダムに選択された 1 つのインスタンスの適切な値を返します。
加重ルーティングポリシーの詳細については、Route 53 開発者ガイドの「加重ルーティング」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: MULTIVALUE | WEIGHTED
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::ServiceDiscovery::Service」トピックの戻り値
• AWS Cloud Map API リファレンス の DnsConfig

AWS::ServiceDiscovery::Service DnsRecord
インスタンスの登録時に AWS Cloud Map で作成する Route 53 DNS レコードに関する情報を含む複合
型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TTL" : Double,
"Type" : String

YAML
TTL: Double
Type: String

プロパティ
TTL
DNS リゾルバーでこのレコードの設定をキャッシュしておく時間 (秒単位)。

Note
Route 53 はエイリアスレコードからトラフィックをルーティングする先の AWS リソースの
TTL を使用するため、エイリアスレコードには TTL は含まれません。RegisterInstance リク
エストを送信するときに AWS_ALIAS_DNS_NAME 属性を含めると、TTL 値は無視されます。
サービスの TTL を常に指定します。サービスを使用して、エイリアスまたは非エイリアスレ
コードを作成するインスタンスを登録できます。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Type
リソースのタイプ。DNS クエリへの応答として Route 53 が返す値のタイプを示します。次の組み合
わせで Type の値を指定できます。
• A
• AAAA
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• A および AAAA
• SRV
• CNAME
インスタンスを登録するときに AWS Cloud Map で Route 53 エイリアスレコードを作成する場合
は、Type に A または AAAA を指定します。
インスタンスを登録するときに、A および AAAA レコードの IP アドレスなど、他の設定を指定しま
す。詳細については、「RegisterInstance」を参照してください。
サポートされる値は次のとおりです。
A
Route 53 は、192.0.2.44 などの IPv4 形式でリソースの IP アドレスを返します。
AAAA
Route 53 でリソースの IP アドレスを返す IPv6 形式（2001:0 db 8:85 a
3:0000:0000:abcd:0001:2345 など）。
CNAME
Route 53 は、www.example.com などのリソースのドメイン名を返します。次の点に注意してく
ださい。
• インスタンスを登録するときに、トラフィックをルーティングするドメイン名を指定します。
詳細については、トピック「RegisterInstanceの「属性」を参照してください。
• RoutingPolicy の値には WEIGHTED を指定する必要があります。
• Type の CNAME と HealthCheckConfig の設定の両方を指定することはできません。これを
行うと、リクエストは失敗し、InvalidInput エラーが返されます。
SRV
Route 53 は SRV レコードの値を返します。SRV レコードの値には、次の値が使用されます。
priority weight port service-hostname
この値に関して、以下の点に注意してください。
• priority および weight の値は 1 に設定され、変更することはできません。
• port の値は、RegisterInstance リクエストを送信するときに AWS_INSTANCE_PORT 属性に指
定した値から取得されます。
• 値 service-hostname は、次の値を連結したものです。
• インスタンス登録時に InstanceId に指定した値。
• サービスの名前。
• 名前空間の名前
たとえば、InstanceId の値が test、サービスの名前が backend、名前空間の名前が
example.com の場合、service-hostname の値は次のとおりです。
test.backend.example.com
SRV レコードの設定を指定した場合や、RegisterInstance リクエストで
[AWS_INSTANCE_IPV4]、[AWS_INSTANCE_IPV6]、またはその両方の値を指定すると、AWS
Cloud Map は SRV レコードの service-hostname の値と同じ名前を持つ A または AAAA レ
コードを自動的に作成します。これらのレコードは無視できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: A | AAAA | CNAME | SRV
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::ServiceDiscovery::Service」トピックの戻り値
• AWS Cloud Map API リファレンスの DnsRecord

AWS::ServiceDiscovery::Service HealthCheckConfig
パブリック DNS および HTTP 名前空間のみ。 オプションのヘルスチェックの設定を含む複合型。ヘルス
チェックの設定を指定した場合、AWS Cloud Map によって、ヘルスチェックが、DnsConfig で指定した
レコードに関連付けられます。

Important
ヘルスチェック設定を指定する場合、HealthCheckCustomConfig または
HealthCheckConfig のどちらかを指定できます。両方を指定することはできません。
ヘルスチェックは、AWS エンドポイントをモニタリングするための Route 53 の基本的なヘルスチェック
です。ヘルスチェックの料金については、「Amazon Route 53 料金表」を参照してください。
ヘルスチェックの設定について、以下の点に注意してください。
A および AAAA レコード
DnsConfig に A レコードと AAAA レコードの両方の設定が含まれている場合、AWS Cloud Map は
IPv4 アドレスを使用したヘルスチェックを作成してリソースのヘルスをチェックします。IPv4 アドレ
スで指定したエンドポイントが異常な場合、Route 53 は A レコードと AAAA レコードの両方が異常で
あると判断します。
CNAME レコード
DNSConfig に Type の値の CNAME が含まれる場合、HealthCheckConfig の設定を指定できませ
ん。これを行うと、CreateService リクエストは失敗し、InvalidInput エラーが返されます。
Request Interval
各ヘルスチェックの AWS リージョンの Route 53 ヘルスチェッカーは、30 秒ごとにヘルスチェック
リクエストをエンドポイントに送信します。平均して、エンドポイントは約 2 秒ごとにヘルスチェッ
クリクエストを受け取ることになります。ただし、ヘルスチェッカーは互いに調整しません。した
がって、ヘルスチェックがまったくない状態での数秒後の 1 秒間に複数のリクエストが表示されるこ
とがあります。
ヘルスチェックリージョン
ヘルスチェッカーは、すべての Route 53 ヘルスチェックリージョンからチェックを実行します。現在
のリージョンのリストについては、リージョンを参照してください。
エイリアスレコード
インスタンスの登録時に AWS_ALIAS_DNS_NAME 属性を含めると、AWS Cloud Map は Route 53 エイ
リアスレコードを作成します。次の点に注意してください。
• Route 53 は、エイリアスレコードの EvaluateTargetHealth を自動的に true に設定し
ます。EvaluateTargetHealth が true の場合、エイリアスレコードは、ELB ロードバ
ランサーなど、参照される AWS リソースのヘルス状態を継承します。詳細については、
「EvaluateTargetHealth」を参照してください。
• HealthCheckConfig を含めてから、サービスを使用してエイリアスレコードを作成するインスタ
ンスを登録する場合、Route 53 のヘルスチェックは作成されません。
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ヘルスチェックの料金
ヘルスチェックは、AWS エンドポイントをモニタリングするための Route 53 の基本的なヘルス
チェックです。ヘルスチェックの料金については、「Amazon Route 53 料金表」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FailureThreshold" : Double,
"ResourcePath" : String,
"Type" : String

YAML
FailureThreshold: Double
ResourcePath: String
Type: String

プロパティ
FailureThreshold
Route 53 がエンドポイントの最新ステータスを異常から正常または正常から異常に変更するまでに
必要な、エンドポイントが連続してヘルスチェックに合格または不合格になる回数。詳細について
は、Route 53 開発者ガイドの「Route 53 がエンドポイントの正常性を判断する方法」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 10
Update requires: No interruption
ResourcePath
Route 53 でヘルスチェックを実行する際にリクエストするパス。パスには、エンドポイントが正常で
ある場合に、エンドポイントが 2xx または 3xx 形式の HTTP ステータスコードを返す任意の値を指定
できます。サンプルファイルは /docs/route53-health-check.html です。Route 53は、サービ
スの DNS 名を自動的に追加します。ResourcePath に値を指定しない場合、デフォルト値は / 秒で
す。
Type に TCP を指定する場合、ResourcePath の値を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption
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Type
作成するヘルスチェックのタイプです。Route 53 がエンドポイントを正常とみなす方法を示します。

Important
ヘルスチェックを作成した後で Type の値を変更することはできません。
次の種類のヘルスチェックを作成できます。
• HTTP: Route 53 は TCP 接続を確立しようとします。成功した場合、Route 53 は HTTP リクエスト
を送信し、200 以上、および 400 より小さい HTTP ステータスコードを待機します。
• HTTPS: Route 53 は TCP 接続の確立を試行します。成功した場合、Route 53 は HTTPS リクエス
トを送信し、200 以上、および 400 より小さい HTTP ステータスコードを待機します。

Important
Type の値に HTTPS を指定した場合、エンドポイントは TLS v1.0 以降をサポートする必
要があります。
• TCP: Route 53 は TCP 接続を確立しようとします。
Type の TCP を指定した場合は、ResourcePath に値を指定しないでください。
詳細については、Route 53 開発者ガイドの「Route 53 がエンドポイントの正常性を判断する方法」
を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP | HTTPS | TCP
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::ServiceDiscovery::Service」トピックの戻り値
• AWS Cloud Map API リファレンス の HealthCheckConfig

AWS::ServiceDiscovery::Service HealthCheckCustomConfig
オプションのカスタムヘルスチェックに関する情報を含む複合型。リソースの正常性を評価するために
サードパーティーのヘルスチェッカーを使用する必要があるカスタムのヘルスチェックは、次のような場
合に便利です。
• インターネット経由でリソースにアクセスできないため、HealthCheckConfig によって定義されたヘ
ルスチェックを使用できません。たとえば、インスタンスが Amazon VPC にある場合は、カスタムの
ヘルスチェックを使用することができます。(VPC のリソースの正常性を確認するには、ヘルスチェッ
カーも VPC にある必要があります。)
• リソースの場所に関係なく、サードパーティーのヘルスチェッカーを使用します。

Important
ヘルスチェック設定を指定する場合、HealthCheckCustomConfig または
HealthCheckConfig のどちらかを指定できます。両方を指定することはできません。
カスタムヘルスチェックのステータスを変更するには、UpdateInstanceCustomHealthStatus
リクエストを送信します。AWS Cloud Map は、リソースのステータスをモニタリングせず、直近の
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UpdateInstanceCustomHealthStatus リクエストで指定されたステータスのレコードを保持するだけ
です。
カスタムヘルスチェックの動作方法を以下に示します。
1. サービスを作成します。
2. インスタンスを登録します。
3. 新しいインスタンスに関連付けられているリソースをモニタリングするサードパーティーのヘルス
チェッカーを設定します。

Note
AWS Cloud Map は、リソースのヘルスを直接チェックしません。
4. サードパーティーのヘルスチェッカーは、リソースが異常であると判断し、アプリケーションに通知し
ます。
5. アプリケーションから UpdateInstanceCustomHealthStatus リクエストが送信されます。
6. AWS Cloud Map は 30 秒間待機します。
7. その期間中にステータスを正常に戻す別の UpdateInstanceCustomHealthStatus リクエストが到
着しない場合、AWS Cloud Map はリソースへのトラフィックのルーティングを停止します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FailureThreshold" : Double

YAML
FailureThreshold: Double

プロパティ
FailureThreshold

Important
このパラメータはサポートされなくなり、常に 1 に設定されます。AWS Cloud Map
は、UpdateInstanceCustomHealthStatus リクエストを受信した後に約 30 秒間待機し
てから、サービスインスタンスのステータスを変更します。
AWS Cloud Map が UpdateInstanceCustomHealthStatus リクエストを受信してから、サービス
インスタンスのヘルスステータスを変更するまでに待機する 30 秒間隔の数。
30 秒が経過する前に、同じ値を使用して 2 つ目以降の UpdateInstanceCustomHealthStatus リ
クエストを送信しても、変更は早まりません。AWS Cloud Map は、最初のリクエストの後に 30 秒間
待機してから、変更を実行します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 10
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::ServiceDiscovery::Service」トピックの戻り値
• AWS Cloud Map API リファレンス の HealthCheckCustomConfig

AWS CloudTrail リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CloudTrail::Trail (p. 1662)

AWS::CloudTrail::Trail
Amazon S3 バケットにログデータを配信するための設定を指定する証跡を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudTrail::Trail",
"Properties" : {
"CloudWatchLogsLogGroupArn" : String,
"CloudWatchLogsRoleArn" : String,
"EnableLogFileValidation" : Boolean,
"EventSelectors" : [ EventSelector (p. 1671), ... ],
"IncludeGlobalServiceEvents" : Boolean,
"IsLogging" : Boolean,
"IsMultiRegionTrail" : Boolean,
"KMSKeyId" : String,
"S3BucketName" : String,
"S3KeyPrefix" : String,
"SnsTopicName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TrailName" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudTrail::Trail
Properties:
CloudWatchLogsLogGroupArn: String
CloudWatchLogsRoleArn: String
EnableLogFileValidation: Boolean
EventSelectors:
- EventSelector (p. 1671)
IncludeGlobalServiceEvents: Boolean
IsLogging: Boolean
IsMultiRegionTrail: Boolean
KMSKeyId: String
S3BucketName: String
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S3KeyPrefix: String
SnsTopicName: String
Tags:
- Tag
TrailName: String

プロパティ
CloudWatchLogsLogGroupArn
CloudTrail ログが配信されるロググループを表す一意の識別子である Amazon リソースネーム (ARN)
を使用してロググループ名を指定します。CloudWatchLogsRoleArn を指定しない限り、必須では
ありません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CloudWatchLogsRoleArn
ユーザーのロググループに書き込むための CloudWatch Logs エンドポイントのロールを指定します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableLogFileValidation
ログファイルの検証を有効にするかどうかを指定します。デフォルト: false。

Note
ログファイルの整合性検証を無効にすると、ダイジェストファイルのチェーンは 1 時間後に
切れます。CloudTrail は、ログファイルの整合性検証が無効になっていた期間中に配信され
たログファイルに対しては、ダイジェストファイルを作成しません。たとえば、1 月 1 日の
正午にログファイルの整合性検証を有効にし、1 月 2 日の正午にそれを無効にした後、1 月
10 日の正午に再び有効にした場合、1 月 2 日正午から 1 月 10 日正午までの間に配信された
ログファイルに対しては、ダイジェストファイルは作成されません。CloudTrail のログ記録
を停止した場合、または証跡を削除した場合も、同じようになります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EventSelectors
イベントセレクタを使用して、証跡の管理およびデータイベント設定を詳細に指定します。デフォル
トでは、特定のイベントセレクタなしで作成された証跡は、すべての読み取りおよび書き込み管理イ
ベントをログに記録し、データイベントは記録しないように設定されます。アカウントでイベントが
発生すると、CloudTrail によってすべての証跡のイベントセレクタが評価されます。証跡ごとに、イ
ベントがいずれかのイベントセレクタと一致すると、証跡はそのイベントを処理してログに記録しま
す。イベントがどのイベントセレクタとも一致しない場合、証跡はイベントをログに記録しません。
1 つの証跡に対して最大 5 つのイベントセレクタを設定できます。
イベントセレクタと高度なイベントセレクタの両方をトレイルに適用することはできません。
必須: いいえ
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タイプ: EventSelector (p. 1671) のリスト
Update requires: No interruption
IncludeGlobalServiceEvents
グローバルサービス (IAM など) からのイベントをログファイルに発行するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IsLogging
CloudTrail 証跡で現在 AWS API コールが記録されているか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IsMultiRegionTrail
証跡を現在のリージョンのみに適用するか、すべてのリージョンに適用するかを指定します。デフォ
ルト: false。現在のリージョンにのみ証跡が存在し、この値が true に設定されると、シャドウ証跡 (証
跡のレプリケーション) がその他のリージョンに作成されます。証跡がすべてのリージョンに存在し、
この値が false に設定されると、証跡は作成されたリージョンに保持され、他のリージョンのシャド
ウ証跡は削除されます。ベストプラクティスとして、すべてのリージョンでイベントを記録する証跡
を使用することを検討してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KMSKeyId
CloudTrail によって配信されるログの暗号化に使用する AWS KMS キー ID を指定します。値は、エ
イリアス名 (プレフィックス "alias/" を付けます)、エイリアスに対して完全に指定された ARN、キー
に対して完全に指定された ARN、またはグローバル一意識別子を指定できます。
CloudTrail は AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細
については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーの使用」
を参照してください。
例:
• alias/MyAliasName
• arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName
• arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012
• 12345678-1234-1234-1234-123456789012
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3BucketName
ログファイルを発行するために指定された Amazon S3 バケットの名前を指定します。「Amazon S3
バケットの命名要件」を参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3KeyPrefix
ログファイルの配信用に指定したバケットの名前の後に付加される Amazon S3 キープレフィックス
を指定します。詳細については、「CloudTrail ログファイルの検索」を参照してください。最大長は
200 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnsTopicName
ログファイルの配信の通知用に定義された Amazon SNS トピックの名前を指定します。最大長は 256
文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
この証跡に対するタグのカスタムセット (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TrailName
証跡の名前を指定します。名前は次の要件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字のみ (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) を
含みます。
• 文字または数字で始まり、文字または数字で終わります。
• 3～128 文字。
• 連続するピリオド、アンダースコア、ダッシュはありません。my-_namespace や my-namespace のような名前は有効ではありません。
• IP アドレス形式ではありません (たとえば、192.168.5.4)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が 参照番号組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.
API バージョン 2010-05-15
1665

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudTrail

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: CloudTrail 証跡の
ARN (arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/myCloudTrail など)。
SnsTopicArn
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
CloudTrail 証跡に関連付けられる Amazon SNS トピックの ARN (arn:aws:sns:useast-2:123456789012:mySNSTopic など)。

例
例
次の例では、すべてのリージョンのイベントを記録する証跡、ログの発行先となる Amazon S3 バケッ
ト、通知の送信先となる Amazon SNS トピックを作成しています。バケットとトピックのポリシーに
よって、S3 バケットへのログの発行および指定した E メールへの通知の送信を指定したリージョンの
CloudTrail に許可しています。CloudTrail バケットポリシーについては、AWS CloudTrail ユーザーガイ
ドの Amazon S3 Bucket Policy を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"TrailName": {
"Type": "String"
},
"BucketName": {
"Type": "String"
}
},
"Conditions": {
"IsOrganizationsSupported": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "AWS::Partition"
},
"aws"
]
}
},
"Resources": {
"Trail": {
"Type": "AWS::CloudTrail::Trail",
"Properties": {
"S3BucketName": {
"Ref": "BucketName"
},
"S3KeyPrefix": "Uluru",
"IsLogging": true,
"TrailName": {
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}

}

"Ref": "TrailName"
},
"EnableLogFileValidation": true,
"IncludeGlobalServiceEvents": true,
"IsMultiRegionTrail": true,
"CloudWatchLogsLogGroupArn": {
"Fn::ImportValue": "TrailLogGroupTestArn"
},
"CloudWatchLogsRoleArn": {
"Fn::ImportValue": "TrailLogGroupRoleTestArn"
},
"KMSKeyId": {
"Fn::ImportValue": "TrailKeyTest"
},
"Tags": [
{
"Key": "TagKeyIntTest",
"Value": "TagValueIntTest"
},
{
"Key": "TagKeyIntTest2",
"Value": "TagValueIntTest2"
}
],
"SnsTopicName": {
"Fn::ImportValue": "TrailTopicTest"
},
"EventSelectors": [
{
"DataResources": [
{
"Type": "AWS::S3::Object",
"Values": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:s3:::"
}
]
}
],
"IncludeManagementEvents": true,
"ReadWriteType": "All",
}
]

},
"Outputs": {
"ARN": {
"Description": "The trail ARN",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Trail",
"Arn"
]
}
},
"TopicArn": {
"Description": "The SnS Topic ARN",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Trail",
"SnsTopicArn"
]
}
}
}
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}

YAML
Parameters:
TrailName:
Type: String
BucketName:
Type: String
Conditions:
IsOrganizationsSupported:
Fn::Equals:
- { Ref: "AWS::Partition" }
- "aws"
Resources:
Trail:
Type: AWS::CloudTrail::Trail
Properties:
S3BucketName: !Ref BucketName
S3KeyPrefix: "Uluru"
IsLogging: true
TrailName: !Ref TrailName
EnableLogFileValidation: true
IncludeGlobalServiceEvents: true
IsMultiRegionTrail: true
CloudWatchLogsLogGroupArn:
Fn::ImportValue: "TrailLogGroupTestArn"
CloudWatchLogsRoleArn:
Fn::ImportValue: "TrailLogGroupRoleTestArn"
KMSKeyId:
Fn::ImportValue: TrailKeyTest
Tags:
- Key: "TagKeyIntTest"
Value: "TagValueIntTest"
- Key: "TagKeyIntTest2"
Value: "TagValueIntTest2"
SnsTopicName:
Fn::ImportValue: TrailTopicTest
EventSelectors:
- DataResources:
- Type: AWS::S3::Object
Values:
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::"
IncludeManagementEvents: true
ReadWriteType: All
Outputs:
ARN:
Description: The trail ARN
Value:
'Fn::GetAtt':
- Trail
- Arn
TopicArn:
Description: The SnS Topic ARN
Value:
'Fn::GetAtt':
- Trail
- SnsTopicArn

AWS::CloudTrail::Trail DataResource
データイベントをログに記録するためにトレイル用にイベントセレクタで指定する Amazon S3 バケッ
ト、AWS Lambda 関数、または Amazon DynamoDB テーブル。データイベントでは、リソース上または
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リソース自体の中で実行されたリソースオペレーションについての情報が得られます。これらのイベント
は、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。1 つの証跡に最大 250 個のデータリソースを指定で
きます。

Note
許容されるデータリソースの総数は 250 です。この数は 1~5 個のイベントセレクタに分散できま
すが、すべてのセレクタにわたる合計が 250 を超えることはできません。
高度なイベントセレクタを使用している場合、証跡用のすべての高度なイベントセレクタにわた
る全条件の値の最大合計数は 500 です。
次の例では、bucket-1 という名前の S3 バケットにすべてのデータイベントのログ記録を設定する際
の、ログ記録のしくみを示します。この例では、CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスを指定し、さ
らに Read データイベントと Write データイベントの両方のログを記録するオプションを指定しました。
1. ユーザーはイメージファイルを bucket-1 にアップロードします。
2. PutObject API オペレーションは Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。CloudTrail のデータイ
ベントとして記録されます。CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスとともに S3 バケットを指定し
たため、そのバケット内の任意のオブジェクトで発生したイベントがログに記録されます。証跡はイベ
ントを処理してログに記録します。
3. ユーザーがオブジェクトを arn:aws:s3:::bucket-2 という名前の Amazon S3 バケットにアップ
ロードします。
4. CloudTrail ユーザーが証跡に指定しなかった S3 バケット内のオブジェクトで PutObject API オペ
レーションが発生しました。証跡はこのイベントをログに記録しません。
次の例は、MyLambdaFunction という名前の Lambda 関数 (すべての AWS Lambda 関数ではない) の
AWS Lambda データイベントをログに記録するように設定した場合に、ログ記録がどのように機能するか
を示しています。
1. ユーザーが MyLambdaFunction 関数と MyOtherLambdaFunction 関数のコールを含むスクリプトを実行
します。
2. MyLambdaFunction に対する Invoke API オペレーションは Lambda API です。CloudTrail のデータイ
ベントとして記録されます。CloudTrail ユーザーが MyLambdaFunction のデータイベントをログに記録
するように指定したため、その関数のコールはすべてログに記録されます。証跡はイベントを処理して
ログに記録します。
3. MyOtherLambdaFunction に対する Invoke API オペレーションは Lambda API です。CloudTrail
ユーザーはすべての Lambda 関数のデータイベントをログに記録するように指定しなかったた
め、MyOtherLambdaFunction の Invoke オペレーションは、証跡に対して指定された関数と一致しま
せん。証跡はこのイベントをログに記録しません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Type: String
Values:
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プロパティ
Type
データイベントをログに記録するリソースのタイ
プ。AWS::S3::Object、AWS::Lambda::Function、または AWS::DynamoDB::Table リソース
を指定できます。

AWS::S3Outposts::Object、AWS::ManagedBlockchain::Node、AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
および AWS::EC2::Snapshot リソースタイプは、基本的なイベントセレクタでは有効ではありませ
ん。これらのリソースタイプでデータイベントをログに記録するには、高度なイベントセレクタを使
用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
指定されたオブジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) 文字列または ARN 文字列の一部の配列。
• AWS アカウント ですべての S3 バケット内のすべてのオブジェクトのデータイベントをログに記録
するには、プレフィックスを arn:aws:s3::: として指定します。

Note
これにより、別の AWS アカウント に属するバケットで実行されている場合でも、AWS ア
カウント のユーザーまたはロールによって実行されるデータイベントのアクティビティの
ログ記録も行うことができます。
• S3 バケット内のすべてのオブジェクトのデータイベントをログに記録するには、バケットと空のオ
ブジェクトプレフィックス (arn:aws:s3:::bucket-1/ など) を指定します。証跡は、この S3 バ
ケット内のすべてのオブジェクトのデータイベントをログに記録します。
• 特定のオブジェクトのデータイベントをログに記録するには、S3 バケットとオブジェクトのプレ
フィックス (arn:aws:s3:::bucket-1/example-images など) を指定します。証跡は、この S3
バケット内のプレフィックスと一致するオブジェクトのデータイベントをログに記録します。
• AWS アカウント ですべての Lambda 関数のデータイベントをログに記録するには、プレフィック
スを arn:aws:lambda として指定します。

Note
これにより、AWS アカウント の任意のユーザーまたはロールが実行する Invoke アク
ティビティのログ記録も有効になります。これは、アクティビティが別の AWS アカウン
ト に属する関数に対して実行された場合も同様です。
• 特定の Lambda 関数のデータイベントをログに記録するには、関数 ARN を指定します。

Note
Lambda 関数の ARN は厳密です。たとえば、関数 ARN arn:aws:lambda:uswest-2:111111111111:function:helloworld を指定した場合は、arn:aws:lambda:uswest-2:111111111111:function:helloworld のデータイベントのみがログに記録されま
す。arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:helloworld2 のデータイベントはロ
グに記録されません。
• AWS アカウント ですべての DynamoDB テーブルのデータイベントをログに記録するには、プレ
フィックスを arn:aws:dynamodb として指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CloudTrail::Trail EventSelector
イベントセレクタを使用して、証跡の管理およびデータイベント設定を詳細に指定します。デフォルトで
は、特定のイベントセレクタなしで作成された証跡は、すべての読み取りおよび書き込み管理イベント
をログに記録し、データイベントは記録しないように設定されます。アカウントでイベントが発生する
と、CloudTrail によってすべての証跡のイベントセレクタが評価されます。証跡ごとに、イベントがいず
れかのイベントセレクタと一致すると、証跡はそのイベントを処理してログに記録します。イベントがど
のイベントセレクタとも一致しない場合、証跡はイベントをログに記録しません。
1 つの証跡に対して最大 5 つのイベントセレクタを設定できます。
イベントセレクタと高度なイベントセレクタの両方を証跡に適用することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataResources" : [ DataResource (p. 1668), ... ],
"IncludeManagementEvents" : Boolean,
"ReadWriteType" : String

YAML
DataResources:
- DataResource (p. 1668)
IncludeManagementEvents: Boolean
ReadWriteType: String

プロパティ
DataResources
CloudTrail は、Amazon S3 オブジェクトと AWS Lambda 関数のデータイベントログ記録をサポート
しています。各イベントセレクタに最大 250 個のリソースを指定できますが、データリソースの合計
数は、証跡内のすべてのイベントセレクタにわたって 250 を超えることはできません。この制限は、
すべてのデータイベントのリソースのログ記録を設定した場合には適用されません。
詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドのデータイベントと AWS CloudTrail の制限を参照
してください。
必須: 条件付き
タイプ: DataResource (p. 1668) のリスト
Update requires: No interruption
IncludeManagementEvents
証跡の管理イベントをイベントセレクタに含めるかどうかを指定します。
詳細については、 AWS CloudTrail ユーザーガイドの管理イベントを参照してください。
デフォルトでは、値は true に設定されます。
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管理イベントの最初のコピーは無料です。同じリージョン内の後続の証跡にログオンする管理イベン
トの追加のコピーに対して課金されます。CloudTrail の料金の詳細については、AWS CloudTrail の料
金を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ReadWriteType
証跡でログ記録の対象を読み取り専用イベントにするか、書き込み専用イベントにするか、またはす
べてのイベントにするかを指定します。たとえば、EC2 GetConsoleOutput は読み取り専用の API
オペレーションであり、RunInstances は書き込み専用の API オペレーションです。
デフォルトでは、値は All に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: All | ReadOnly | WriteOnly
Update requires: No interruption

Amazon CloudWatch リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CloudWatch::Alarm (p. 1672)
• AWS::CloudWatch::AnomalyDetector (p. 1688)
• AWS::CloudWatch::CompositeAlarm (p. 1693)
• AWS::CloudWatch::Dashboard (p. 1697)
• AWS::CloudWatch::InsightRule (p. 1699)
• AWS::CloudWatch::MetricStream (p. 1700)

AWS::CloudWatch::Alarm
AWS::CloudWatch::Alarm タイプは、アラームを指定し、指定されたメトリクスまたはメトリクス計算
式に関連付けます。
オペレーションがアラームを作成したときに、アラームの状態は即時に INSUFFICIENT_DATA に設定さ
れます。その後アラームが評価され、その状態が適切に設定されます。新しい状態に関連付けられている
任意のアクションはそれから実行されます。
既存のアラームを更新すると、その状態は変更されないままですが、更新によりアラームの前の設定は完
全に上書きされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties" : {
"ActionsEnabled" : Boolean,
"AlarmActions" : [ String, ... ],
"AlarmDescription" : String,
"AlarmName" : String,
"ComparisonOperator" : String,
"DatapointsToAlarm" : Integer,
"Dimensions" : [ Dimension (p. 1681), ... ],
"EvaluateLowSampleCountPercentile" : String,
"EvaluationPeriods" : Integer,
"ExtendedStatistic" : String,
"InsufficientDataActions" : [ String, ... ],
"MetricName" : String,
"Metrics" : [ MetricDataQuery (p. 1684), ... ],
"Namespace" : String,
"OKActions" : [ String, ... ],
"Period" : Integer,
"Statistic" : String,
"Threshold" : Double,
"ThresholdMetricId" : String,
"TreatMissingData" : String,
"Unit" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
ActionsEnabled: Boolean
AlarmActions:
- String
AlarmDescription: String
AlarmName: String
ComparisonOperator: String
DatapointsToAlarm: Integer
Dimensions:
- Dimension (p. 1681)
EvaluateLowSampleCountPercentile: String
EvaluationPeriods: Integer
ExtendedStatistic: String
InsufficientDataActions:
- String
MetricName: String
Metrics:
- MetricDataQuery (p. 1684)
Namespace: String
OKActions:
- String
Period: Integer
Statistic: String
Threshold: Double
ThresholdMetricId: String
TreatMissingData: String
Unit: String

プロパティ
ActionsEnabled
アラームの状態の変更中にアクションが実行される必要があるかどうかを示します。デフォルトは
TRUE です。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AlarmActions
このアラームが ALARM 以外の状態から ALARM 状態に遷移するときに実行されるアクションのリス
ト。各アクションを Amazon リソースネーム (ARN) として指定します。アラームの作成および指定可
能なアクションの詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの PutMetricAlarm を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
AlarmDescription
アラームの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
AlarmName
アラームの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID
をアラーム名として使用します。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
ComparisonOperator
指定した statistic および threshold の値を比較するときに使用する算術演算。指定した statistic の値が
1 番目のオペランドとして使用されます。

GreaterThanThreshold、GreaterThanOrEqualToThreshold、LessThanThreshold、LessThanOrEqual
のいずれかの値を指定できます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GreaterThanOrEqualToThreshold | GreaterThanThreshold |
GreaterThanUpperThreshold | LessThanLowerOrGreaterThanUpperThreshold |
LessThanLowerThreshold | LessThanOrEqualToThreshold | LessThanThreshold
Update requires: No interruption
DatapointsToAlarm
アラームをトリガーするために超過する必要のあるデータポイントの数。これは、「N 個中 M 個」
のアラームを設定している場合にのみ使用されます。この場合、この値は M であり、設定する
EvaluationPeriods 値は N 値です。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのア
ラームの評価を参照してください。
このパラメータを省略すると、CloudWatch はここで EvaluationPeriods に設定したものと同じ値
を使用します。このアラームは、指定した数の期間で連続してしきい値を超過すると、アラーム状態
に移行します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Dimensions
アラームに関連付けられているメトリクスのディメンション。数式に基づくアラームの場合
は、Dimensions を指定できません。代わりに Metrics を使用します。
必須: いいえ
タイプ: Dimension (p. 1681) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
EvaluateLowSampleCountPercentile
パーセンタイルに基づくアラームでのみ使用されます。ignore の場合、統計的に有意となるには
データポイントが少なすぎる期間中には、アラームの状態は変わりません。evaluate の場合、また
はこのパラメータを使用しなかった場合、アラームは常に評価され、使用可能なデータポイント数に
関係なく状態が変わる可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
EvaluationPeriods
指定した [Threshold] の値とデータを比較する時間。アラームをトリガーするために、複数の連続する
データポイントがしきい値を超過することが必要なアラームを設定する場合、この値はその数を指定
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します。「N 個中 M 個」のアラームを設定する場合、この値は N で、DatapointsToAlarm は M で
す。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのアラームの評価を参照してください。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
ExtendedStatistic
アラームに関連付けられているメトリクスのパーセンタイル統計。p0.0～p100 の値を指定します。
メトリクスに基づくアラームの場合、Statistic または ExtendedStatistic を指定する必要があ
ります。ただし、両方を指定しないでください。
数式に基づくアラームの場合は、ExtendedStatistic を指定できません。代わりに Metrics を使
用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: p(\d{1,2}(\.\d{0,2})?|100)
Update requires: No interruption
InsufficientDataActions
このアラームが他の状態から INSUFFICIENT_DATA 状態に遷移するときに実行されるアクションの
リスト。各アクションは Amazon リソースネーム (ARN) として指定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
MetricName
アラームに関連付けられているメトリクスの名前。これは、メトリクスに基づくアラームの場合に必
須です。数式に基づくアラームの場合は、代わりに Metrics を使用し、MetricName を指定するこ
とはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Metrics
メトリクス計算式の結果に基づいてアラームを作成できるようにする配列。配列内の各項目は、メト
リクスを取得するか、数式を実行します。
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Metrics パラメータを指定する場合
は、MetricName、Dimensions、Period、Namespace、Statistic、ExtendedStatistic、Unit
を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: MetricDataQuery (p. 1684) のリスト
Update requires: No interruption
Namespace
アラームに関連付けられているメトリクスの名前空間。これは、メトリクスに基づくアラームの
場合に必須です。数式に基づくアラームの場合、Namespace を指定することはできず、代わりに
Metrics を使用します。
AWS のサービスからのメトリクスの名前空間の一覧については、CloudWatch メトリクスを発行する
AWS のサービスを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [^:].*
Update requires: No interruption
OKActions
このアラームが他の状態から OK 状態に遷移するときに実行されるアクションのリスト。各アクショ
ンは Amazon リソースネーム (ARN) として指定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Period
統計を適用する時間 (秒)。これは、メトリクスに基づくアラームの場合に必須です。可能な値は
10、30、60、および 60 の倍数です。
数式に基づくアラームの場合、Period を指定することはできず、代わりに Metrics を使用します。
最小: 10
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Statistic
アラームに関連付けられているメトリクスの統計 (パーセンタイル以外)。パーセンタイル統計の場合
は、ExtendedStatistic を使用します。
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メトリクスに基づくアラームの場合、Statistic または ExtendedStatistic を指定する必要があ
ります。ただし、両方を指定しないでください。
数式に基づくアラームの場合は、Statistic を指定できません。代わりに Metrics を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Average | Maximum | Minimum | SampleCount | Sum
Update requires: No interruption
Threshold
指定された統計と比較する値。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ThresholdMetricId
異常検出モデルに基づくアラームでは、これはアラームのしきい値として使用される
ANOMALY_DETECTION_BAND 関数の ID です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
TreatMissingData
このアラームが不足しているデータポイントを処理する方法を設定します。有効な値
は、breaching、notBreaching、ignore、および missing です。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの CloudWatch アラームの欠落データの処理の設定を参照してくださ
い。
このパラメータを省略すると、デフォルト動作である missing が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Unit
アラームに関連付けられているメトリクスの単位。単一のメトリクスに基づいてアラームを作成する
場合にのみ、これを指定します。Metrics 配列を指定する場合は、これを指定しないでください。

指定できる値
は、Seconds、Microseconds、Milliseconds、Bytes、Kilobytes、Megabytes、Gigabytes、Terabytes、Bits、Kilobits
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Bytes/Second、Kilobytes/Second、Megabytes/Second、Gigabytes/Second、Terabytes/
Second、Bits/Second、Kilobits/Second、Megabits/Second、Gigabits/Second、Terabits/
Second、Count/Second、または None です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Bits | Bits/Second | Bytes | Bytes/Second | Count | Count/Second
| Gigabits | Gigabits/Second | Gigabytes | Gigabytes/Second | Kilobits
| Kilobits/Second | Kilobytes | Kilobytes/Second | Megabits | Megabits/
Second | Megabytes | Megabytes/Second | Microseconds | Milliseconds | None
| Percent | Seconds | Terabits | Terabits/Second | Terabytes | Terabytes/
Second
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
アラーム名 (TestAlarm など) を このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:myCloudWatchAlarm-CPUAlarmUXMMZK36R55Z などの CloudWatch アラームの ARN。

例
異常検出器に基づくアラーム
この例では、異常検出器に基づくアラームを作成します。

JSON
"Resources": {
"LambdaInvocationsAnomalyDetector": {
"Type": "AWS::CloudWatch::AnomalyDetector",
"Properties": {
"MetricName": "Invocations",
"Namespace": "AWS/Lambda",
"Statistic": "Sum"
}
},
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}

"LambdaInvocationsAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Lambda invocations",
"AlarmName": "LambdaInvocationsAlarm",
"ComparisonOperator": "LessThanLowerOrGreaterThanUpperThreshold",
"EvaluationPeriods": 1,
"Metrics": [
{
"Expression": "ANOMALY_DETECTION_BAND(m1, 2)",
"Id": "ad1"
},
{
"Id": "m1",
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "Invocations",
"Namespace": "AWS/Lambda"
},
"Period": 86400,
"Stat": "Sum"
}
}
],
"ThresholdMetricId": "ad1",
"TreatMissingData": "breaching"
}
}

YAML
Resources:
LambdaInvocationsAnomalyDetector:
Type: AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
Properties:
MetricName: Invocations
Namespace: AWS/Lambda
Stat: Sum
LambdaInvocationsAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: Lambda invocations
AlarmName: LambdaInvocationsAlarm
ComparisonOperator: LessThanLowerOrGreaterThanUpperThreshold
EvaluationPeriods: 1
Metrics:
- Expression: ANOMALY_DETECTION_BAND(m1, 2)
Id: ad1
- Id: m1
MetricStat:
Metric:
MetricName: Invocations
Namespace: AWS/Lambda
Period: !!int 86400
Stat: Sum
ThresholdMetricId: ad1
TreatMissingData: breaching

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudWatch テンプレートスニペット
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AWS::CloudWatch::Alarm Dimension
Dimension は、AWS::CloudWatch::Alarm タイプの埋め込みプロパティです。ディメンションと
は、CloudWatch メトリクスに関連付けることのできる名前/値ペアをいいます。特定のメトリクスに対
し、最大 10 個のディメンションを指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
ディメンションの名前 (1～255 文字)。このディメンション名は、メトリクスの発行時に含まれている
必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Value
ディメンションの値 (1～255 文字)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption

例
Ref 関数によって指定されたディメンション値を持つ 2 つの CloudWatch アラーム
CloudWatch のメトリクスディメンションの値を指定する際は多くの場合、組み込み関数の Ref と GetAtt
を使用します。Ref 関数の使用例を次に示します。
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JSON
{

}

"CPUAlarmHigh": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Scale-up if CPU is greater than 90% for 10 minutes",
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "AWS/EC2",
"Statistic": "Average",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "90",
"AlarmActions": [
{
"Ref": "WebServerScaleUpPolicy"
}
],
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": {
"Ref": "WebServerGroup"
}
}
],
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"
}
},
"CPUAlarmLow": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Scale-down if CPU is less than 70% for 10 minutes",
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "AWS/EC2",
"Statistic": "Average",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "2",
"Threshold": "70",
"AlarmActions": [
{
"Ref": "WebServerScaleDownPolicy"
}
],
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": {
"Ref": "WebServerGroup"
}
}
],
"ComparisonOperator": "LessThanThreshold"
}
}

YAML
CPUAlarmHigh:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
AlarmDescription: Scale-up if CPU is greater than 90% for 10 minutes
MetricName: CPUUtilization
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Namespace: AWS/EC2
Statistic: Average
Period: '300'
EvaluationPeriods: '2'
Threshold: '90'
AlarmActions:
- !Ref WebServerScaleUpPolicy
Dimensions:
- Name: AutoScalingGroupName
Value: !Ref WebServerGroup
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
CPUAlarmLow:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
AlarmDescription: Scale-down if CPU is less than 70% for 10 minutes
MetricName: CPUUtilization
Namespace: AWS/EC2
Statistic: Average
Period: '300'
EvaluationPeriods: '2'
Threshold: '70'
AlarmActions:
- !Ref WebServerScaleDownPolicy
Dimensions:
- Name: AutoScalingGroupName
Value: !Ref WebServerGroup
ComparisonOperator: LessThanThreshold

AWS::CloudWatch::Alarm Metric
Metric プロパティタイプは、特定のメトリクスを表します。Metric は、MetricStat プロパティタイプの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ Dimension (p. 1681), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String

YAML
Dimensions:
- Dimension (p. 1681)
MetricName: String
Namespace: String

プロパティ
Dimensions
アラームが監視するメトリクスに使用するメトリクスディメンション。
必須: いいえ
タイプ: Dimension (p. 1681) のリスト
API バージョン 2010-05-15
1683

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudWatch

最大: 10
Update requires: No interruption
MetricName
アラームが監視するメトリクスの名前。これは必須のフィールドです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Namespace
アラームが監視するメトリクスの名前空間。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [^:].*
Update requires: No interruption

AWS::CloudWatch::Alarm MetricDataQuery
MetricDataQuery プロパティタイプは、メトリクスデータを返すように指定します。また、この呼び出
しが 1 つのメトリクスデータのバッチセットを単に取得するか、メトリクスデータで数式を実行するかど
うかを指定します。
使用される式は、単一の時系列を返す必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザー
ガイドのMetric Math 構文と関数を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccountId" : String,
"Expression" : String,
"Id" : String,
"Label" : String,
"MetricStat" : MetricStat (p. 1686),
"Period" : Integer,
"ReturnData" : Boolean

YAML
AccountId: String
Expression: String
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Id: String
Label: String
MetricStat:
MetricStat (p. 1686)
Period: Integer
ReturnData: Boolean

プロパティ
AccountId
クロスアカウントアラームの場合、メトリクスが位置するアカウントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Expression
このオブジェクトで数式を実行している場合、返されたデータに対して実行される数式。この式
は、他のメトリクスの Id を使用してそれらのメトリクスを参照したり、他の式の Id を使用してそ
れらの式の結果を使用したりすることができます。メトリクスの数式の詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの Metric Math 構文と関数を参照してください。
各 MetricDataQuery オブジェクト内では、Expression または MetricStat のどちらかを指定する
必要があります。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Id
このオブジェクトをレスポンスの結果に関連付けるために使用する短い名前。この名前
は、GetMetricData への 1 つの呼び出し内で一意である必要があります。数式をこのデータセッ
トで実行する場合、この名前はそのデータを表し、数式の変数とすることができます。使用できるの
は、文字、数字、アンダースコアのみです。1 字目は小文字である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Label
このメトリクスまたは式の人間が判読できるラベル。これが式である場合は、値が表すものを把握で
きるため、特に役立ちます。メトリクスまたは式が CloudWatch ダッシュボードのウィジェットに表
示される場合、ラベルが表示されます。Label を省略すると、CloudWatch がデフォルトで生成され
ます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricStat
このメトリクスは統計、期間、単位と一緒に返されます。このパラメータは、このオブジェクトがメ
トリクスを取得し、返されたデータに対して数式を実行しない場合にのみ使用します。
1 つの MetricDataQuery オブジェクト内では、Expression または MetricStat のどちらかを指定
する必要があります。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: MetricStat (p. 1686)
Update requires: No interruption
Period
返されるデータポイントの詳細度 (秒)。通常の解像度のメトリクスについては、期間は最短 1 分
(60 秒) で、60 の倍数である必要があります。1 分未満の間隔で収集される高解像度メトリクス
については、期間は 1、5、10、30、60、または 60 の倍数にできます。高解像度のメトリクス
は、StorageResolution of 1 second を含む PutMetricData オペレーションで保存されるメ
トリクスです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
ReturnData
このオプションは、このメトリクスのタイムスタンプと raw データの値を返すかどうかを示します。
メトリクスの数式に基づいてアラームを作成する場合、アラームの基となる 1 つの数式のみに
対してこの値に True を指定します。アラームで使用される他のすべてのメトリクスおよび式に
は、ReturnData に False を指定する必要があります。
このフィールドは必須です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::CloudWatch::Alarm MetricStat
この構造体は、返されるメトリクス、統計、期間、および単位を定義します。
MetricStat は、MetricDataQuery プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Metric" : Metric (p. 1683),
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}

"Period" : Integer,
"Stat" : String,
"Unit" : String

YAML
Metric:
Metric (p. 1683)
Period: Integer
Stat: String
Unit: String

プロパティ
Metric
メトリクス名、名前空間、ディメンションを含む返されるメトリクス。
必須: はい
タイプ: Metric (p. 1683)
Update requires: No interruption
Period
返されるデータポイントの詳細度 (秒)。通常の解像度のメトリクスについては、期間は最短 1 分 (60
秒) で、60 の倍数である必要があります。1 分未満の間隔で収集される高解像度メトリクスについ
ては、期間は 1、5、10、30、60、または 60 の倍数にできます。高解像度のメトリクスは、1 秒の
StorageResolution を含む PutMetricData コールによって保存されるメトリクスです。
StartTime パラメータに 3 時間以上前のタイムスタンプが指定されている場合は、次のように期間
を指定する必要があり、指定しない場合はその時間範囲内のデータポイントが返されません。
• 3 時間から 15 日前の開始時刻 - 60 秒（1 分）の倍数を使用します。
• 15 日～63 日前の開始時刻 - 300 秒（5 分）の倍数を使用します。
• 63 日より前の開始時刻 - 3600 秒（1 時間）の倍数を使用します。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Stat
統計を返します。CloudWatch 統計または延長された統計を含めることができます。有効な値のリス
トについては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの統計の表を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Unit
返されたデータポイントに使用する単位。

有効な値:
Seconds、Microseconds、Milliseconds、Bytes、Kilobytes、Megabytes、Gigabytes、Terabytes、Bits、Kilobits、M
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Second、Kilobytes/Second、Megabytes/Second、Gigabytes/Second、Terabytes/Second、Bits/
Second、Kilobits/Second、Megabits/Second、Gigabits/Second、Terabits/Second、Count/Second、
または None。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Bits | Bits/Second | Bytes | Bytes/Second | Count | Count/Second
| Gigabits | Gigabits/Second | Gigabytes | Gigabytes/Second | Kilobits
| Kilobits/Second | Kilobytes | Kilobytes/Second | Megabits | Megabits/
Second | Megabytes | Megabytes/Second | Microseconds | Milliseconds | None
| Percent | Seconds | Terabits | Terabits/Second | Terabytes | Terabytes/
Second
Update requires: No interruption

AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
AWS::CloudWatch::AnomalyDetector タイプは、特定のメトリクスと統計の異常検出バンドを指定し
ます。バンドは、メトリクス値の予想される「通常の」範囲を表します。異常検出バンドは、メトリクス
の期待値を可視化したり、アラームに使用したりできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudWatch::AnomalyDetector",
"Properties" : {
"Configuration" : Configuration (p. 1690),
"Dimensions" : [ Dimension (p. 1691), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Stat" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
Properties:
Configuration:
Configuration (p. 1690)
Dimensions:
- Dimension (p. 1691)
MetricName: String
Namespace: String
Stat: String

プロパティ
Configuration
モデルのトレーニングや更新時に除外する時間範囲など、異常検出モデルのトレーニング方法の詳細
を指定します。設定には、メトリクスに使用するタイムゾーンを含めることもできます。
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必須: いいえ
タイプ: 設定 (p. 1690)
Update requires: No interruption
Dimensions
異常検出バンドに関連付けられたメトリクスのディメンション。
必須: いいえ
タイプ: ディメンション (p. 1691) のリスト
Update requires: Replacement
MetricName
異常検出バンドに関連付けられたメトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Namespace
異常検出バンドに関連付けられたメトリクスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Stat
異常検出バンドに関連付けられたメトリクスの統計。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
Anomaly Detector
この例では、UsedMemory のディメンション値を使用して、JvmMetric という名前のメトリクスの異常
ディテクターモデルを作成します。モデルトレーニングから時間範囲を除外します。

JSON
{

"Description": "AnomalyDetectorOnUsedMemory",
"Resources": {
"AnomalyDetectorOnUsedMemory": {
"Type": "AWS::CloudWatch::AnomalyDetector",
"Properties": {
"MetricName": "JvmMetric",
"Namespace": "AWSSDK/Java",
"Stat": "Average",
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}

}

}

}

"Dimensions": [
{
"Name": "Memory",
"Value": "UsedMemory"
}
],
"Configuration": {
"MetricTimeZone": "UTC",
"ExcludedTimeRanges": [
{
"StartTime": "2019-07-01T00:00:00",
"EndTime": "2019-07-01T23:59:59"
}
]
}

YAML
Description: AnomalyDetectorOnUsedMemory
Resources:
AnomalyDetectorOnUsedMemory:
Type: AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
Properties:
MetricName: JvmMetric
Namespace: AWSSDK/Java
Stat: Average
Dimensions:
- Name: Memory
Value: UsedMemory
Configuration:
MetricTimeZone: UTC
ExcludedTimeRanges:
- StartTime: 2019-07-01T00:00:00
EndTime: 2019-07-01T23:59:59

AWS::CloudWatch::AnomalyDetector の設定
モデルのトレーニングや更新時に除外する時間範囲など、異常検出モデルのトレーニング方法の詳細を指
定します。設定には、メトリクスに使用するタイムゾーンを含めることもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExcludedTimeRanges" : [ Range (p. 1692), ... ],
"MetricTimeZone" : String

YAML
ExcludedTimeRanges:
- Range (p. 1692)
MetricTimeZone: String
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プロパティ
ExcludedTimeRanges
異常検出モデルのトレーニングと更新時に除外する時間範囲の配列を指定します。これを使用し
て、CloudWatch がモデルを作成または更新するときに、デプロイなど、メトリクスの異常な値を引
き起こす可能性のあるイベントが使用されないようにします。
必須: いいえ
タイプ: Range (p. 1692) のリスト
Update requires: No interruption
MetricTimeZone
メトリクスに使用するタイムゾーン。これは、メトリクスがこのような時間の変化の影響を受けやす
い場合に、夏時間の変化を自動的に考慮するために役立ちます。
タイムゾーンを指定するには、標準の tz データベースで指定されたタイムゾーンの名前を使用しま
す。詳細については、「tz database」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CloudWatch::AnomalyDetector のディメンション
ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。1 メトリクスあた
り最大 10 ディメンションを割り当てることができます。ディメンションは、メトリクスの一意の識別子
の一部であるため、メトリクスに一意の名前と値のペアを追加するときは常に、そのメトリクスの新しい
バリエーションを作成していることになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
ディメンションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
Value
ディメンションの値。ディメンション値には ASCII 文字のみを含める必要があり、空白以外の文字を
1 つ以上含める必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement

AWS::CloudWatch::AnomalyDetector の範囲
各 Range は、異常検出モデルのトレーニングまたは更新から除外する日または時間の範囲を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndTime" : String,
"StartTime" : String

YAML
EndTime: String
StartTime: String

プロパティ
EndTime
除外する範囲の終了時間。形式は次のとおりです。yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssたとえ
ば、2019-07-01T23:59:59 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartTime
除外する範囲の開始時間。形式は次のとおりです。yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssたとえ
ば、2019-07-01T23:59:59 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm タイプは複合アラームを作成または更新します。複合アラーム
を作成するときは、作成した他のアラームのアラーム状態を考慮したアラームのルール式を指定します。
複合アラームは、ルールのすべての条件が満たされた場合に限り、ALARM 状態になります。
複合アラームのルール式で指定されたアラームには、メトリクスアラームやその他の複合アラームを含め
ることができます。
複合アラームを使用すると、アラームノイズを低減できます。複数のメトリクスアラームを作成する、複
合アラームを作成する、または複合アラームに対してのみアラートを設定することができます。たとえ
ば、基盤となる複数のメトリクスアラームが ALARM 状態である場合にのみ、ALARM 状態になる複合ア
ラームを作成できます。
現在、複合アラームで実行できるアラームアクションは、SNS トピックへの通知だけです。
この操作でアラームを作成するとすぐ、アラームの状態が INSUFFICIENT_DATA になります。その後ア
ラームが評価され、その状態が適切に設定されます。新しい状態に関連付けられている任意のアクション
はそれから実行されます。複合アラームの場合、アラームが INSUFFICIENT_DATA 状態になるのは作成後
のこの最初の時間だけです。
既存のアラームを更新すると、その状態は変更されないままですが、更新によりアラームの前の設定は完
全に上書きされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudWatch::CompositeAlarm",
"Properties" : {
"ActionsEnabled" : Boolean,
"AlarmActions" : [ String, ... ],
"AlarmDescription" : String,
"AlarmName" : String,
"AlarmRule" : String,
"InsufficientDataActions" : [ String, ... ],
"OKActions" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
Properties:
ActionsEnabled: Boolean
AlarmActions:
- String
AlarmDescription: String
AlarmName: String
AlarmRule: String
InsufficientDataActions:
- String
OKActions:
- String
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プロパティ
ActionsEnabled
複合アラームのアラーム状態の変更中にアクションが実行される必要があるかどうかを示します。デ
フォルトは TRUE です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AlarmActions
このアラームが他の状態から ALARM 状態に遷移するときに実行されるアクション。各アクションは
Amazon リソースネーム (ARN) として指定されます。アラームの作成および指定可能なアクション
の詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの PutCompositeAlarm を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AlarmDescription
複合アラームの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AlarmName
複合アラームの名前。この名前は AWS アカウント内で一意でなければなりません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AlarmRule
この複合アラームの状態を特定するために評価される他のアラームを指定する式。参照するアラーム
ごとに、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のどれである必要が
あるかを指定する関数を指定します。演算子 (AND、OR、NOT) を使用して、複数の関数を 1 つの式
で組み合わせることができます。括弧を使用して、式内の関数を論理的にグループ化することができ
ます。
評価される他のアラームを参照するには、アラーム名または ARN のいずれかを使用できます。
関数には以下が含まれます。
• 指定されたアラームが ALARM 状態である場合、ALARM (「alarm-name または alarm-ARN」) は
TRUE になります。
• 指定されたアラームが OK 状態である場合、OK (「alarm-name または alarm-ARN」) は TRUE に
なります。
• 指定されたアラームが INSUFFICIENT_DATA 状態である場合、INSUFFICIENT_DATA (「alarmname または alarm-ARN」) は TRUE になります。
• TRUE は常に TRUE と評価されます。
• FALSE は常に FALSE と評価されます。
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TRUE と FALSE は、複雑な AlarmRule 構造をテストしたり、アラームアクションをテストしたりす
るのに便利です。
AlarmRule 構文の詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの PutCompositeAlarm
を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InsufficientDataActions
このアラームが他の状態から INSUFFICIENT_DATA 状態に遷移するときに実行されるアクション。各
アクションは Amazon リソースネーム (ARN) として指定されます。アラームの作成および指定可能な
アクションの詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの PutCompositeAlarm を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
OKActions
このアラームが他の状態から OK 状態に遷移するときに実行されるアクション。各アクションは
Amazon リソースネーム (ARN) として指定されます。アラームの作成および指定可能なアクション
の詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの PutCompositeAlarm を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
アラーム名 (MyCompositeAlarm など) を このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref
は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
複合アラームの ARN (arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm/
CompositeAlarmName など) 。

例
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2 つのメトリクスアラームと別の複合アラームに基づく複合アラーム
この例では、「HighResourceUsage」と「DeploymentInProgress」という名前の複合アラームを作成
し、「HighCPUUsage」と「HighMemoryUsage」という名前のメトリクスアラームも作成します。
「DeploymentInProgress」は、手動で TRUE または FALSE に設定する必要があるアラームです。
「HighResourceUsage」アラームは、「HighCPU Usage」と「HighMemoryUsage」の両方が ALARM 状
態で、「DeploymentInProgress」が FALSE の場合にのみ ALARM 状態になります。SNS に通知するア
ラームアクションを持つのは「HighResourceUsage」のみです。これにより、アラームノイズが低減され
るため、CPU 使用率とメモリ使用率の両方が高く、デプロイが現在進行中でない場合にのみ警告が表示さ
れます。

JSON
"Resources": {
"HighResourceUsage": {
"Type": "AWS::CloudWatch::CompositeAlarm",
"Properties": {
"AlarmName": "HighResourceUsage",
"AlarmRule": "(ALARM(HighCPUUsage) OR ALARM(HighMemoryUsage)) AND NOT
ALARM(DeploymentInProgress)",
"AlarmActions": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic",
"AlarmDescription": "Indicates that the system resource usage is high while no
known
deployment is in progress"
},
"DependsOn": [
"DeploymentInProgress",
"HighCPUUsage",
"HighMemoryUsage"
]
},
"DeploymentInProgress": {
"Type": "AWS::CloudWatch::CompositeAlarm",
"Properties": {
"AlarmName": "DeploymentInProgress",
"AlarmRule": "FALSE",
"AlarmDescription": "Manually updated to TRUE/FALSE to disable other alarms"
}
},
"HighCPUUsage": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "CPUusageishigh",
"AlarmName": "HighCPUUsage",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"EvaluationPeriods": 1,
"MetricName": "CPUUsage",
"Namespace": "CustomNamespace",
"Period": 60,
"Statistic": "Average",
"Threshold": 70,
"TreatMissingData": "notBreaching"
}
},
"HighMemoryUsage": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Memoryusageishigh",
"AlarmName": "HighMemoryUsage",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"EvaluationPeriods": 1,
"MetricName": "MemoryUsage",
"Namespace": "CustomNamespace",
"Period": 60,
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}

}

}

"Statistic": "Average",
"Threshold": 65,
"TreatMissingData": "breaching"

YAML
Resources:
HighResourceUsage:
Type: AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
Properties:
AlarmName: HighResourceUsage
AlarmRule: (ALARM(HighCPUUsage) OR ALARM(HighMemoryUsage)) AND NOT
ALARM(DeploymentInProgress)
AlarmActions: arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic
AlarmDescription: Indicates that the system resource usage is high while no known
deployment is in progress
DependsOn:
- DeploymentInProgress
- HighCPUUsage
- HighMemoryUsage
DeploymentInProgress:
Type: AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
Properties:
AlarmName: DeploymentInProgress
AlarmRule:
AlarmDescription: Manually updated to TRUE/FALSE to disable other alarms
HighCPUUsage:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: CPU usage is high
AlarmName: HighCPUUsage
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
EvaluationPeriods: 1
MetricName: CPUUsage
Namespace: CustomNamespace
Period: 60
Statistic: Average
Threshold: 70
TreatMissingData: notBreaching
HighMemoryUsage:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: Memory usage is high
AlarmName: HighMemoryUsage
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
EvaluationPeriods: 1
MetricName: MemoryUsage
Namespace: CustomNamespace
Period: 60
Statistic: Average
Threshold: 65
TreatMissingData: breaching

AWS::CloudWatch::Dashboard
AWS::CloudWatch::Dashboard リソースは Amazon CloudWatch ダッシュボードを指定します。ダッ
シュボードは、CloudWatch コンソールのカスタマイズ可能なホームページで、AWS リソースを単一の
ビューでモニタリングするために使用できます。
アカウント内のすべてのダッシュボードはグローバルで、リージョン固有ではありません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudWatch::Dashboard",
"Properties" : {
"DashboardBody" : String,
"DashboardName" : String
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::Dashboard
Properties:
DashboardBody: String
DashboardName: String

プロパティ
DashboardBody
含めるウィジェットやダッシュボード上のそれらの場所が含まれる、JSON 形式のダッシュボードに
関する詳細情報です。このパラメータは必須です。
構文の詳細については、「ダッシュボードの本文の構造と構文」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DashboardName
ダッシュボードの名前。名前は、1～255 文字である必要があります。名前を指定しない場合は、自動
的に生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
DashboardName などの値このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon CloudWatch テンプレートスニペット
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AWS::CloudWatch::InsightRule
Contributor Insights ルールを作成または更新します。ルールは CloudWatch Logs ロググループのログイベ
ントを評価し、そのロググループ内のログイベントの寄稿者のデータを検索できるようにします。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのContributor Insights を使用した高カーディナリティデー
タの分析を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudWatch::InsightRule",
"Properties" : {
"RuleBody" : String,
"RuleName" : String,
"RuleState" : String,
"Tags" : Tags (p. 1700)
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::InsightRule
Properties:
RuleBody: String
RuleName: String
RuleState: String
Tags:
Tags (p. 1700)

プロパティ
RuleBody
JSON オブジェクトとしてのルールの定義。構文の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガ
イドの Contributor Insights のルール構文を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleName
ルールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RuleState
ルールの現在の状態。有効な値は、ENABLED および DISABLED です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
Contributor Insights ルールに関連付けるキーと値のペアのリスト。1 つのルールには、最大 50 個のタ
グを関連付けることができます。
タグを使用すると、リソースの整理や分類に役立ちます。詳細については、Amazon CloudWatch リ
ソースにタグを付けるを参照してください。
タグをルールに関連付けるには、cloudwatch:PutInsightRule アクセス許可に加えて
cloudwatch:TagResource アクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: タグ (p. 1700)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ルールの ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Contributor Insights ルールの ARN（arn:aws:cloudwatch:uswest-2:123456789012:insight-rule/MyInsightRuleName など）。
RuleName
Contributor Insights ルールの名前。

AWS::CloudWatch::InsightRule Tags
Contributor Insights ルールに関連付けるキーと値のペアのリスト。1 つのルールには、最大 50 個のタグを
関連付けることができます。
タグを使用すると、リソースの整理や分類に役立ちます。詳細については、Amazon CloudWatch リソー
スにタグを付けるを参照してください。
タグをルールに関連付けるには、cloudwatch:PutInsightRule アクセス許可に加えて
cloudwatch:TagResource アクセス許可が必要です。

AWS::CloudWatch::MetricStream
メトリックストリームを作成または更新します。メトリクストリームは、Amazon S3 を含む AWS 送信
先、および多くのサードパーティー製ソリューションに CloudWatch メトリクスを自動的にストリーミン
グできます。詳細については、 Metric streams を参照してください 。
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メトリックストリームを作成するには、iam:PassRole アクセス許可と、CloudWatchFullAccess ポリ
シーまたは cloudwatch:PutMetricStream アクセス許可のいずれかを持つアカウントにログインする
必要があります。
メトリックストリームを作成または更新するときは、次のいずれかを選択します。
• アカウント内のすべてのメトリック名前空間からメトリックをストリーミングします。
• ExcludeFilters に表示する名前空間を除いて、アカウント内のすべてのメトリック名前空間からメ
トリックをストリーミングします。
• IncludeFilters に表示したメトリック名前空間からのみメトリックをストリーミングします。
メトリックストリームを作成すると、ストリームは running 状態で作成されます。既存のメトリックス
トリームを更新しても、状態は変わりません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CloudWatch::MetricStream",
"Properties" : {
"ExcludeFilters" : [ MetricStreamFilter (p. 1704), ... ],
"FirehoseArn" : String,
"IncludeFilters" : [ MetricStreamFilter (p. 1704), ... ],
"Name" : String,
"OutputFormat" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CloudWatch::MetricStream
Properties:
ExcludeFilters:
- MetricStreamFilter (p. 1704)
FirehoseArn: String
IncludeFilters:
- MetricStreamFilter (p. 1704)
Name: String
OutputFormat: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ExcludeFilters
このパラメータを指定すると、ストリームは、ここで指定した名前空間を除くすべてのメトリック名
前空間からメトリックを送信します。IncludeFilters と ExcludeFilters の両方を同じメトリッ
クストリームで指定することはできません。
既存のメトリックストリームの IncludeFilters または ExcludeFilters を何らかの方法で変更
すると、メトリックストリームが効果的に再起動されるため、このような変更の後には、更新時以降
のタイムスタンプを持つデータポイントのみが取得されます。
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必須: いいえ
タイプ: MetricStreamFilter (p. 1704) のリスト
Update requires: No interruption
FirehoseArn
このメトリックストリームに使用する Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームの ARN。この
Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームは、すでに存在しており、メトリックストリームと同じアカ
ウントに存在している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludeFilters
このパラメータを指定すると、ストリームは、ここで指定したメトリック名前空間からメトリックの
みを送信します。IncludeFilters と ExcludeFilters の両方を同じメトリックストリームで指定
することはできません。
既存のメトリックストリームの IncludeFilters または ExcludeFilters を何らかの方法で変更
すると、メトリックストリームが効果的に再起動されるため、このような変更の後には、更新時以降
のタイムスタンプを持つデータポイントのみが取得されます。
必須: いいえ
タイプ: MetricStreamFilter (p. 1704) のリスト
Update requires: No interruption
Name
新しいメトリックストリームを作成する場合、これは新しいストリームの名前です。名前は、このア
カウントおよびリージョンの他のメトリックストリームの名前とは異なる必要があります。
メトリックストリームを更新する場合は、ここでそのストリームの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OutputFormat
ストリームの出力形式。有効な値は json および opentelemetry0.7 です。メトリックストリーム
の出力形式の詳細については、Metric streams output formats を参照してください。
このパラメータは必須です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
このメトリックストリームが Amazon Kinesis Firehose リソースにアクセスするために使用する IAM
ロールの ARN。この IAM ロールは、すでに存在している必要があります。また、メトリックスト
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リームと同じアカウントに存在する必要があります。この IAM ロールには、firehose:PutRecord
および firehose:PutRecordBatch アクセス許可が含まれている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
メトリックストリームに適用するキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: メトリックストリームの名
前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
メトリックストリームの ARN。
CreationDate
メトリックストリームが最初に作成された日付。
LastUpdateDate
メトリックストリームが最後に更新された日付。
State
メトリックストリームの状態 (running または stopped のいずれか)。

例
メトリックストリームの例
次の例では、AWS/ELB および AWS/EC2 名前空間のメトリックのみをストリーミングするメトリックスト
リームを作成します。
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YAML
Resources:
MyMetricStream:
Type: 'AWS::CloudWatch::MetricStream'
Properties:
OutputFormat: 'json'
FirehoseArn: 'arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MyDeliveryStream'
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyRole'
IncludeFilters:
- Namespace: AWS/ELB
- Namespace: AWS/EC2

JSON
{

"Type" : "AWS::CloudWatch::MetricStream",
"Properties" : {
"FirehoseArn" : "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MyDeliveryStream",
"IncludeFilters" : [
{
"Namespace": "AWS/ELB"
},
{
"Namespace": "AWS/EC2"
}
],
"Name" : "MyMetricStream",
"OutputFormat" : "json",
"RoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyRole"
}
}

AWS::CloudWatch::MetricStream MetricStreamFilter
この構造には、メトリックストリームのフィルターに表示されているメトリック名前空間の 1 つの名前が
含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Namespace" : String

YAML
Namespace: String

プロパティ
Namespace
フィルター内のメトリックス名前空間の名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon CloudWatch Application Insights リソースタ
イプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ApplicationInsights::Application (p. 1705)

AWS::ApplicationInsights::Application
AWS::ApplicationInsights::Application リソースは、リソースグループから作成されたアプリ
ケーションを追加します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties" : {
"AutoConfigurationEnabled" : Boolean,
"ComponentMonitoringSettings" : [ ComponentMonitoringSetting (p. 1717), ... ],
"CustomComponents" : [ CustomComponent (p. 1720), ... ],
"CWEMonitorEnabled" : Boolean,
"LogPatternSets" : [ LogPatternSet (p. 1724), ... ],
"OpsCenterEnabled" : Boolean,
"OpsItemSNSTopicArn" : String,
"ResourceGroupName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
AutoConfigurationEnabled: Boolean
ComponentMonitoringSettings:
- ComponentMonitoringSetting (p. 1717)
CustomComponents:
- CustomComponent (p. 1720)
CWEMonitorEnabled: Boolean
LogPatternSets:
- LogPatternSet (p. 1724)
OpsCenterEnabled: Boolean
OpsItemSNSTopicArn: String
ResourceGroupName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
AutoConfigurationEnabled
true に設定すると、アプリケーションコンポーネントは、Application Insights が推奨するモニタリン
グ設定を使用して構成されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ComponentMonitoringSettings
コンポーネントのモニタリング設定。
必須: いいえ
タイプ: ComponentMonitoringSetting (p. 1717) のリスト
Update requires: No interruption
CustomComponents
モニタリングする類似のスタンドアロンインスタンスをグループ化することで、カスタムコンポーネ
ントを記述します。
必須: いいえ
タイプ: CustomComponent (p. 1720) のリスト
Update requires: No interruption
CWEMonitorEnabled
Application Insights が、instance terminated、failed deployment などのアプリケーション
リソースの CloudWatch イベントをリッスンできるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LogPatternSets
ログパターンセット。
必須: いいえ
タイプ: LogPatternSet (p. 1724) のリスト
Update requires: No interruption
OpsCenterEnabled
Application Insights で検出したアプリケーションの問題に対して Application Insights が OpsItems を
作成するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
OpsItemSNSTopicArn
opsItem の更新に関する SNS 通知を受信するために、作成した OpsItems に関連付けられている
Application Insights に提供される SNS トピック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 300
パターン: ^arn:aws(-\w+)*:[\w\d-]+:([\w\d-]*)?:[\w\d_-]*([:/].+)*$
Update requires: No interruption
ResourceGroupName
アプリケーションで使用するリソースグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9\.\-_]*
Update requires: Replacement
Tags
Tags の配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アプリケー
ションの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:applicationinsights:useast-1:123456789012:application/resource-group/my_resource_group。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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ApplicationARN
アプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:applicationinsights:useast-1:123456789012:application/resource-group/my_resource_group。

例
次のサンプルテンプレートでは、すべてのコンポーネントが推奨されるモニタリング設定で構成
された Application Insights アプリケーションを作成します。
次のサンプルテンプレートは、以下のアクションを実行します。
• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。
• AutoConfigurationEnabled を true に設定します。これにより、アプリケーショ
ンのすべてのコンポーネントが、DEFAULT 層で推奨されるモニタリング設定で構成さ
れます。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「DescribeComponentConfigurationRecommendation」を参照してください。

YAML
--Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
ResourceGroupName: my_resource_group
AutoConfigurationEnabled: true

JSON
{

}

"Type": "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties": {
"ResourceGroupName": "my_resource_group",
"AutoConfigurationEnabled": true
}

次のサンプルテンプレートでは、詳細設定を使用して Application Insights アプリケーションを作
成します。
次のサンプルテンプレートは、以下のアクションを実行します。
• CloudWatch イベント通知と OpsCenter が有効な Application Insights アプリケーションを作成します。
詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの「CreateApplication」を
参照してください。
• アプリケーションに 2 つのタグを付けます。そのうちの 1 つにはタグ値がありません。詳細について
は、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの「TagResource」を参照してくださ
い。
• 2 つのカスタムインスタンスグループコンポーネントを作成します。詳細については、Amazon
CloudWatch Application Insights API リファレンスの「CreateComponent」を参照してください。
• 2 つのログパターンセットを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights
API リファレンスの「CreateLogPattern」を参照してください。
• AutoConfigurationEnabled を true に設定します。これにより、アプリケーショ
ンのすべてのコンポーネントが、DEFAULT 層で推奨されるモニタリング設定で構成さ
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れます。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「DescribeComponentConfigurationRecommendation」を参照してください。

YAML
--Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
ResourceGroupName: my_resource_group
CWEMonitorEnabled: true
OpsCenterEnabled: true
OpsItemSNSTopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic
AutoConfigurationEnabled: true
Tags:
- Key: key1
Value: value1
- Key: key2
Value: ''
CustomComponents:
- ComponentName: test_component_1
ResourceList:
- arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-XXXXX
- ComponentName: test_component_2
ResourceList:
- arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-YYYYY
- arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-ZZZZZ
LogPatternSets:
- PatternSetName: pattern_set_1
LogPatterns:
- PatternName: deadlock_pattern
Pattern: ".*\\sDeadlocked\\sSchedulers(([^\\w].*)|($))"
Rank: 1
- PatternSetName: pattern_set_2
LogPatterns:
- PatternName: error_pattern
Pattern: ".*[\\s\\[]ERROR[\\s\\]].*"
Rank: 1
- PatternName: warning_pattern
Pattern: ".*[\\s\\[]WARN(ING)?[\\s\\]].*"
Rank: 10

JSON
{

"Type": "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties": {
"ResourceGroupName": "my_resource_group",
"CWEMonitorEnabled": true,
"OpsCenterEnabled": true,
"OpsItemSNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic",
"AutoConfigurationEnabled": true,
"Tags": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": ""
}
],
"CustomComponents": [
{
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},
{

}

}

"ComponentName": "test_component_1",
"ResourceList": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-XXXXX"
]
"ComponentName": "test_component_2",
"ResourceList": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-YYYYY",
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-ZZZZZ"
]

}
],
"LogPatternSets": [
{
"PatternSetName": "pattern_set_1",
"LogPatterns": [
{
"PatternName": "deadlock_pattern",
"Pattern": ".*\\sDeadlocked\\sSchedulers(([^\\w].*)|($))",
"Rank": 1
}
]
},
{
"PatternSetName": "pattern_set_2",
"LogPatterns": [
{
"PatternName": "error_pattern",
"Pattern": ".*[\\s\\[]ERROR[\\s\\]].*",
"Rank": 1
},
{
"PatternName": "warning_pattern",
"Pattern": ".*[\\s\\[]WARN(ING)?[\\s\\]].*",
"Rank": 10
}
]
}
]

次のサンプルテンプレートでは、CUSTOM モードのコンポーネント設定を使用して Application
Insights アプリケーションを作成します
次のサンプルテンプレートは、以下のアクションを実行します。
• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。
• コンポーネント my_component は、ComponentConfigurationMode を CUSTOM に設定します。
これにより、このコンポーネントは CustomComponentConfiguration で指定されているとおり
に設定されます。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

YAML
--Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
ResourceGroupName: my_resource_group
ComponentMonitoringSettings:
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- ComponentARN: my_component
Tier: SQL_SERVER
ComponentConfigurationMode: CUSTOM
CustomComponentConfiguration:
ConfigurationDetails:
AlarmMetrics:
- AlarmMetricName: StatusCheckFailed
...
Logs:
- LogGroupName: my_log_group_1
LogPath: C:\LogFolder_1\*
LogType: DOT_NET_CORE
Encoding: utf-8
PatternSet: my_pattern_set_1
...
WindowsEvents:
- LogGroupName: my_windows_event_log_group_1
EventName: Application
EventLevels:
- ERROR
- WARNING
...
Encoding: utf-8
PatternSet: my_pattern_set_2
...
Alarms:
- AlarmName: my_alarm_name
Severity: HIGH
...
SubComponentTypeConfigurations:
- SubComponentType: EC2_INSTANCE
SubComponentConfigurationDetails:
AlarmMetrics:
- AlarmMetricName: DiskReadOps
...
Logs:
- LogGroupName: my_log_group_2
LogPath: C:\LogFolder_2\*
LogType: IIS
Encoding: utf-8
PatternSet: my_pattern_set_3
...
WindowsEvents:
- LogGroupName: my_windows_event_log_group_2
EventName: Application
EventLevels:
- ERROR
- WARNING
...
Encoding: utf-8
PatternSet: my_pattern_set_4
...

JSON
{

"Type": "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties": {
"ResourceGroupName": "my_resource_group",
"ComponentMonitoringSettings": [
{
"ComponentARN": "my_component",
"Tier": "SQL_SERVER",
"ComponentConfigurationMode": "CUSTOM",
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"CustomComponentConfiguration": {
"ConfigurationDetails": {
"AlarmMetrics": [
{
"AlarmMetricName": "StatusCheckFailed"
},
...
],
"Logs": [
{
"LogGroupName": "my_log_group_1",
"LogPath": "C:\\LogFolder_1\\*",
"LogType": "DOT_NET_CORE",
"Encoding": "utf-8",
"PatternSet": "my_pattern_set_1"
},
...
],
"WindowsEvents": [
{
"LogGroupName": "my_windows_event_log_group_1",
"EventName": "Application",
"EventLevels": [
"ERROR",
"WARNING",
...
],
"Encoding": "utf-8",
"PatternSet": "my_pattern_set_2"
},
...
],
"Alarms": [
{
"AlarmName": "my_alarm_name",
"Severity": "HIGH"
},
...
]
},
"SubComponentTypeConfigurations": [
{
"SubComponentType": "EC2_INSTANCE",
"SubComponentConfigurationDetails": {
"AlarmMetrics": [
{
"AlarmMetricName": "DiskReadOps"
},
...
],
"Logs": [
{
"LogGroupName": "my_log_group_2",
"LogPath": "C:\\LogFolder_2\\*",
"LogType": "IIS",
"Encoding": "utf-8",
"PatternSet": "my_pattern_set_3"
},
...
],
"WindowsEvents": [
{
"LogGroupName": "my_windows_event_log_group_2",
"EventName": "Application",
"EventLevels": [
"ERROR",
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"WARNING",
...

}

}

]

}

}

]

}

}

]

},
...

],
"Encoding": "utf-8",
"PatternSet": "my_pattern_set_4"

次のサンプルテンプレートでは、DEFAULT モードのコンポーネント設定を使用して Application
Insights アプリケーションを作成します
次のサンプルテンプレートは、以下のアクションを実行します。
• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。
• コンポーネント my_component は、ComponentConfigurationMode を DEFAULT に設定
し、Tier を SQL_SERVER に設定します。これにより、このコンポーネントは、Application Insights
が SQL_Server 層の推奨される構成設定を使用して設定されます。詳細については、Amazon
CloudWatch Application Insights API リファレンスの「DescribeComponentConfiguration」と
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

YAML
--Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
ResourceGroupName: my_resource_group
ComponentMonitoringSettings:
- ComponentARN: my_component
Tier: SQL_SERVER
ComponentConfigurationMode: DEFAULT

JSON
{

}

"Type": "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties": {
"ResourceGroupName": "my_resource_group",
"ComponentMonitoringSettings": [
{
"ComponentARN": "my_component",
"Tier": "SQL_SERVER",
"ComponentConfigurationMode": "DEFAULT"
}
]
}
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次のサンプルテンプレートでは、DEFAULT_WITH_OVERWRITH モードのコンポーネント設定を
使用して Application Insights アプリケーションを作成します。
次のサンプルテンプレートは、以下のアクションを実行します。
• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。
• コンポーネント my_component は、ComponentConfigurationMode を
DEFAULT_WITH_OVERWRITE に設定し、tier を DOT_NET_CORE に設定します。これにより、このコ
ンポーネントは、Application Insights が DOT_NET_CORE 層の推奨される構成設定を使用して設定され
ます。上書きする構成設定は、DefaultOverwriteComponentConfiguration で指定します。
• コンポーネントレベルでは、AlarmMetrics 設定が上書きされます。
• サブコンポーネントレベルでは、EC2_Instance タイプのサブコンポーネントで Logs 設定が上書き
されます。
詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

YAML
--Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
ResourceGroupName: my_resource_group
ComponentMonitoringSettings:
- ComponentName: my_component
Tier: DOT_NET_CORE
ComponentConfigurationMode: DEFAULT_WITH_OVERWRITE
DefaultOverwriteComponentConfiguration:
ConfigurationDetails:
AlarmMetrics:
- AlarmMetricName: StatusCheckFailed
SubComponentTypeConfigurations:
- SubComponentType: EC2_INSTANCE
SubComponentConfigurationDetails:
Logs:
- LogGroupName: my_log_group
LogPath: C:\LogFolder\*
LogType: IIS
Encoding: utf-8
PatternSet: my_pattern_set

JSON
{

"Type": "AWS::ApplicationInsights::Application",
"Properties": {
"ResourceGroupName": "my_resource_group",
"ComponentMonitoringSettings": [
{
"ComponentName": "my_component",
"Tier": "DOT_NET_CORE",
"ComponentConfigurationMode": "DEFAULT_WITH_OVERWRITE",
"DefaultOverwriteComponentConfiguration": {
"ConfigurationDetails": {
"AlarmMetrics": [
{
"AlarmMetricName": "StatusCheckFailed"
}
]
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}

}

]

}

}

},
"SubComponentTypeConfigurations": [
{
"SubComponentType": "EC2_INSTANCE",
"SubComponentConfigurationDetails": {
"Logs": [
{
"LogGroupName": "my_log_group",
"LogPath": "C:\\LogFolder\\*",
"LogType": "IIS",
"Encoding": "utf-8",
"PatternSet": "my_pattern_set"
}
]
}
}
]

AWS::ApplicationInsights::Application Alarm
AWS::ApplicationInsights::Application Alarm プロパティタイプは、コンポーネントでモニタ
リングする CloudWatch アラームを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AlarmName" : String,
"Severity" : String

YAML
AlarmName: String
Severity: String

プロパティ
AlarmName
コンポーネントでモニタリングする CloudWatch アラームの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Severity
アラームが鳴ったときの停止の程度を示します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application AlarmMetric
AWS::ApplicationInsights::Application AlarmMetric プロパティタイプは、コンポーネント
をモニタリングするためのメトリクスを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AlarmMetricName" : String

YAML
AlarmMetricName: String

プロパティ
AlarmMetricName
コンポーネントでモニタリングされるメトリクスの名前。Application Insights でサポートされている
メトリクスについては、「Amazon CloudWatch Application Insights でサポートされているログとメト
リクス」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application ComponentConfiguration
AWS::ApplicationInsights::Application ComponentConfiguration プロパティタイプは、コ
ンポーネントの構成設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConfigurationDetails" : ConfigurationDetails (p. 1719),
"SubComponentTypeConfigurations" : [ SubComponentTypeConfiguration (p. 1726), ... ]

YAML
ConfigurationDetails:
ConfigurationDetails (p. 1719)
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SubComponentTypeConfigurations:
- SubComponentTypeConfiguration (p. 1726)

プロパティ
ConfigurationDetails
構成設定。
必須: いいえ
タイプ: ConfigurationDetails (p. 1719)
Update requires: No interruption
SubComponentTypeConfigurations
コンポーネントのサブコンポーネント設定。
必須: いいえ
タイプ: SubComponentTypeConfiguration (p. 1726) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application ComponentMonitoringSetting
AWS::ApplicationInsights::Application ComponentMonitoringSetting プロパティタイプ
は、コンポーネントのモニタリング設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComponentARN" : String,
"ComponentConfigurationMode" : String,
"ComponentName" : String,
"CustomComponentConfiguration" : ComponentConfiguration (p. 1716),
"DefaultOverwriteComponentConfiguration" : ComponentConfiguration (p. 1716),
"Tier" : String

YAML
ComponentARN: String
ComponentConfigurationMode: String
ComponentName: String
CustomComponentConfiguration:
ComponentConfiguration (p. 1716)
DefaultOverwriteComponentConfiguration:
ComponentConfiguration (p. 1716)
Tier: String

プロパティ
ComponentARN
コンポーネントの ARN。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ComponentConfigurationMode
コンポーネントのモニタリングは、次の 3 つのモードのいずれかで設定できます。
• DEFAULT: コンポーネントは、選択した Tier の推奨されるデフォルトのモニタリング設定を使用
して設定されます。
• CUSTOM: コンポーネントは、CustomComponentConfiguration で指定したカ
スタマイズされたモニタリング設定を使用して設定されます。これを使用する場合
は、CustomComponentConfiguration を指定する必要があります。
• DEFAULT_WITH_OVERWRITE: コンポーネントは、選択した Tier の推奨されるデフォルトの
モニタリング設定を使用して設定され、DefaultOverwriteComponentConfiguration
に指定したカスタマイズされた上書き設定とマージされます。これを使用する場合
は、DefaultOverwriteComponentConfiguration を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ComponentName
コンポーネントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomComponentConfiguration
カスタマイズしたモニタリング設定。ComponentConfigurationMode に CUSTOM モードが設定
されている場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: ComponentConfiguration (p. 1716)
Update requires: No interruption
DefaultOverwriteComponentConfiguration
カスタマイズした上書きモニタリング設定。ComponentConfigurationMode に CUSTOM モード
が設定されている場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: ComponentConfiguration (p. 1716)
Update requires: No interruption
Tier
アプリケーションコンポーネントの層。サポートされる層は
DOT_NET_WORKER、DOT_NET_WEB、DOT_NET_CORE、SQL_SERVER、DEFAULT です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application ConfigurationDetails
AWS::ApplicationInsights::Application ConfigurationDetails プロパティタイプは、構成
設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AlarmMetrics" : [ AlarmMetric (p. 1716), ... ],
"Alarms" : [ Alarm (p. 1715), ... ],
"JMXPrometheusExporter" : JMXPrometheusExporter (p. 1721),
"Logs" : [ Log (p. 1722), ... ],
"WindowsEvents" : [ WindowsEvent (p. 1727), ... ]

YAML
AlarmMetrics:
- AlarmMetric (p. 1716)
Alarms:
- Alarm (p. 1715)
JMXPrometheusExporter:
JMXPrometheusExporter (p. 1721)
Logs:
- Log (p. 1722)
WindowsEvents:
- WindowsEvent (p. 1727)

プロパティ
AlarmMetrics
コンポーネントでモニタリングするメトリクスのリスト。すべてのコンポーネントタイプで
AlarmMetrics を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: AlarmMetric (p. 1716) のリスト
Update requires: No interruption
Alarms
コンポーネントでモニタリングするアラームのリスト。すべてのコンポーネントタイプで Alarm を使
用できます。
必須: いいえ
タイプ: Alarm (p. 1715) のリスト
Update requires: No interruption
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JMXPrometheusExporter
コンポーネントでモニタリングする Java メトリクスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: JMXPrometheusExporter (p. 1721)
Update requires: No interruption
Logs
コンポーネントでモニタリングするログのリスト。Amazon EC2 インスタンスのみが Logs を使用で
きます。
必須: いいえ
タイプ: Log (p. 1722) のリスト
Update requires: No interruption
WindowsEvents
コンポーネントでモニタリングする Windows イベントのリスト。Windows で実行されている
Amazon EC2 インスタンスのみが WindowsEvents を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: WindowsEvent (p. 1727) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application CustomComponent
AWS::ApplicationInsights::Application CustomComponent プロパティタイプは、モニタリン
グする類似のスタンドアロンインスタンスをグループ化することで、カスタムコンポーネントを記述しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComponentName" : String,
"ResourceList" : [ String, ... ]

YAML
ComponentName: String
ResourceList:
- String

プロパティ
ComponentName
コンポーネントの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\d\w\-_\.+]*$
Update requires: No interruption
ResourceList
コンポーネントに属するリソース ARN のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application JMXPrometheusExporter
AWS::ApplicationInsights::Application JMXPrometheusExporter プロパティタイプ
で、JMXPrometheus Exporter の設定を定義します。詳細については、Amazon CloudWatch Application
Insights のドキュメントの「コンポーネント設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HostPort" : String,
"JMXURL" : String,
"PrometheusPort" : String

YAML
HostPort: String
JMXURL: String
PrometheusPort: String

プロパティ
HostPort
リモート JMX 経由で接続するホストとポート。jmxURL と hostPort のどちらかのみを指定できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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JMXURL
接続する完全な JMX URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrometheusPort
Prometheus メトリクスを送信するターゲットポート。指定しない場合、デフォルトのポート 9404 が
使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application Log
AWS::ApplicationInsights::Application Log プロパティタイプは、コンポーネントでモニタリ
ングするログを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encoding" : String,
"LogGroupName" : String,
"LogPath" : String,
"LogType" : String,
"PatternSet" : String

YAML
Encoding: String
LogGroupName: String
LogPath: String
LogType: String
PatternSet: String

プロパティ
Encoding
モニタリングするログのエンコードのタイプ。指定するエンコードは、CloudWatch エージェ
ントでサポートされているエンコードのリストに含まれている必要があります。指定しない場
合、CloudWatch Application Insights はログタイプのデフォルトのエンコードタイプを使用します。
• APPLICATION/DEFAULT: UTF-8 エンコード
• SQL_SERVER: UTF-16 エンコード
• IIS: ASCII エンコード
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogGroupName
モニタリングしたログに関連付ける CloudWatch ロググループ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogPath
モニタリングするログのパス。ログパスは、Windows または Linux システムファイルの絶対パスであ
ることが必要です。詳細については、「CloudWatch エージェント設定ファイル: ログセクション」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogType
ログタイプは、Application Insights がログを分析するログパターンを決定します。ログの種類は
SQL_SERVER、IIS、APPLICATION、DEFAULT から選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatternSet
ログパターンセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application LogPattern
AWS::ApplicationInsights::Application LogPattern プロパティタイプは、LogPatternSet
に属するログパターンを定義するオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Pattern" : String,
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}

"PatternName" : String,
"Rank" : Integer

YAML
Pattern: String
PatternName: String
Rank: Integer

プロパティ
Pattern
ログパターンを定義する正規表現。ログパターンは最大 50 文字で構成できます。空にすることはで
きません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: [\S\s]+
Update requires: No interruption
PatternName
ログパターンの名前。ログパターン名は最大 50 文字で構成できます。空にすることはできません。
文字には、Unicode 文字、数字、記号 (ピリオド、ダッシュ、アンダースコア) を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: [a-zA-Z0-9\.\-_]*
Update requires: No interruption
Rank
ログパターンのランク。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application LogPatternSet
AWS::ApplicationInsights::Application LogPatternSet プロパティタイプは、ログパターン
セットを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogPatterns" : [ LogPattern (p. 1723), ... ],
"PatternSetName" : String

YAML
LogPatterns:
- LogPattern (p. 1723)
PatternSetName: String

プロパティ
LogPatterns
LogPatternSet に属するログパターンを定義するオブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: LogPattern (p. 1723) のリスト
Update requires: No interruption
PatternSetName
ログパターンの名前。ログパターン名は最大 30 文字で構成できます。空にすることはできません。
文字には、Unicode 文字、数字、記号 (ピリオド、ダッシュ、アンダースコア) を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: [a-zA-Z0-9\.\-_]*
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application SubComponentConfigurationDetails
AWS::ApplicationInsights::Application SubComponentConfigurationDetails プロパティ
タイプは、サブコンポーネントの構成設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AlarmMetrics" : [ AlarmMetric (p. 1716), ... ],
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}

"Logs" : [ Log (p. 1722), ... ],
"WindowsEvents" : [ WindowsEvent (p. 1727), ... ]

YAML
AlarmMetrics:
- AlarmMetric (p. 1716)
Logs:
- Log (p. 1722)
WindowsEvents:
- WindowsEvent (p. 1727)

プロパティ
AlarmMetrics
コンポーネントでモニタリングするメトリクスのリスト。すべてのコンポーネントタイプで
AlarmMetrics を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: AlarmMetric (p. 1716) のリスト
Update requires: No interruption
Logs
コンポーネントでモニタリングするログのリスト。Amazon EC2 インスタンスのみが Logs を使用で
きます。
必須: いいえ
タイプ: Log (p. 1722) のリスト
Update requires: No interruption
WindowsEvents
コンポーネントでモニタリングする Windows イベントのリスト。Windows で実行されている
Amazon EC2 インスタンスのみが WindowsEvents を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: WindowsEvent (p. 1727) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application SubComponentTypeConfiguration
AWS::ApplicationInsights::Application SubComponentTypeConfiguration プロパティタイ
プは、コンポーネントのサブコンポーネント設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"SubComponentConfigurationDetails" : SubComponentConfigurationDetails (p. 1725),
"SubComponentType" : String

YAML
SubComponentConfigurationDetails:
SubComponentConfigurationDetails (p. 1725)
SubComponentType: String

プロパティ
SubComponentConfigurationDetails
サブコンポーネントの構成設定。
必須: はい
タイプ: SubComponentConfigurationDetails (p. 1725)
Update requires: No interruption
SubComponentType
サブコンポーネントのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ApplicationInsights::Application WindowsEvent
AWS::ApplicationInsights::Application WindowsEvent プロパティタイプは、コンポーネント
でモニタリングする Windows イベントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EventLevels" : [ String, ... ],
"EventName" : String,
"LogGroupName" : String,
"PatternSet" : String

YAML
EventLevels:
- String
EventName: String
LogGroupName: String
PatternSet: String

API バージョン 2010-05-15
1727

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CloudWatch Logs

プロパティ
EventLevels
ログ記録するイベントのレベル。ログ記録する各レベルを指定する必要があります。指定できる値に
は、INFORMATION、WARNING、ERROR、CRITICALおよび VERBOSE などがあります。このフィール
ドは、ログ記録する Windows イベントのタイプごとに必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EventName
ログに記録する Windows イベントの種類。Windows イベントログチャネル名と同じです。例は
System、Security、CustomEventName などです。このフィールドは、ログ記録する Windows イベン
トのタイプごとに必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogGroupName
モニタリングしたログに関連付ける CloudWatch ロググループ名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatternSet
ログパターンセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon CloudWatch Logs リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::Logs::Destination (p. 1729)
• AWS::Logs::LogGroup (p. 1731)
• AWS::Logs::LogStream (p. 1733)
• AWS::Logs::MetricFilter (p. 1735)
• AWS::Logs::QueryDefinition (p. 1738)
• AWS::Logs::ResourcePolicy (p. 1740)
• AWS::Logs::SubscriptionFilter (p. 1741)
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AWS::Logs::Destination
AWS::Logs::Destination リソースは、CloudWatch Logs の送信先を指定します。送信先により、物理リ
ソース (例: Amazon Kinesis データストリーム) がカプセル化され、ログイベントのストリームへのリソー
スをサブスクライブすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::Destination",
"Properties" : {
"DestinationName" : String,
"DestinationPolicy" : String,
"RoleArn" : String,
"TargetArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Logs::Destination
Properties:
DestinationName: String
DestinationPolicy: String
RoleArn: String
TargetArn: String

プロパティ
DestinationName
送信先の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [^:*]*
Update requires: Replacement
DestinationPolicy
サブスクリプションを作成できる AWS アカウントを管理する IAM ポリシードキュメントは、この送
信先に対してフィルタリングを実施します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
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RoleArn
CloudWatch Logs が指定された AWS リソースにデータを送信することを許可する IAM ロールの
ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
TargetArn
ログイベントが送信される物理ターゲットの Amazon リソースネーム (ARN) (Kinesis ストリームな
ど)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
TestDestination など、リソース名をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
CloudWatch Logs の送信先の ARN (arn:aws:logs:uswest-1:123456789012:destination:MyDestination など)。

例
送信先を作成する
次の例では、ターゲットストリーム (TestStream) は、234567890123 アカウントに属する logger
IAM ユーザーのログイベントを受け取ることができます。ユーザーは、PutSubscriptionFilter の宛
先に対して TestDestination アクションのみ呼び出すことができます。

JSON
"DestinationWithName" : {
"Type" : "AWS::Logs::Destination",
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"Properties" : {
"DestinationName": "TestDestination",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/LogKinesisRole",
"TargetArn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/TestStream",
"DestinationPolicy": "{\"Version\" : \"2012-10-17\",\"Statement\" : [{\"Effect\" :
\"Allow\", \"Principal\" : {\"AWS\" : \"arn:aws:iam::234567890123:user/logger\"},
\"Action\" : \"logs:PutSubscriptionFilter\", \"Resource\" : \"arn:aws:logs:useast-1:123456789012:destination:TestDestination\"}]}"
}
}

YAML
DestinationWithName:
Type: AWS::Logs::Destination
Properties:
DestinationName: "TestDestination"
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/LogKinesisRole"
TargetArn: "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/TestStream"
DestinationPolicy: >
{"Version" : "2012-10-17","Statement" : [{"Effect" : "Allow", "Principal" : {"AWS" :
"arn:aws:iam::234567890123:user/logger"},"Action" : "logs:PutSubscriptionFilter",
"Resource" : "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:destination:TestDestination"}]}

AWS::Logs::LogGroup
AWS::Logs::LogGroup リソースは、ロググループを指定します。ロググループは、保持ルールおよび
アクセスコントロールルールなどのログストリームの共通プロパティを定義します。どのログストリーム
も、1 つのロググループに属している必要があります。
アカウントごとにリージョンあたり最大 1,000,000 のロググループを作成できます。ロググループの名前
を指定する際は、以下のガイドラインに従う必要があります。
• ロググループ名は AWS アカウントのリージョン内で一意である必要があります。
• ロググループの名前は 1～512 文字で指定します。
• ロググループ名には、a～z、A～Z、0～9、'_' (下線)、'-' (ハイフン)、'/' (スラッシュ)、および '.' (ピリオ
ド) を使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::LogGroup",
"Properties" : {
"KmsKeyId" : String,
"LogGroupName" : String,
"RetentionInDays" : Integer
}

YAML
Type: AWS::Logs::LogGroup
Properties:
KmsKeyId: String
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LogGroupName: String
RetentionInDays: Integer

プロパティ
KmsKeyId
ログデータを暗号化するときに使用する CMK の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
LogGroupName
ロググループの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation はロググループとして一意の ID
を生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
RetentionInDays
指定されたロググループにログイベントを保持する日数。指定できる値は
1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、3653 です。
ログイベントが失効しないようにロググループを設定するには、DeleteRetentionPolicy を使用しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
arn:aws:logs:us-west-1:123456789012:log-group:/mystacktestgroup-12ABC1AB12A1:* など、ロググループの ARN。

例
ロググループの作成
以下の例では、イベントを 7 日間保持するロググループを作成します。

JSON
"myLogGroup": {
"Type": "AWS::Logs::LogGroup",
"Properties": {
"RetentionInDays": 7
}
}

YAML
myLogGroup:
Type: AWS::Logs::LogGroup
Properties:
RetentionInDays: 7

AWS::Logs::LogStream
AWS::Logs::LogStream リソースは、特定のロググループ内の Amazon CloudWatch Logs ログスト
リームを指定します。ログストリームは、モニタリングしているアプリケーションインスタンスまたはリ
ソースから送信されるイベントの順序を表します。
ロググループに作成できるログストリームの数に制限はありません。
ログストリームの名前を指定する際は、以下のガイドラインに従う必要があります。
• ログストリーム名はロググループ内で一意である必要があります。
• ログストリーム名は 1～512 文字で指定します。
• ':' (コロン) および '*' (アスタリスク) は使用できません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::LogStream",
"Properties" : {
"LogGroupName" : String,
"LogStreamName" : String
}
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YAML
Type: AWS::Logs::LogStream
Properties:
LogGroupName: String
LogStreamName: String

プロパティ
LogGroupName
ログストリームが作成されるロググループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
LogStreamName
ログストリームの名前。その名前はロググループ内で一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [^:*]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
MyAppLogStream など、リソース名をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ログストリームを作成する
次の例では、MyAppLogStream ロググループに exampleLogGroup という名前のログストリームを作成
します。

JSON
"LogStream": {
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}

"Type": "AWS::Logs::LogStream",
"Properties": {
"LogGroupName" : "exampleLogGroup",
"LogStreamName": "MyAppLogStream"
}

YAML
LogStream:
Type: AWS::Logs::LogStream
Properties:
LogGroupName: "exampleLogGroup"
LogStreamName: "MyAppLogStream"

AWS::Logs::MetricFilter
AWS::Logs::MetricFilter リソースは、CloudWatch Logs がログから情報を抽出し Amazon
CloudWatch メトリクスに変換する方法を記述するメトリクスフィルターを指定します。ロググループに
関連付けられたメトリクスフィルターが複数ある場合、すべてのフィルターがそのグループのログスト
リームに適用されます。
ロググループに関連付けることができるメトリクスフィルターの最大数は 100 です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties" : {
"FilterPattern" : String,
"LogGroupName" : String,
"MetricTransformations" : [ MetricTransformation (p. 1737), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Logs::MetricFilter
Properties:
FilterPattern: String
LogGroupName: String
MetricTransformations:
- MetricTransformation (p. 1737)

プロパティ
FilterPattern
取り込まれたログイベントからメトリクスデータを抽出するためのフィルターパターン。詳細につい
ては、「フィルターとパターンの構文」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
LogGroupName
このメトリクスフィルターに関連付ける既存のロググループの名前です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
MetricTransformations
メトリクス変換。
必須: はい
タイプ: MetricTransformation (p. 1737) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

例
メトリックフィルターの作成
以下の例は、ステータスコードフィールドに 1 の値が含まれている場合は常に、404Count の値を 404 メ
トリクスに送信します。

JSON
"404MetricFilter": {
"Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties": {
"LogGroupName": { "Ref": "myLogGroup" },
"FilterPattern": "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code = 404,
size]",
"MetricTransformations": [
{
"MetricValue": "1",
"MetricNamespace": "WebServer/404s",
"MetricName": "404Count"
}
]
}
}

YAML
404MetricFilter:
Type: AWS::Logs::MetricFilter
Properties:
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LogGroupName:
Ref: "myLogGroup"
FilterPattern: "[ip, identity, user_id, timestamp, request, status_code = 404, size]"
MetricTransformations:
MetricValue: "1"
MetricNamespace: "WebServer/404s"
MetricName: "404Count"

AWS::Logs::MetricFilter MetricTransformation
MetricTransformation は、ログストリームを CloudWatch メトリクスに変換する方法を説明している
AWS::Logs::MetricFilter リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultValue" : Double,
"MetricName" : String,
"MetricNamespace" : String,
"MetricValue" : String

YAML
DefaultValue: Double
MetricName: String
MetricNamespace: String
MetricValue: String

プロパティ
DefaultValue
(オプション) フィルターパターンがログイベントと一致しないときに出力する値。この値は null も可
能です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MetricName
CloudWatch メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricNamespace
CloudWatch にメトリクスを含めるためのカスタム名前空間。名前空間を使用して、類似するメトリ
クスをグループにまとめます。詳細については、「名前空間」を参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: [^:*$]*
Update requires: No interruption
MetricValue
CloudWatch メトリクスに発行された値。たとえば、Error などの特定の語句の出現回数をカウント
する場合、メトリクス値として 1 を指定します。転送バイト数をカウントする場合は、フィルターパ
ターンに指定したフィールド名 ($size など) に従って、$ を使用してログイベントの値を参照しま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Logs::QueryDefinition
CloudWatch Logs Insights のクエリ定義を作成します。詳細については、「CloudWatch Logs Insights で
ログデータを分析する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::QueryDefinition",
"Properties" : {
"LogGroupNames" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"QueryString" : String
}

YAML
Type: AWS::Logs::QueryDefinition
Properties:
LogGroupNames:
- String
Name: String
QueryString:
String

プロパティ
LogGroupNames
クエリで特定のロググループのみをクエリする場合は、このパラメータを使用します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
クエリ定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryString
このクエリ定義に使用するクエリ文字列。詳細については、CloudWatch Logs Insights のクエリ構
文を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: クエリ定義 ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
QueryDefinitionId
クエリ定義の ID。

例
クエリ定義の例
次の例では、クエリ定義を作成します。

JSON
"myQueryDefinition": {
"Type": "AWS::Logs:: QueryDefinition",
"Properties": {
"name": “myQueryName”
“QueryString”: “fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 20”
}
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}

YAML
myQueryDefinition:
Type: AWS::Logs::QueryDefinition
Properties:
Name: "myQueryName"
QueryString: “fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 20"

AWS::Logs::ResourcePolicy
他の AWS のサービスがログイベントをこのアカウントに入れることを許可するリソースポリシーを作成
または更新します。アカウントには、AWS リージョンごとに最大 10 個のリソースポリシーを設定できま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::ResourcePolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : String,
"PolicyName" : String
}

YAML
Type: AWS::Logs::ResourcePolicy
Properties:
PolicyDocument: String
PolicyName: String

プロパティ
PolicyDocument
ポリシーの詳細。JSON でフォーマットする必要があります。また、二重引用符など、JSON 文字列
でエスケープする必要がある文字をエスケープするには、バックスラッシュを使用する必要がありま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 5120
Update requires: No interruption
PolicyName
リソースポリシーの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースポリシーの
PolicyName。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
リソースポリシーの例
次の例では、このポリシーがアタッチされたロググループに Route 53 がログイベントを書き込むことを
許可するリソースポリシーを作成します。

JSON
{

"Type": "AWS::Logs::ResourcePolicy",
"Properties": {
"PolicyName": "MyResourcePolicy",
"PolicyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Sid\":
\"Route53LogsToCloudWatchLogs\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\":
[ \"route53.amazonaws.com\" ] }, \"Action\":\"logs:PutLogEvents\", \"Resource\": \"logArn
\" } ] }"
}
}

YAML
Type: AWS::Logs::ResourcePolicy
Properties:
PolicyName: "MyResourcePolicy"
PolicyDocument: "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Sid\":
\"Route53LogsToCloudWatchLogs\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\":
[ \"route53.amazonaws.com\" ] }, \"Action\":\"logs:PutLogEvents\", \"Resource\": \"logArn
\" } ] }"

AWS::Logs::SubscriptionFilter
AWS::Logs::SubscriptionFilter はサブスクリプションフィルターを指定し、特定のロググループ
に関連付けます。サブスクリプションフィルターを使用すると、ログイベントのリアルタイムストリーム
をサブスクライブして、それらを特定の送信先に配信することができます。現在、サポートされている送
信先は次のとおりです。
• サブスクリプションフィルターと同じアカウントに属している Amazon Kinesis データストリーム (同じ
アカウント配信の場合)。
• 別のアカウントに属している論理送信先 (クロスアカウント配信の場合)。
• サブスクリプションフィルターと同じアカウントに属している Amazon Kinesis Firehose 配信ストリー
ム (同じアカウント配信の場合)。
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• サブスクリプションフィルターと同じアカウントに属している AWS Lambda 関数 (同じアカウント配信
の場合)。
ロググループには、2 つのサブスクリプションフィルターを関連付けることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Logs::SubscriptionFilter",
"Properties" : {
"DestinationArn" : String,
"FilterPattern" : String,
"LogGroupName" : String,
"RoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Logs::SubscriptionFilter
Properties:
DestinationArn: String
FilterPattern: String
LogGroupName: String
RoleArn: String

プロパティ
DestinationArn
送信先の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
FilterPattern
送信先の AWS リソースに配信される内容を制限するフィルター式。フィルターパターン構文の詳細
については、「フィルターとパターンの構文」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LogGroupName
サブスクリプションフィルターを関連付けるロググループ。このロググループにアップロードされた
すべてのログイベントは、サブスクリプションフィルタの対象となり、フィルタパターンがログイベ
ントに一致する場合、指定された AWS リソースに配信されます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
RoleArn
取り込まれたログイベントを送信先のストリームに配信する許可を、CloudWatch Logs に付与する
IAM ロールの ARN。クロスアカウント配信の論理出力先を使用する場合、ARN を指定する必要はあ
りません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブスクリプションフィルターを作成する
次の例では、ストリームに Root ユーザーに関連付けられたログイベントを Kinesis データストリームに
送信します。

JSON
"SubscriptionFilter" : {
"Type" : "AWS::Logs::SubscriptionFilter",
"Properties" : {
"RoleArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "CloudWatchIAMRole", "Arn" ] },
"LogGroupName" : { "Ref" : "LogGroup" },
"FilterPattern" : "{$.userIdentity.type = Root}",
"DestinationArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "KinesisStream", "Arn" ] }
}
}

YAML
SubscriptionFilter:
Type: AWS::Logs::SubscriptionFilter
Properties:
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RoleArn:
Fn::GetAtt:
- "CloudWatchIAMRole"
- "Arn"
LogGroupName:
Ref: "LogGroup"
FilterPattern: "{$.userIdentity.type = Root}"
DestinationArn:
Fn::GetAtt:
- "KinesisStream"
- "Arn"

Amazon CloudWatch Synthetics リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::Synthetics::Canary (p. 1744)

AWS::Synthetics::Canary
Canary を作成または更新します。Canary とは、エンドポイントと API を外部からモニタリングするスク
リプトです。Canary は、ロード時間のデータ、UI のスクリーンショット、ログ、メトリクスを調査する
ことで、ウェブサービスの可用性とレイテンシーを確認し、異常をトラブルシューティングするのに役立
ちます。Canary を連続的に実行するか、一度だけ実行するかを設定できます。
Canary を作成するには、CloudWatchSyntheticsFullAccess ポリシーが必要です。Canary
用に新しい IAM ロールを作成する場合は、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy および
iam:AttachRolePolicy アクセス許可も必要です。詳細については、「必要なロールとアクセス許可」
を参照してください。
Canary 名には秘密や専有情報を含めないでください。Canary 名は、Canary の Amazon リソースネーム
(ARN) の一部を構成し、ARN はインターネット経由のアウトバウンドコールに含まれます。詳細について
は、「Syntetics Canaries のセキュリティ上の考慮事項」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Synthetics::Canary",
"Properties" : {
"ArtifactS3Location" : String,
"Code" : Code (p. 1752),
"ExecutionRoleArn" : String,
"FailureRetentionPeriod" : Integer,
"Name" : String,
"RunConfig" : RunConfig (p. 1753),
"RuntimeVersion" : String,
"Schedule" : Schedule (p. 1755),
"StartCanaryAfterCreation" : Boolean,
"SuccessRetentionPeriod" : Integer,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VisualReference" : VisualReference (p. 1756),
"VPCConfig" : VPCConfig (p. 1757)
}
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YAML
Type: AWS::Synthetics::Canary
Properties:
ArtifactS3Location: String
Code:
Code (p. 1752)
ExecutionRoleArn: String
FailureRetentionPeriod: Integer
Name: String
RunConfig:
RunConfig (p. 1753)
RuntimeVersion: String
Schedule:
Schedule (p. 1755)
StartCanaryAfterCreation: Boolean
SuccessRetentionPeriod: Integer
Tags:
- Tag
VisualReference:
VisualReference (p. 1756)
VPCConfig:
VPCConfig (p. 1757)

プロパティ
ArtifactS3Location
Syntetics がこの Canary の実行からのアーティファクトを保存する Amazon S3 の場所です。アー
ティファクトには、ログファイル、スクリーンショット、および HAR ファイルが含まれます。パス
の先頭の s3:// を含めた、完全な場所のパスを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Code
この構造を使用して、Canary のスクリプトコードを入力します。この構造には、Canary がスクリプ
トの実行を開始する場所を含む Lambda ハンドラが含まれています。スクリプトが S3 バケットに保
存されている場合は、バケット名、キー、およびバージョンも含まれます。スクリプトが Canary に
直接渡された場合、スクリプトコードは Script の値に含まれます。
必須: はい
タイプ: Code (p. 1752)
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
Canary を実行するために使用される IAM ロールの ARN。このロールは既に存在している必要があり
ます。また、信頼ポリシーにプリンシパルとして lambda.amazonaws.com を含める必要がありま
す。また、ロールには、以下のアクセス許可も必要です。
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• s3:PutObject
• s3:GetBucketLocation
• s3:ListAllMyBuckets
• cloudwatch:PutMetricData
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:PutLogEvents
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Update requires: No interruption
FailureRetentionPeriod
この Canary の失敗した実行に関するデータを保持する日数。このフィールドを省略した場合、デ
フォルトの 31 日が使用されます。有効範囲は 1～455 日です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
この Canary の名前。アカウント内の他の Canary と区別するわかりやすい名前を必ず付けてくださ
い。
Canary 名には秘密や専有情報を含めないでください。Canary 名は Canary の ARN の一部を構成
し、ARN はインターネット経由のアウトバウンドコールに含まれます。詳細については、「Syntetics
Canaries のセキュリティ上の考慮事項」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 21
パターン: ^[0-9a-z_\-]+$
Update requires: Replacement
RunConfig
Canary 実行の入力情報を含む構造。この構造を省略すると、Canary の頻度が Canary のタイムアウ
ト値として使用されます (最大 900 秒)。
必須: いいえ
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タイプ: RunConfig (p. 1753)
Update requires: No interruption
RuntimeVersion
Canary に使用するランタイムバージョンを指定します。ランタイムバージョンの詳細については、
「Canary のランタイムバージョン」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Schedule
Canary が実行される頻度、および実行をいつ停止するかに関する情報を含む構造体。
必須: はい
タイプ: Schedule (p. 1755)
Update requires: No interruption
StartCanaryAfterCreation
TRUE を指定すると、Canary が作成された直後に実行が開始されます。
CloudFormation を使用して作成した Canary は、Canary を作成する CloudFormation スタックを監視
したり、障害が発生した場合にそのスタックをロールバックしたりすることはできません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SuccessRetentionPeriod
この Canary の正常な実行に関するデータを保持する日数。このフィールドを省略した場合、デフォ
ルトの 31 日が使用されます。有効範囲は 1～455 日です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Tags
Canary に関連付けられているキーと値のペアのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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VisualReference
この canary がスクリーンショットの比較によってビジュアルモニタリングを実行する場合、この構造
には、スクリーンショットのベースラインとして使用する canary 実行の ID と、ビジュアルモニタリ
ング比較時に無視する画面の任意の部分の座標が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: VisualReference (p. 1756)
Update requires: No interruption
VPCConfig
この Canary が VPC 内のエンドポイントをテストする場合、この構造には VPC エンドポイントのサ
ブネットとセキュリティグループに関する情報が含まれます。詳細については、「VPC での Canary
の実行」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: VPCConfig (p. 1757)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
MyCanary など、このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Canary
の名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
Canary の ID。
State
Canary の状態。たとえば、RUNNING と指定します。

例
Amazon S3 バケットに保存されたスクリプトを持つ Canary
この例では、S3 バケットに保存されている既存のスクリプトを使用する Canary を作成します。Canary
は、作成されるとすぐに開始されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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"Description": "CloudFormation Sample Template for CloudWatch Synthetics: Create a
Canary using this template",
"Resources": {
"SyntheticsCanary": {
"Type": "AWS::Synthetics::Canary",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "samplecanary"
},
"ExecutionRoleArn": {
"Ref": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-lambda-execution-role-to-runcanary"
},
"Code": {
"Handler": "pageLoadBlueprint.handler",
"S3Bucket": "aws-synthetics-code-myaccount-canary1",
"S3Key": "my-script-location"
},
"ArtifactS3Location": "s3://my-results-bucket",
"RuntimeVersion": "syn-1.0",
"Schedule": {
"Expression": "rate(1 minute)",
"DurationInSeconds": 3600
},
"RunConfig": {
"TimeoutInSeconds": 60
},
"FailureRetentionPeriod": 30,
"SuccessRetentionPeriod": 30,
"StartCanaryAfterCreation": true,
"Tags": [
{
"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
SyntheticsCanary:
Type: 'AWS::Synthetics::Canary'
Properties:
Name: samplecanary
ExecutionRoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-lambda-execution-role-torun-canary'
Code: {Handler: pageLoadBlueprint.handler, S3Bucket: aws-synthetics-codemyaccount-canary1, S3Key: my-script-location}
ArtifactS3Location: s3://my-results-bucket
RuntimeVersion: syn-1.0
Schedule: {Expression: 'rate(1 minute)', DurationInSeconds: 3600}
RunConfig: {TimeoutInSeconds: 60}
FailureRetentionPeriod: 30
SuccessRetentionPeriod: 30
Tags: [{Key: key00AtCreate, Value: value001AtCreate}]
StartCanaryAfterCreation: true

スクリプトが CloudFormation を通過した Canary
次の使用例は、Canary を作成し、スクリプトコードを Canary に直接渡します。
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "CloudFormation Sample Template for CloudWatch Synthetics: Create a
Canary using this template",
"Resources": {
"SyntheticsCanary": {
"Type": "AWS::Synthetics::Canary",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "samplecanary"
},
"ExecutionRoleArn": {
"Ref": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-lambda-execution-role-to-runcanary"
},
"Code": {
"Handler": "pageLoadBlueprint.handler",
"Script": "var synthetics = require('Synthetics');\nconst log =
require('SyntheticsLogger');\n\nconst pageLoadBlueprint = async function () {\n\n
// INSERT URL here\n
const URL = \"https://amazon.com\";\n\n
let page =
await synthetics.getPage();\n
const response = await page.goto(URL, {waitUntil:
'domcontentloaded', timeout: 30000});\n
//Wait for page to render.\n
//Increase
or decrease wait time based on endpoint being monitored.\n
await page.waitFor(15000);
\n
await synthetics.takeScreenshot('loaded', 'loaded');\n
let pageTitle = await
page.title();\n
log.info('Page title: ' + pageTitle);\n
if (response.status() !==
200) {\n
throw \"Failed to load page!\";\n
}\n};\n\nexports.handler = async ()
=> {\n
return await pageLoadBlueprint();\n};\n"
},
"ArtifactS3Location": "s3://my-results-bucket",
"RuntimeVersion": "syn-1.0",
"Schedule": {
"Expression": "rate(1 minute)",
"DurationInSeconds": 3600
},
"RunConfig": {
"TimeoutInSeconds": 60
},
"FailureRetentionPeriod": 30,
"SuccessRetentionPeriod": 30,
"StartCanaryAfterCreation": false,
"Tags": [
{
"Id": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
SyntheticsCanary:
Type: 'AWS::Synthetics::Canary'
Properties:
Name: samplecanary
ExecutionRoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/my-lambda-execution-role-torun-canary'
Code: {Handler: pageLoadBlueprint.handler, Script: "var synthetics =
require('Synthetics');\nconst log = require('SyntheticsLogger');\nconst pageLoadBlueprint
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= async function () {\n// INSERT URL here\nconst URL = \"https://amazon.com\";\n\nlet
page = await synthetics.getPage();\nconst response = await page.goto(URL, {waitUntil:
'domcontentloaded', timeout: 30000});\n//Wait for page to render.\n//Increase or
decrease wait time based on endpoint being monitored.\nawait page.waitFor(15000);\nawait
synthetics.takeScreenshot('loaded', 'loaded');\nlet pageTitle = await page.title();
\nlog.info('Page title: ' + pageTitle);\nif (response.status() !== 200) {\n
throw
\"Failed to load page!\";\n}\n};\n\nexports.handler = async () => {\nreturn await
pageLoadBlueprint();\n};\n"}
ArtifactS3Location: s3://my-results-bucket
RuntimeVersion: syn-1.0
Schedule: {Expression: 'rate(1 minute)', DurationInSeconds: 3600}
RunConfig: {TimeoutInSeconds: 60}
FailureRetentionPeriod: 30
SuccessRetentionPeriod: 30
Tags: [{Key: key00AtCreate, Value: value001AtCreate}]
StartCanaryAfterCreation: false

AWS::Synthetics::Canary BaseScreenshot
canary によって行われたビジュアルモニタリング比較時にベースラインとして使用されるスクリーン
ショットを表す構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IgnoreCoordinates" : [ String, ... ],
"ScreenshotName" : String

YAML
IgnoreCoordinates:
- String
ScreenshotName: String

プロパティ
IgnoreCoordinates
スクリーンショットの比較時に無視する画面の一部を定義する座標。ここで使用する座標を取得する
には、CloudWatch Logs コンソールを使用して画面に境界を描画します。詳細については、{LINK} を
参照してください
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
ScreenshotName
スクリーンショットの名前。これは、この canary がビジュアルモニタリングを実行するために指定し
た UpdateCanary オペレーションの後に canary が最初に実行されるときに生成されます。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::Synthetics::Canary Code
この構造を使用して、Canary のスクリプトコードを入力します。この構造には、Canary がスクリプトの
実行を開始する場所を含む Lambda ハンドラが含まれています。スクリプトが S3 バケットに保存されて
いる場合は、バケット名、キー、およびバージョンも含まれます。スクリプトが Canary に直接渡された
場合、スクリプトコードは Script の値に含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Handler" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String,
"S3ObjectVersion" : String,
"Script" : String

YAML
Handler: String
S3Bucket: String
S3Key: String
S3ObjectVersion: String
Script: String

プロパティ
Handler
Canary を実行するときにソースコードに使用するエントリポイント。この値は、文字列 .handler
で終わる必要があります。文字列は 29 文字以下に制限されています。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
S3Bucket
Canary スクリプトが S3 にある場合は、ここでバケット名を指定します。バケットが存在している必
要があります。
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必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
S3Key
スクリプトの S3 キー。詳細については、「Amazon S3 オブジェクトの使用」を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
S3ObjectVersion
スクリプトの S3 バージョン ID。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Script
S3 の場所を参照するのではなく、Canary スクリプトを直接 Canary に入力する場合、このパラメー
タの値はプレーンテキストのスクリプトになります。最大 5MB まで可能です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Synthetics::Canary RunConfig
Canary 実行の入力情報を含む構造。この構造は必須です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ActiveTracing" : Boolean,
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}

"EnvironmentVariables" : {Key : Value, ...},
"MemoryInMB" : Integer,
"TimeoutInSeconds" : Integer

YAML
ActiveTracing: Boolean
EnvironmentVariables:
Key : Value
MemoryInMB: Integer
TimeoutInSeconds: Integer

プロパティ
ActiveTracing
この Canary の実行時にアクティブな AWS X-Ray トレースを使用するかどうかを指定します。アク
ティブなトレースにより、Canary が X-Ray トレースが有効なエンドポイントに当たらない場合で
も、ServiceLens および X-Ray サービスマップでこの Canary 実行を表示できます。X-Ray トレース
を使用すると、料金が発生します。詳細については、「Canary とX線トレース」を参照してくださ
い。
アクティブなトレースは、Canary ランタイムでバージョン syn-nodejs-2.0 以降を使用する
Canary に対してのみ有効にできます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnvironmentVariables
Canary スクリプトで使われる環境変数に使用するキーと値を指定します。次の形式を使用します。
{「key1」:「value1」,「key2」:「value2」,...}
キーは文字から始まり、少なくとも 2 文字にする必要があります。環境変数の合計サイズは 4 KB を
超えることはできません。Lambda 予約済み環境変数を環境変数のキーとして指定することはできま
せん。予約済みキーの詳細については、「ランタイム環境変数」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
MemoryInMB
Canary が実行中に使用できるメモリの最大量。この値は 64 の倍数である必要があります。範囲は
960～3008 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 960
最大: 3008
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Update requires: No interruption
TimeoutInSeconds
停止する必要がある前に Canary の実行を許可する時間。この時間を、この Canary の実行の頻度より
も長く設定することはできません。
このフィールドを省略すると、Canary の頻度がこの値として使用されます (最大 900 秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 3
最大: 840
Update requires: No interruption

AWS::Synthetics::Canary Schedule
この構造は、Canary を実行する頻度と、実行を停止する必要がある日時を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInSeconds" : String,
"Expression" : String

YAML
DurationInSeconds: String
Expression: String

プロパティ
DurationInSeconds
Expression 値のスケジュールに従って Canary が定期実行を継続する時間 (秒単位)。0 を指定する
と、Canary は停止するまで実行を続けます。このフィールドを省略した場合、デフォルトの 0 が使用
されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Expression
Canary を実行する頻度を定義する rate 式 または cron 式。
レート式の場合、構文は rate(number unit) です。 単位 は minute、minutes、または hour で
す。
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たとえば、rate(1 minute) は 1 分に 1 回 Canary を実行し、rate(10 minutes) は 10 分に 1
回、rate(1 hour) は 1 時間に 1 回実行します。rate(1 minute)～rate(1 hour) の間の頻度を
指定できます。
rate(0 minute) または rate(0 hour) は特別な値で、指定すると Canary が起動時に 1 回のみ実
行されます。
cron 式を指定するために cron(expression) を使用します。Canary を実行するまで 1 年以上待
つようにスケジュールすることはできません。cron 式の構文の詳細については、「 cron を使用して
canary 実行をスケジュールする 」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::Synthetics::Canary VisualReference
VisualReference プロパティタイプは、AWS::Synthetics::Canary (p. 1744) には Property description
not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BaseCanaryRunId" : String,
"BaseScreenshots" : [ BaseScreenshot (p. 1751), ... ]

YAML
BaseCanaryRunId: String
BaseScreenshots:
- BaseScreenshot (p. 1751)

プロパティ
BaseCanaryRunId
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BaseScreenshots
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ: BaseScreenshot (p. 1751) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Synthetics::Canary VPCConfig
この Canary が VPC 内のエンドポイントをテストする場合、この構造には VPC エンドポイントのサブ
ネットとセキュリティグループに関する情報が含まれます。詳細については、「 VPC での Canary の実
行」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"VpcId" : String

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String
VpcId: String

プロパティ
SecurityGroupIds
この Canary のセキュリティグループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
SubnetIds
この Canary が実行されるサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption
VpcId
この Canary が実行される VPC の ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS CodeArtifact リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeArtifact::Domain (p. 1758)
• AWS::CodeArtifact::Repository (p. 1762)

AWS::CodeArtifact::Domain
AWS::CodeArtifact::Domain リソースは AWS CodeArtifact ドメインを作成します。CodeArtifact ド
メインを使用すると、組織全体で複数のリポジトリを管理しやすくなります。ドメインを使用して、さ
まざまな AWS アカウントが所有する多くのリポジトリに許可を適用できます。ドメインの詳細について
は、CodeArtifact ユーザーガイドの Domain concepts information を参照してください。CreateDomain
API の詳細については、CodeArtifact API リファレンスの CreateDomain を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties" : {
"DomainName" : String,
"EncryptionKey" : String,
"PermissionsPolicyDocument" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeArtifact::Domain
Properties:
DomainName: String
EncryptionKey: String
PermissionsPolicyDocument: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
DomainName
リクエストされたドメインの名前を指定する文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 2
最大: 50
パターン: [a-z][a-z0-9\-]{0,48}[a-z0-9]
Update requires: Replacement
EncryptionKey
ドメインの暗号化に使用されるキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1011
パターン: \S+
Update requires: Replacement
PermissionsPolicyDocument
ドメインに設定されているリソースポリシーを定義するドキュメント。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
ドメインに適用されるタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はドメインの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
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EncryptionKey
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はドメインの暗号化に使用されるキーを返します。
Name
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はドメインの名前を返します。
Owner
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はドメインを所有する AWS account の 12 桁のアカウント番
号を返します。

例
以下の例は、CloudFormation を使用して CodeArtifact ドメインを作成するのに役立ちます。

ドメインの作成
次の例では、my-domain という名前の CodeArtifact ドメインを作成します。

YAML
Resources:
MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"

JSON
{

}

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain"
}
}
}

AWS Key Management Service 暗号化キーと IAM リソースベースのポリシーを使用してドメイン
を作成する
次の例では、AWS Key Management Service 暗号化キーを使用して my-domain という名前の CodeArtifact
ドメインを作成し、IAM リソースベースのポリシーをアタッチします。

YAML
Resources:
MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"
EncryptionKey: arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/12345678-9abcdef1-2345-6789abcdef12
PermissionsPolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action:
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- codeartifact:ReadFromRepository
- codeartifact:DescribePackageVersion
- codeartifact:DescribeRepository
- codeartifact:GetPackageVersionReadme
- codeartifact:GetRepositoryEndpoint
- codeartifact:ListPackageVersionAssets
- codeartifact:ListPackageVersionDependencies
- codeartifact:ListPackageVersions
- codeartifact:ListPackages
- codeartifact:ReadFromRepository
Effect: Allow
Principal:
AWS: "arn:aws:iam::123456789012:root"
Resource: "*"

JSON
{

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain",
"EncryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/12345678-9abcdef1-2345-6789abcdef12",
"PermissionsPolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"codeartifact:ReadFromRepository",
"codeartifact:DescribePackageVersion",
"codeartifact:DescribeRepository",
"codeartifact:GetPackageVersionReadme",
"codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
"codeartifact:ListPackageVersionAssets",
"codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
"codeartifact:ListPackageVersions",
"codeartifact:ListPackages",
"codeartifact:ReadFromRepository"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
},
"Resource": "*"
}
]
}
}
}
}
}

タグ付きのドメインの作成
次の例では、2 つのタグが付いた、my-domain という名前の CodeArtifact ドメインを作成します。1 つの
タグは、keyname1 という名前のキーと value1 の値で構成されます。もう 1 つは、keyname2 という名
前のキーと value2 の値で構成されます。

YAML
Resources:
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MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"
Tags:
- Key: "keyname1"
Value: "value1"
- Key: "keyname2"
Value: "value2"

JSON
{

}

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain",
"Tags" : [
{
"Key" : "keyname1",
"Value" : "value1"
},
{
"Key" : "keyname2",
"Value" : "value2"
}
]
}
}
}

AWS::CodeArtifact::Repository
AWS::CodeArtifact::Repository リソースは AWS CodeArtifact リポジトリを作成しま
す。CodeArtifact リポジトリには、一連のパッケージバージョンが含まれています。リポジトリの
詳細については、CodeArtifact ユーザーガイドの Repository concepts information を参照してくださ
い。CreateRepository API の詳細については、CodeArtifact API リファレンスの CreateRepository を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeArtifact::Repository",
"Properties" : {
"Description" : String,
"DomainName" : String,
"DomainOwner" : String,
"ExternalConnections" : [ String, ... ],
"PermissionsPolicyDocument" : Json,
"RepositoryName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Upstreams" : [ String, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::CodeArtifact::Repository
Properties:
Description: String
DomainName: String
DomainOwner: String
ExternalConnections:
- String
PermissionsPolicyDocument: Json
RepositoryName: String
Tags:
- Tag
Upstreams:
- String

プロパティ
Description
リポジトリのテキスト説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
パターン: \P{C}*
Update requires: No interruption
DomainName
リポジトリを含むドメインの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 50
パターン: [a-z][a-z0-9\-]{0,48}[a-z0-9]
Update requires: Replacement
DomainOwner
リポジトリを含むドメインを所有する AWS アカウントの 12 桁のアカウント番号。ダッシュやスペー
スは含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: [0-9]{12}
Update requires: Replacement
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ExternalConnections
リポジトリに関連付けられた外部接続の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PermissionsPolicyDocument
リポジトリに設定されているリソースポリシーを定義するドキュメント。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RepositoryName
アップストリームリポジトリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._\-]{1,99}
Update requires: Replacement
Tags
リポジトリに適用されるタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Upstreams
リポジトリに関連付けるアップストリームリポジトリのリスト。リスト内のアップストリームリポジ
トリの順序によって、AWS CodeArtifact がリクエストされたパッケージバージョンを検索するときの
優先順位が決まります。詳細については、「アップストリームリポジトリの使用」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はリポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
DomainName
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はリポジトリを含むドメイン名を返します。
DomainOwner
このリソースの論理 ID を渡すと、関数は、リポジトリを含むドメインを所有する AWS account の 12
桁のアカウント番号を返します。
Name
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はリポジトリの名前を返します。

例
以下の例は、CloudFormation を使用して CodeArtifact リポジトリを作成するのに役立ちます。

ドメインとリポジトリの作成
次の例では、my-domain という名前の CodeArtifact ドメインと、その内部に my-repo という名前の
CodeArtifact リポジトリを作成します。

YAML
Resources:
MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"
MyCodeArtifactRepository:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Repository'
Properties:
RepositoryName: "my-repo"
DomainName: !GetAtt MyCodeArtifactDomain.Name

JSON
{

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain"
}
},
"MyCodeArtifactRepository": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "my-repo",
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}

}

}

}

"DomainName": {
"Fn::GetAtt": [
"MyCodeArtifactDomain",
"Name"
]
}

アップストリームのリポジトリと外部接続を使用したリポジトリの作成
次の例では、リポジトリを保存する my-domain という名前の CodeArtifact ドメインを作成します。また、
ドメイン内の my-repo と my-upstream-repo という 2 つの CodeArtifact リポジトリも作成します。myrepo には上流のリポジトリとして設定された my-upstream-repo があり、my-upstream-repo には npmjs
というパブリックリポジトリへの外部接続があります。

YAML
Resources:
MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"
MyCodeArtifactUpstreamRepository:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Repository'
Properties:
RepositoryName: "my-upstream-repo"
DomainName: !GetAtt MyCodeArtifactDomain.Name
ExternalConnections:
- public:npmjs
MyCodeArtifactRepository:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Repository'
Properties:
RepositoryName: "my-repo"
DomainName: !GetAtt MyCodeArtifactDomain.Name
Upstreams:
- !GetAtt MyCodeArtifactUpstreamRepository.Name

JSON
{

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain"
}
},
"MyCodeArtifactUpstreamRepository": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "my-upstream-repo",
"DomainName": {
"Fn::GetAtt": [
"MyCodeArtifactDomain",
"Name"
]
},
"ExternalConnections": [
"public:npmjs"
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}

}

]
}
},
"MyCodeArtifactRepository": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "my-repo",
"DomainName": {
"Fn::GetAtt": [
"MyCodeArtifactDomain",
"Name"
]
},
"Upstreams": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MyCodeArtifactUpstreamRepository",
"Name"
]
}
]
}
}

タグ付きのドメインとリポジトリの作成
次の例では、my-domain という名前の CodeArtifact ドメインと、その内部に 2 つのタグが付いた myrepo という名前の CodeArtifact リポジトリを作成します。1 つのタグは、keyname1 という名前のキー
と value1 の値で構成されます。もう 1 つは、keyname2 という名前のキーと value2 の値で構成されま
す。

YAML
Resources:
MyCodeArtifactDomain:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Domain'
Properties:
DomainName: "my-domain"
MyCodeArtifactRepository:
Type: 'AWS::CodeArtifact::Repository'
Properties:
RepositoryName: "my-repo"
DomainName: !GetAtt MyCodeArtifactDomain.Name
Tags:
- Key: "keyname1"
Value: "value1"
- Key: "keyname2"
Value: "value2"

JSON
{

"Resources": {
"MyCodeArtifactDomain": {
"Type": "AWS::CodeArtifact::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "my-domain"
}
},
"MyCodeArtifactRepository": {
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}

}

}

"Type": "AWS::CodeArtifact::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "my-repo",
"DomainName": {
"Fn::GetAtt": [
"MyCodeArtifactDomain",
"Name"
]
},
"Tags" : [
{
"Key" : "keyname1",
"Value" : "value1"
},
{
"Key" : "keyname2",
"Value" : "value2"
}
]
}

AWS CodeBuild リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeBuild::Project (p. 1768)
• AWS::CodeBuild::ReportGroup (p. 1811)
• AWS::CodeBuild::SourceCredential (p. 1816)

AWS::CodeBuild::Project
AWS::CodeBuild::Project リソースは、AWS CodeBuild がどのようにソースコードをビルドするかを
設定します。たとえば、CodeBuild にソースコードの取得場所や使用する構築環境を支持します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties" : {
"Artifacts" : Artifacts (p. 1782),
"BadgeEnabled" : Boolean,
"BuildBatchConfig" : ProjectBuildBatchConfig (p. 1795),
"Cache" : ProjectCache (p. 1796),
"ConcurrentBuildLimit" : Integer,
"Description" : String,
"EncryptionKey" : String,
"Environment" : Environment (p. 1788),
"FileSystemLocations" : [ ProjectFileSystemLocation (p. 1798), ... ],
"LogsConfig" : LogsConfig (p. 1794),
"Name" : String,
"QueuedTimeoutInMinutes" : Integer,
"ResourceAccessRole" : String,
"SecondaryArtifacts" : [ Artifacts (p. 1782), ... ],
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}

}

"SecondarySources" : [ Source (p. 1804), ... ],
"SecondarySourceVersions" : [ ProjectSourceVersion (p. 1800), ... ],
"ServiceRole" : String,
"Source" : Source (p. 1804),
"SourceVersion" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TimeoutInMinutes" : Integer,
"Triggers" : ProjectTriggers (p. 1801),
"Visibility" : String,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 1808)

YAML
Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
Artifacts:
Artifacts (p. 1782)
BadgeEnabled: Boolean
BuildBatchConfig:
ProjectBuildBatchConfig (p. 1795)
Cache:
ProjectCache (p. 1796)
ConcurrentBuildLimit: Integer
Description: String
EncryptionKey: String
Environment:
Environment (p. 1788)
FileSystemLocations:
- ProjectFileSystemLocation (p. 1798)
LogsConfig:
LogsConfig (p. 1794)
Name: String
QueuedTimeoutInMinutes: Integer
ResourceAccessRole: String
SecondaryArtifacts:
- Artifacts (p. 1782)
SecondarySources:
- Source (p. 1804)
SecondarySourceVersions:
- ProjectSourceVersion (p. 1800)
ServiceRole: String
Source:
Source (p. 1804)
SourceVersion: String
Tags:
- Tag
TimeoutInMinutes: Integer
Triggers:
ProjectTriggers (p. 1801)
Visibility: String
VpcConfig:
VpcConfig (p. 1808)

プロパティ
Artifacts
Artifacts は、AWS::CodeBuild::Project リソースのプロパティであり、AWS CodeBuild ビルドに
よって生成されるアーティファクトの出力設定を指定します。
必須: はい
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タイプ: アーティファクト (p. 1782)
Update requires: No interruption
BadgeEnabled
AWS CodeBuild は、プロジェクトの構築バッジのパブリックアクセス可能な URL を生成するかどう
かを示します。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドのビルドバッジサンプルを参照して
ください。

Note
プロジェクトでビルドバッジを含めることは、ソースタイプが CodePipeline の場合は
現在サポートされていません。Source プロパティの CODEPIPELINE を指定した場
合、BadgeEnabled プロパティは指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
BuildBatchConfig
プロジェクトのバッチビルドオプションを定義する ProjectBuildBatchConfig オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ProjectBuildBatchConfig (p. 1795)
Update requires: No interruption
Cache
ビルド依存関係を保存して再利用するために AWS CodeBuild が使用する設定。
必須: いいえ
タイプ: ProjectCache (p. 1796)
Update requires: No interruption
ConcurrentBuildLimit
このジョブで許可される同時実行の最大数を設定します。
新しいビルドは、現在のビルド数がこの制限以下の場合にのみ開始されます。現在のビルドカウント
がこの制限を満たす場合、新しいビルドはスロットルされ、実行されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Description
ビルドプロジェクトが識別しやすくなる説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 255
Update requires: No interruption
EncryptionKey
ビルド出力アーティファクトの暗号化に使用する AWS Key Management Service カスタマーマスター
キー (CMK)。

Note
サービスロールにそのキーへのアクセス権限がある場合、クロスアカウントの KMS キーを使
用してビルド出力アーティファクトを暗号化できます。
CMK の Amazon リソースネーム (ARN) を指定するか、CMK のエイリアス (利用可能な場合) を形式
alias/<alias-name> で指定できます。値を指定しない場合は、CodeBuild は、マネージド CMK
を Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Environment
ビルド環境に使用する環境タイプや環境変数などのプロジェクトのビルド環境設定です。
必須: はい
タイプ: 環境 (p. 1788)
Update requires: No interruption
FileSystemLocations
CodeBuild ビルドプロジェクトの ProjectFileSystemLocation オブジェクトの配
列。ProjectFileSystemLocation オブジェクトは、Amazon Elastic File System を使用して作成
されたファイルシステムの identifier、location、mountOptions、mountPoint、type を指
定します。
必須: いいえ
タイプ: ProjectFileSystemLocation (p. 1798) のリスト
Update requires: No interruption
LogsConfig
このビルドプロジェクトのログに関する情報。プロジェクトによって、CloudWatch ログ、S3 バケッ
ト、または両方のログが作成されます。
必須: いいえ
タイプ: LogsConfig (p. 1794)
Update requires: No interruption
Name
ビルドプロジェクトの名前です。名前は、AWS account のすべてのプロジェクトにわたって一意であ
る必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 255
パターン: [A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\-_]{1,254}
Update requires: Replacement
QueuedTimeoutInMinutes
ビルドがタイムアウトになるまでにキューで待機できる分数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 5
最大: 480
Update requires: No interruption
ResourceAccessRole
CodeBuild がプロジェクトのビルドのために CloudWatch Logs と Amazon S3 アーティファクトにア
クセスできるようにする IAM ロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
SecondaryArtifacts
Artifacts オブジェクトのリスト。各アーティファクトオブジェクトはプロジェクトがビルド中に
出力設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: アーティファクト (p. 1782)のリスト
最大: 12
Update requires: No interruption
SecondarySources
ProjectSource オブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: ソース (p. 1804)のリスト
最大: 12
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Update requires: No interruption
SecondarySourceVersions
ProjectSourceVersion オブジェクトの配列。secondarySourceVersions をビルドレベルで指
定すると、これらのオブジェクトが secondarySourceVersions を (プロジェクトレベルで) 引き継
ぎます。
必須: いいえ
タイプ: ProjectSourceVersion (p. 1800) のリスト
最大: 12
Update requires: No interruption
ServiceRole
AWS CodeBuild が AWS アカウントの代わりに依存している AWS のサービスとやり取りできるよう
にする IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Source
ソースコードリポジトリのタイプや場所などのプロジェクトのソースコード設定。
必須: はい
タイプ: ソース (p. 1804)
Update requires: No interruption
SourceVersion
このプロジェクト用に構築するビルド入力のバージョン。指定しない場合、最新のバージョンが使用
されます。指定した場合、次のいずれかであることが必要です。
• CodeCommit の場合: 使用するコミット ID、ブランチ、または Git タグ。
• GitHub の場合は、ビルドするソースコードのバージョンに対応するコミット ID、プルリクエスト
ID、ブランチ名、またはタグ名。プルリクエスト ID を指定する場合、pr/pull-request-ID (例:
pr/25) 形式を使用する必要があります。ブランチ名を指定すると、ブランチの HEAD コミット ID
が使用されます。指定しない場合は、デフォルトブランチの HEAD コミット ID が使用されます。
• Bitbucket の場合、ビルドするソースコードのバージョンに対応するコミット ID、ブランチ名、ま
たはタグ名。ブランチ名を指定すると、ブランチの HEAD コミット ID が使用されます。指定しな
い場合は、デフォルトブランチの HEAD コミット ID が使用されます。
• Amazon S3 の場合、使用するビルド入力 ZIP ファイルを表すオブジェクトのバージョン ID。
sourceVersion をビルドレベルで指定した場合、そのバージョンはこの (プロジェクトレベルの)
sourceVersion より優先されます。
詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの CodeBuild のソースバージョンのサンプルを参照
してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
AWS CodeBuild プロジェクトに対するタグ (キーと値のペア) の任意のセット。
これらのタグは、AWS CodeBuild ビルドプロジェクトタグをサポートする AWS のサービスによって
使用されます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
TimeoutInMinutes
完了としてマークされていない関連ビルドのタイムアウト前に AWS CodeBuild が待機する分数 (5～
480 分 (8 時間))。デフォルトは 60 分です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 5
最大: 480
Update requires: No interruption
Triggers
ソースコードが GitHub リポジトリに保存されている既存の AWS CodeBuild ビルドプロジェクトに対
して、コード変更がリポジトリにプッシュされるたびに AWS CodeBuild がソースコードを自動的に
再構築できるようにします。
必須: いいえ
タイプ: ProjectTriggers (p. 1801)
Update requires: No interruption
Visibility
プロジェクトのビルドの可視性を指定します。想定される値は次のとおりです。
PUBLIC_READ
プロジェクトビルドは公開されます。
PRIVATE
プロジェクトビルドは公開されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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VpcConfig
VpcConfig は、 AWS CodeBuild を有効にして Amazon VPC 内のリソースにアクセスする設定を指
定します。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの Amazon Virtual Private Cloud で AWS
CodeBuild を使用するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 1808)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref により myProjectName のような
AWS CodeBuild プロジェクトの名前が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル
戻り値のリストが示されます。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してくださ
い。
Arn
AWS CodeBuild プロジェクトの ARN (arn:aws:codebuild:uswest-2:123456789012:project/myProjectName など)。

例
プロジェクトの作成
次の例では AWS CodeBuild プロジェクトを作成します。

JSON
{

"Project": {
"Type": "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties": {
"Name": "myProjectName",
"Description": "A description about my project",
"ServiceRole": { "Fn::GetAtt": [ "ServiceRole", "Arn" ] },
"Artifacts": {
"Type": "no_artifacts"
},
"Environment": {
"Type": "LINUX_CONTAINER",
"ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
"Image": "aws/codebuild/java:openjdk-8",
"EnvironmentVariables": [
{
"Name": "varName",
"Type": "varType",
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}

}

}

}

"Value": "varValue"

]
},
"Source": {
"Location": "codebuild-demo-test/0123ab9a371ebf0187b0fe5614fbb72c",
"Type": "S3"
},
"TimeoutInMinutes": 10,
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
},
{
"Key": "Key2",
"Value": "Value2"
}
]

YAML
Project:
Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
Name: myProjectName
Description: A description about my project
ServiceRole: !GetAtt ServiceRole.Arn
Artifacts:
Type: no_artifacts
Environment:
Type: LINUX_CONTAINER
ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
Image: aws/codebuild/java:openjdk-8
EnvironmentVariables:
- Name: varName
Type: varType
Value: varValue
Source:
Location: codebuild-demo-test/0123ab9a371ebf0187b0fe5614fbb72c
Type: S3
TimeoutInMinutes: 10
Tags:
- Key: Key1
Value: Value1
- Key: Key2
Value: Value2

2 つのフィルターグループを持つプロジェクトを作成します。
次の例では、2 つのフィルターグループでプロジェクトを作成します。また、一方または両方が true と評
価されると、ビルドがトリガーされます。
• 最初のフィルターグループでは、アカウント ID 12345 を持たない GitHub ユーザーによって、正規表現
^refs/heads/master$ に一致する Git 参照名を含むブランチに対してプルリクエストが作成または更
新されることを指定します。
• 2 番目のフィルターグループでは、正規表現 ^refs/heads/.* に一致する Git 参照名を持つブランチ
で正規表現 READ_ME に一致する名前のファイルに対してプッシュリクエストが作成されることを指定
します。
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この例では、サービスロールの名前は my-example-service-roleです。ソースの場所の名前は myexample-source-locationです。

YAML
CodeBuildProject:
Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
Name: MyProject
ServiceRole: my-example-service-role
Artifacts:
Type: NO_ARTIFACTS
Environment:
Type: LINUX_CONTAINER
ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
Image: aws/codebuild/standard:1.0
Source:
Type: GITHUB
Location: my-example-source-location
Triggers:
Webhook: true
FilterGroups:
- - Type: EVENT
Pattern: PULL_REQUEST_CREATED,PULL_REQUEST_UPDATED
- Type: BASE_REF
Pattern: ^refs/heads/master$
ExcludeMatchedPattern: false
- Type: ACTOR_ACCOUNT_ID
Pattern: 12345
ExcludeMatchedPattern: true
- - Type: EVENT
Pattern: PUSH
- Type: HEAD_REF
Pattern: ^refs/heads/.*
- Type: FILE_PATH
Pattern: READ_ME
ExcludeMatchedPattern: true

JSON
{

"CodeBuildProject": {
"Type": "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties": {
"Name": "MyProject",
"ServiceRole": "my-example-service-role",
"Artifacts": {
"Type": "NO_ARTIFACTS"
},
"Environment": {
"Type": "LINUX_CONTAINER",
"ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
"Image": "aws/codebuild/standard:1.0"
},
"Source": {
"Type": "GITHUB",
"Location": "my-example-source-location"
},
"Triggers": {
"Webhook": true,
"FilterGroups": [
[
{
"Type": "EVENT",
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},
{

},
{

],
[

}
{
},
{
},
{

}

}

}

}

]

]

}

"Pattern": "PULL_REQUEST_CREATED,PULL_REQUEST_UPDATED"
"Type": "BASE_REF",
"Pattern": "^refs/heads/master$",
"ExcludeMatchedPattern": false
"Type": "ACTOR_ACCOUNT_ID",
"Pattern": 12345,
"ExcludeMatchedPattern": true

"Type": "EVENT",
"Pattern": "PUSH"
"Type": "HEAD_REF",
"Pattern": "^refs/heads/.*"
"Type": "FILE_PATH",
"Pattern": "READ_ME",
"ExcludeMatchedPattern": true

Amazon S3 および Amazon VPC を使用してプロパティを作成する
次の例では、Amazon S3 にビルド依存関係をキャッシュして Amazon VPC 内のリソースを使用するプロ
ジェクトを作成します。

YAML
Resources:
CodeBuildProject:
Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
ServiceRole: !GetAtt CodeBuildRole.Arn
Artifacts:
Type: CODEPIPELINE
Environment:
Type: LINUX_CONTAINER
ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
Image: aws/codebuild/ubuntu-base:14.04
EnvironmentVariables:
- Name: varName1
Value: varValue1
- Name: varName2
Value: varValue2
Type: PLAINTEXT
- Name: varName3
Value: /CodeBuild/testParameter
Type: PARAMETER_STORE
Source:
Type: CODEPIPELINE
TimeoutInMinutes: 10
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VpcConfig:
VpcId: !Ref CodeBuildVPC
Subnets: [!Ref CodeBuildSubnet]
SecurityGroupIds: [!Ref CodeBuildSecurityGroup]
Cache:
Type: S3
Location: mybucket/prefix
CodeBuildRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Action: ['sts:AssumeRole']
Effect: Allow
Principal:
Service: [codebuild.amazonaws.com]
Version: '2012-10-17'
Path: /
Policies:
- PolicyName: CodeBuildAccess
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- 'logs:*'
- 'ec2:CreateNetworkInterface'
- 'ec2:DescribeNetworkInterfaces'
- 'ec2:DeleteNetworkInterface'
- 'ec2:DescribeSubnets'
- 'ec2:DescribeSecurityGroups'
- 'ec2:DescribeDhcpOptions'
- 'ec2:DescribeVpcs'
- 'ec2:CreateNetworkInterfacePermission'
Effect: Allow
Resource: '*'
CodeBuildVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsSupport: 'true'
EnableDnsHostnames: 'true'
Tags:
- Key: name
Value: codebuild
CodeBuildSubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
Ref: CodeBuildVPC
CidrBlock: 10.0.1.0/24
CodeBuildSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupName: Codebuild Internet Group
GroupDescription: 'CodeBuild SecurityGroup'
VpcId: !Ref CodeBuildVPC

JSON
{

"Resources": {
"CodeBuildProject": {
"Type": "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties": {
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"ServiceRole": {
"Fn::GetAtt": [
"CodeBuildRole",
"Arn"
]
},
"Artifacts": {
"Type": "CODEPIPELINE"
},
"Environment": {
"Type": "LINUX_CONTAINER",
"ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
"Image": "aws/codebuild/ubuntu-base:14.04",
"EnvironmentVariables": [
{
"Name": "varName1",
"Value": "varValue1"
},
{
"Name": "varName2",
"Value": "varValue2",
"Type": "PLAINTEXT"
},
{
"Name": "varName3",
"Value": "/CodeBuild/testParameter",
"Type": "PARAMETER_STORE"
}
]
},
"Source": {
"Type": "CODEPIPELINE"
},
"TimeoutInMinutes": 10,
"VpcConfig": {
"VpcId": {
"Ref": "CodeBuildVPC"
},
"Subnets": [
{
"Ref": "CodeBuildSubnet"
}
],
"SecurityGroupIds": [
{
"Ref": "CodeBuildSecurityGroup"
}
]
},
"Cache": {
"Type": "S3",
"Location": "mybucket/prefix"
}

}
},
"CodeBuildRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

}

"Service": [
"codebuild.amazonaws.com"
]

],
"Version": "2012-10-17"
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "CodeBuildAccess",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:*",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

}
},
"CodeBuildVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16",
"EnableDnsSupport": "true",
"EnableDnsHostnames": "true",
"Tags": [
{
"Key": "name",
"Value": "codebuild"
}
]
}
},
"CodeBuildSubnet": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "CodeBuildVPC"
},
"CidrBlock": "10.0.1.0/24"
}
},
"CodeBuildSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupName": "Codebuild Internet Group",
"GroupDescription": "CodeBuild SecurityGroup",
"VpcId": {
"Ref": "CodeBuildVPC"
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}

}

}

}

}

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの CreateProject

AWS::CodeBuild::Project Artifacts
Artifacts は、AWS::CodeBuild::Project リソースのプロパティであり、AWS CodeBuild ビルドによって
生成されるアーティファクトの出力設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArtifactIdentifier" : String,
"EncryptionDisabled" : Boolean,
"Location" : String,
"Name" : String,
"NamespaceType" : String,
"OverrideArtifactName" : Boolean,
"Packaging" : String,
"Path" : String,
"Type" : String

YAML
ArtifactIdentifier: String
EncryptionDisabled: Boolean
Location: String
Name: String
NamespaceType: String
OverrideArtifactName: Boolean
Packaging: String
Path: String
Type: String

プロパティ
ArtifactIdentifier
このアーティファクト定義の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionDisabled
出力アーティファクトを暗号化しない場合は、true に設定します。このオプションは、アーティファ
クトタイプが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) である場合にのみ有効です。別のアー
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ティファクトタイプでこれが設定されている場合は、invalidInputException がスローされま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Location
ビルド出力アーティファクトの場所に関する情報:
• type が CODEPIPELINE に設定されている場合、この値を指定しても AWS CodePipeline によっ
て無視されます。これは、CodePipeline が CodeBuild ではなくビルド出力の場所を管理するためで
す。
• type が NO_ARTIFACTS に設定されている場合、ビルド出力は生成されないため、この値を指定し
ても無視されます。
• type が S3 に設定されている場合、これは出力バケットの名前です。
CODEPIPELINE プロパティに NO_ARTIFACTS または Type を指定する場合は、このプロパティを指
定しないでください。他のすべてのタイプでは、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
AWS CodeBuild が、path および namespaceType とともに、出力アーティファクトに名前を付けて
保存するために使用するパターン:
• type が CODEPIPELINE に設定されている場合、この値を指定しても AWS CodePipeline によって
無視されます。これは、CodePipeline が AWS CodeBuild ではなくビルド出力名を管理するためで
す。
• type が NO_ARTIFACTS に設定されている場合、ビルド出力は生成されないため、この値を指定し
ても無視されます。
• type が S3 に設定されている場合、これは出力アーティファクトオブジェクトの名前です。名前と
してスラッシュ (「/」) を設定した場合、アーティファクトは出力バケットのルートに保存されま
す。
例:
• path が MyArtifacts に設定され、namespaceType が BUILD_ID に設定され、nameが
MyArtifact.zip に設定されている場合、出力アーティファクトは MyArtifacts/build-ID/
MyArtifact.zip に保存されます。
• path が空で、namespaceType が NONE に設定され、name が「/」に設定されている場合、出力
アーティファクトは出力バケットのルートに保存されます。
• path が MyArtifacts に設定され、namespaceType が BUILD_ID に設定され、nameが「/」に
設定されている場合、出力アーティファクトは MyArtifacts/build-ID に保存されます。
CODEPIPELINE プロパティに NO_ARTIFACTS または Type を指定する場合は、このプロパティを指
定しないでください。他のすべてのタイプでは、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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NamespaceType
AWS CodeBuild が、path および name とともに、出力アーティファクトを保存するための名前と場
所を決定するために使用するパターン:
• type が CODEPIPELINE に設定されている場合、この値を指定しても CodePipeline によって無視
されます。これは、CodePipeline が AWS CodeBuild の代わりにビルド出力名を管理するためで
す。
• type が NO_ARTIFACTS に設定されている場合、ビルド出力は生成されないため、この値を指定し
ても無視されます。
• type が S3 に設定されている場合、有効な値は以下のとおりです。
• BUILD_ID: ビルド出力アーティファクトの場所にビルド ID を含めます。
• NONE: ビルド ID を含めません。namespaceType が指定されていない場合は、これがデフォルト
です。
たとえば、path が MyArtifacts に設定され、namespaceType が BUILD_ID に設定され、name
が MyArtifact.zip に設定されている場合、出力アーティファクトは MyArtifacts/<buildID>/MyArtifact.zip に保存されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BUILD_ID | NONE
Update requires: No interruption
OverrideArtifactName
true に設定すると、buildspec ファイルで指定されている名前がアーティファクト名よりも優先されま
す。buildspec ファイルで指定された名前は、構築時に計算され、Shell コマンド言語を使用します。
たとえば、アーティファクト名に日付と時刻を追加して常に一意にできます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Packaging
作成するビルド出力アーティファクトのタイプ。
• type が CODEPIPELINE に設定されている場合、この値を指定しても CodePipeline によって無視
されます。これは、CodePipeline が AWS CodeBuild の代わりにビルド出力アーティファクトを管
理するためです。
• type が NO_ARTIFACTS に設定されている場合、ビルド出力は生成されないため、この値を指定し
ても無視されます。
• type が S3 に設定されている場合、有効な値は以下のとおりです。
• NONE: AWS CodeBuild は、ビルド出力を含むフォルダを出力バケット内に作成しま
す。packaging が指定されていない場合は、これがデフォルトです。
• ZIP: AWS CodeBuild は、ビルド出力を含む ZIP ファイルを出力バケット内に作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | ZIP
Update requires: No interruption
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Path
AWS CodeBuild が、namespaceType および name とともに、出力アーティファクトに名前を付けて
保存するために使用するパターン:
• type が CODEPIPELINE に設定されている場合、この値を指定しても CodePipeline によって無視
されます。これは、CodePipeline が AWS CodeBuild の代わりにビルド出力名を管理するためで
す。
• type が NO_ARTIFACTS に設定されている場合、ビルド出力は生成されないため、この値を指定し
ても無視されます。
• type が S3 に設定されている場合、これは出力アーティファクトのパスです。path を指定しな
かった場合、path は使用されません。
たとえば、path が MyArtifacts に設定され、namespaceType が NONE に設定され、nameが
MyArtifact.zip に設定されている場合、出力アーティファクトは出力バケット内の
MyArtifacts/MyArtifact.zip に保存されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
ビルド出力アーティファクトのタイプ。有効な値を次に示します。
• CODEPIPELINE: ビルドプロジェクトには、CodePipeline を介して生成されたビルド出力がありま
す。

Note
CODEPIPELINE のタイプは secondaryArtifacts ではサポートされていません。
• NO_ARTIFACTS: ビルドプロジェクトはビルド出力を生成しません。
• S3: ビルドプロジェクトは、ビルド出力を Amazon S3 に保存します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CODEPIPELINE | NO_ARTIFACTS | S3
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project BatchRestrictions
バッチビルドの制限を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComputeTypesAllowed" : [ String, ... ],
"MaximumBuildsAllowed" : Integer
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YAML
ComputeTypesAllowed:
- String
MaximumBuildsAllowed: Integer

プロパティ
ComputeTypesAllowed
バッチビルドで許可されるコンピューティングタイプを指定する文字列の配列。詳細について
は、AWS CodeBuild ユーザーガイドのビルド環境のコンピューティングタイプを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaximumBuildsAllowed
許可されるビルドの最大数を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project BuildStatusConfig
AWS CodeBuild ビルドプロジェクトがソースプロバイダにビルドステータスを報告する方法を定義する情
報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Context" : String,
"TargetUrl" : String

YAML
Context: String
TargetUrl: String

プロパティ
Context
CodeBuild がソースプロバイダに送信するビルドステータスのコンテキストを指定します。このパラ
メータの使用方法は、ソースプロバイダによって異なります。
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Bitbucket
このパラメータは、Bitbucket コミットステータスの name パラメータに使用されます。詳細につ
いては、Bitbucket API ドキュメントの「ビルド」を参照してください。
GitHub/GitHub Enterprise Server
このパラメータは、GitHub コミットステータスの context パラメータに使用されます。詳細に
ついては、GitHub 開発者ガイドの「コミットステータスの作成」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetUrl
CodeBuild がソースプロバイダに送信するビルドステータスのターゲット URL を指定します。このパ
ラメータの使用方法は、ソースプロバイダによって異なります。
Bitbucket
このパラメータは、Bitbucket コミットステータスの url パラメータに使用されます。詳細につ
いては、Bitbucket API ドキュメントの「ビルド」を参照してください。
GitHub/GitHub Enterprise Server
このパラメータは、GitHub コミットステータスの target_url パラメータに使用されます。詳
細については、GitHub 開発者ガイドの「コミットステータスの作成」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project CloudWatchLogsConfig
CloudWatchLogs は、AWS CodeBuild Project LogsConfig プロパティタイプのプロパティであり、AWS
CodeBuild ビルドによって生成される CloudWatch ログの設定を行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GroupName" : String,
"Status" : String,
"StreamName" : String

YAML
GroupName: String
Status: String
StreamName: String
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プロパティ
GroupName
CloudWatch Logs 内のログのグループ名。詳細については、ロググループとログストリームを操作す
るを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
ビルドプロジェクトの CloudWatch Logs 内のログの現在のステータス。有効な値は次のとおりです。
• ENABLED: このビルドプロジェクトの CloudWatch Logs は有効です。
• DISABLED: このビルドプロジェクトの CloudWatch Logs は有効ではありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
StreamName
CloudWatch Logs のストリーム名のプレフィックス。詳細については、ロググループとログストリー
ムを操作するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの CloudWatchLogsConfig

AWS::CodeBuild::Project Environment
Environment は、AWS::CodeBuild::Project リソースのプロパティであり、AWS CodeBuild プロジェク
トの環境を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Certificate" : String,
"ComputeType" : String,
"EnvironmentVariables" : [ EnvironmentVariable (p. 1792), ... ],
"Image" : String,
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}

"ImagePullCredentialsType" : String,
"PrivilegedMode" : Boolean,
"RegistryCredential" : RegistryCredential (p. 1802),
"Type" : String

YAML
Certificate: String
ComputeType: String
EnvironmentVariables:
- EnvironmentVariable (p. 1792)
Image: String
ImagePullCredentialsType: String
PrivilegedMode: Boolean
RegistryCredential:
RegistryCredential (p. 1802)
Type: String

プロパティ
Certificate
Amazon S3 バケットの ARN、パスのプレフィックス、およびビルドプロジェクトの PEM エンコー
ドされた証明書を含むオブジェクトキー。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイド の証明
書を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ComputeType
コンピューティング環境のタイプ。これにより、構築環境が使用する CPU コアとメモリの数が決定
します。使用可能な値は以下のとおりです。
• BUILD_GENERAL1_SMALL: ビルドに最大 3 GB のメモリと 2 つの vCPU を使用します。
• BUILD_GENERAL1_MEDIUM: ビルドに最大 7 GB のメモリと 4 つの vCPU を使用します。
• BUILD_GENERAL1_LARGE: ビルドに最大 15 GB のメモリと 8 つの vCPU を使用します。
詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドのビルド環境コンピューティングタイプを参照して
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnvironmentVariables
このビルドプロジェクトのビルドで使用できるようにする一連の環境変数。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentVariable (p. 1792) のリスト
Update requires: No interruption
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Image
このビルドプロジェクトに使用する Docker イメージを識別するイメージタグまたはイメージダイ
ジェスト。以下の形式を使用します。
• イメージタグの場合: <registry>/<repository>:<tag>。例えば、CodeBuild で Docker イメー
ジの管理に使用する Docker リポジトリの場合、これは aws/codebuild/standard:4.0 です。
• イメージダイジェストの場合: <registry>/<repository>@<digest>。例えば、ダイジェ
スト「sha256:cbbf2f9a99b47fc460d422812b6a5adff7dfee951d8fa2e4a98caa0382cfbdbf」
を使用してイメージを指定するには、<registry>/
<repository>@sha256:cbbf2f9a99b47fc460d422812b6a5adff7dfee951d8fa2e4a98caa0382cfbdbf
を使用します。
詳細については、 AWS CodeBuild ユーザーガイドの CodeBuild に用意されている Docker イメージを
参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
ImagePullCredentialsType
ビルドのイメージをプルするために AWS CodeBuild で使用する認証情報のタイプ。2 つの有効な値が
あります。
• CODEBUILD は、AWS CodeBuild で独自の認証情報を使用することを指定します。これに伴っ
て、AWS CodeBuild サービスプリンシパルを信頼するように ECR リポジトリポリシーを変更する
必要があります。
• SERVICE_ROLE は、AWS CodeBuild でビルドプロジェクトのサービスロールを使用することを指
定します。
クロスアカウントまたはプライベートレジストリイメージを使用する場合は、SERVICE_ROLE
の認証情報を使用する必要があります。AWS CodeBuild の選別されたイメージを使用する場合
は、CODEBUILD の認証情報を使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CODEBUILD | SERVICE_ROLE
Update requires: No interruption
PrivilegedMode
Docker コンテナ内の Docker デーモンを実行できるようにします。ビルドプロジェクトを使用して
Docker イメージを構築する場合にのみ、true に設定します。そうしないと、Docker デーモンとやり
取りしようとするビルドは失敗します。デフォルトの設定は、false です。
ビルドのインストールフェーズ中に Docker デーモンを初期化するには、ビルド仕様ファイルのイン
ストールフェーズに次のいずれかのコマンドセットを追加します。
オペレーティングシステムの基本イメージが Ubuntu Linux である場合:
- nohup /usr/local/bin/dockerd --host=unix:///var/run/docker.sock -host=tcp://0.0.0.0:2375 --storage-driver=overlay&
- timeout 15 sh -c "until docker info; do echo .; sleep 1; done"
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オペレーティングシステムのベースイメージが Alpine Linux で、前のコマンドが機能しない場合は、t 引数を timeoutに追加します。
- nohup /usr/local/bin/dockerd --host=unix:///var/run/docker.sock -host=tcp://0.0.0.0:2375 --storage-driver=overlay&
- timeout -t 15 sh -c "until docker info; do echo .; sleep 1; done"
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RegistryCredential
RegistryCredential は、AWS::CodeBuild::Project Environment プロパティのプロパティであり、
プライベート Docker レジストリへのアクセスを提供する認証情報を指定します。これを設定した場
合:
• imagePullCredentialsType を SERVICE_ROLE に設定する必要があります。
• 選別されたイメージや Amazon ECR イメージは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: RegistryCredential (p. 1802)
Update requires: No interruption
Type
関連するビルドに使用するビルド環境のタイプ。
• 環境タイプ ARM_CONTAINER は、米国東部（バージニア北部）、米国東部（オハイオ州）、米国西
部（オレゴン）、欧州（アイルランド）、アジアパシフィック（ムンバイ）、アジアパシフィック
（東京）、アジアパシフィック（シドニー）、および欧州（フランクフルト）のリージョンでのみ
使用できます。
• コンピューティングタイプ build.general1.2xlarge の環境タイプ LINUX_CONTAINER は、米
国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、カナダ (中部)、欧州 (アイル
ランド)、欧州 (ロンドン)、欧州 (フランクフルト)、アジアパシフィック (東京)、アジアパシフィッ
ク (ソウル)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、中国 (北京)、
中国 (寧夏) のリージョンでのみ使用できます。
• 環境タイプ LINUX_GPU_CONTAINER は、米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中部)、欧州 (アイルランド)、欧州 (ロンドン)、欧州 (フランクフルト)、
アジアパシフィック (東京)、アジアパシフィック (ソウル)、アジアパシフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シドニー)、中国 (北京)、中国 (寧夏) のリージョンでのみ使用できます。
• 環境タイプ WINDOWS_CONTAINER および WINDOWS_SERVER_2019_CONTAINER は、米国東部
(バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、および欧州 (アイルランド) のリー
ジョンでのみ使用できます。
詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドのビルド環境のコンピューティングタイプを参照し
てください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ARM_CONTAINER | LINUX_CONTAINER | LINUX_GPU_CONTAINER |
WINDOWS_CONTAINER | WINDOWS_SERVER_2019_CONTAINER
Update requires: No interruption
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AWS::CodeBuild::Project EnvironmentVariable
EnvironmentVariable は、AWS CodeBuild プロジェクト環境のための環境変数の名前と値を指
定する AWS CodeBuild Project Environment プロパティタイプのプロパティです。ビルドを実行す
る環境を使用している場合、ビルドでこれらの変数を使用できます。EnvironmentVariable に
は、EnvironmentVariable プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Name" : String,
"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Type: String
Value: String

プロパティ
Name
環境変数の名前またはキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Type
環境変数のタイプ。有効な値を次に示します。
• PARAMETER_STORE: Systems Manager Parameter Store に保存される環境変数。パラメータストア
の環境変数を指定する方法については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの env/parameter-store を
参照してください。
• PLAINTEXT: プレーンテキスト形式の環境変数。これは、デフォルト値です。
• SECRETS_MANAGER: AWS Secrets Manager に保存される環境変数。Secrets Manager の環境変数
を指定する方法については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの env/secrets-manager を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PARAMETER_STORE | PLAINTEXT | SECRETS_MANAGER
Update requires: No interruption
Value
環境変数の値。
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Important
機密情報、特に AWS シークレットキー ID とシークレットアクセスキーを保存する場合
は、PLAINTEXT 環境変数を使用しないことを強くお勧めします。PLAINTEXT 環境変数を
プレーンテキストで表示するには、AWS CodeBuild コンソールおよび AWS CLI を使用しま
す。機密値の場合は、PARAMETER_STORE または SECRETS_MANAGER タイプの環境変数を
使用することをお勧めします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
JSON
{

}

"Project": {
"Environment": {
"EnvironmentVariables": [
{
"Name": "MY_VAR_1",
"Type": "PLAINTEXT",
"Value": "VAR_1_VALUE"
},
{
"Name": "MY_VAR_2",
"Type": "PLAINTEXT",
"Value": "VAR_2_VALUE"
}
]
}
}

YAML
Project:
Type: AWS::CodeBuild::Project
Properties:
Environment:
EnvironmentVariables:
- Name: MY_VAR_1
Type: PLAINTEXT
Value: VAR_1_VALUE
- Name: MY_VAR_2
Type: PLAINTEXT
Value: VAR_2_VALUE

AWS::CodeBuild::Project FilterGroup
トリガーする Webhook イベントを決定するために使用する WebhookFilter オブジェクトのリスト。
リスト内の 1 つ以上の WebhookFilter が、EVENT をその型として指定する必要があります。AWS
CodeBuild Project ProjectTriggers プロパティタイプの FilterGroups プロパティは、FilterGroup オ
ブジェクトのリストです。
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必須: いいえ
型: WebhookFilter オブジェクトのリスト
更新に伴う要件: 中断はありません。

AWS::CodeBuild::Project GitSubmodulesConfig
GitSubmodulesConfig は、AWS CodeBuild Project Source プロパティタイプのプロパティであり、ビ
ルドプロジェクトの Git サブモジュール設定に関する情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FetchSubmodules" : Boolean

YAML
FetchSubmodules: Boolean

プロパティ
FetchSubmodules
AWS CodeBuild ビルドプロジェクトの Git サブモジュールを取得するには、true に設定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの GitSubmodulesConfig

AWS::CodeBuild::Project LogsConfig
LogsConfig は、AWS CodeBuild Project リソースのプロパティであり、ビルドプロジェクトのログに
関する情報を指定します。Amazon CloudWatch Logs 内のログ、指定した S3 バケットでビルドされたロ
グ、またはその両方のログです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchLogs" : CloudWatchLogsConfig (p. 1787),
"S3Logs" : S3LogsConfig (p. 1803)
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YAML
CloudWatchLogs:
CloudWatchLogsConfig (p. 1787)
S3Logs:
S3LogsConfig (p. 1803)

プロパティ
CloudWatchLogs
ビルドプロジェクトの CloudWatch Logs に関する情報。CloudWatch Logs はデフォルトで有効になり
ます。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLogsConfig (p. 1787)
Update requires: No interruption
S3Logs
ビルドプロジェクト用に S3 バケットに構築されるログに関する情報。S3 ログはデフォルトでは有効
になりません。
必須: いいえ
タイプ: S3LogsConfig (p. 1803)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの LogsConfig

AWS::CodeBuild::Project ProjectBuildBatchConfig
バッチビルドプロジェクトに関する設定情報を示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CombineArtifacts" : Boolean,
"Restrictions" : BatchRestrictions (p. 1785),
"ServiceRole" : String,
"TimeoutInMins" : Integer

YAML
CombineArtifacts: Boolean
Restrictions:
BatchRestrictions (p. 1785)
ServiceRole: String
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TimeoutInMins: Integer

プロパティ
CombineArtifacts
バッチビルドのビルドアーティファクトを 1 つのアーティファクトの場所に結合するかどうかを指定
します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Restrictions
バッチビルドの制限を指定する BatchRestrictions オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: BatchRestrictions (p. 1785)
Update requires: No interruption
ServiceRole
バッチビルドプロジェクトのサービスロール ARN を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
TimeoutInMins
バッチビルドを完了するまでの最大時間 (分単位) を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project ProjectCache
ProjectCache は、AWS CodeBuild Project リソースのプロパティであり、ビルドプロジェクトのキャッ
シュに関する情報を指定します。ProjectCache を指定しない場合、その両方のプロパティはデフォルト
で NO_CACHE に設定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Location" : String,
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}

"Modes" : [ String, ... ],
"Type" : String

YAML
Location: String
Modes:
- String
Type: String

プロパティ
Location
キャッシュの場所に関する情報:
• NO_CACHE または LOCAL: この値は無視されます。
• S3: これは S3 バケットの名前/プレフィックスです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Modes
ローカルキャッシュモードを指定する文字列の配列。1 つ以上のローカルキャッシュモードを同時に
使用できます。これは、LOCAL キャッシュタイプにのみ使用します。
想定される値は次のとおりです。
LOCAL_SOURCE_CACHE
プライマリソースとセカンダリソースの Git メタデータをキャッシュします。キャッシュ作成後
のビルドでは、コミット間の変更のみプルされます。このモードは、クリーンな作業ディレクト
リと、大きな Git リポジトリであるソースを持つプロジェクトに適しています。このオプション
を選択し、プロジェクトで Git リポジトリ (GitHub、GitHub Enterprise、または Bitbucket) を使用
していない場合、このオプションは無視されます。
LOCAL_DOCKER_LAYER_CACHE
既存の Docker レイヤーをキャッシュします。このモードは、大きな Docker イメージを構築また
は取得するプロジェクトに適しています。そのため、大きな Docker イメージをネットワークか
らプルすることによって生じるパフォーマンス上の問題を回避できます。

Note
• Docker レイヤーキャッシュは Linux 環境でのみ使用できます。
• プロジェクトに必要な Docker アクセス許可が付与されるように、privileged フラ
グを設定する必要があります 。
• Docker レイヤーキャッシュモードを使用する前に、セキュリティへの影響を検討して
ください。
LOCAL_CUSTOM_CACHE
buildspec ファイルで指定したディレクトリをキャッシュします。このシナリオは、ビルドシナリ
オが他の 3 つのローカルキャッシュモードのいずれにも適していない場合に適しています。カス
タムキャッシュを使用する場合:
• キャッシュに指定できるのはディレクトリのみです。個々のファイルを指定することはできま
せん。
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• キャッシュされたディレクトリを参照するには、シンボリックリンクを使用します。
• キャッシュされたディレクトリは、プロジェクトソースをダウンロードする前にビルドにリ
ンクされます。ソースアイテムの名前が同じ場合、キャッシュされたアイテムは上書きされま
す。ディレクトリは buildspec ファイルのキャッシュパスを使って指定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Type
ビルドプロジェクトで使用するキャッシュのタイプ。有効な値を次に示します。
• NO_CACHE: ビルドプロジェクトはキャッシュを使用しません。
• S3: ビルドプロジェクトは S3 に対して読み書きを行います。
• LOCAL: ビルドプロジェクトは、ビルドホストでしか使用できないキャッシュをそのビルドホストに
ローカルに保存します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: LOCAL | NO_CACHE | S3
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの ProjectCache

AWS::CodeBuild::Project ProjectFileSystemLocation
Amazon Elastic File System (EFS) によって作成されたファイルシステムに関する情報。詳細については、
「Amazon Elastic File System とは」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Identifier" : String,
"Location" : String,
"MountOptions" : String,
"MountPoint" : String,
"Type" : String

YAML
Identifier: String
Location: String
MountOptions: String
MountPoint: String
Type: String
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プロパティ
Identifier
Amazon EFS によって作成されたファイルシステムへのアクセスに使用される名前。CodeBuild
はidentifier をすべて大文字で CODEBUILD_ に追加して環境変数を作成します。たとえ
ば、identifier に my_efs を指定した場合、CODEBUILD_MY_EFS という名前の新しい環境変数が
作成されます。
identifier は、ファイルシステムをマウントするために使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Location
Amazon EFS によって作成されたファイルシステムの場所を指定する文字列。形式は efs-dnsname:/directory-path です。ファイルシステムの DNS 名は Amazon EFS コンソールで表示
するときに確認できます。ディレクトリパスは CodeBuild がマウントするファイルシステム内の
ディレクトリへのパスです。たとえば、ファイルシステムの DNS 名が fs-abcd1234.efs.uswest-2.amazonaws.com で、マウントディレクトリが my-efs-mount-directory の場
合、location は fs-abcd1234.efs.us-west-2.amazonaws.com:/my-efs-mountdirectory です。
形式 efs-dns-name:/directory-path のディレクトリパスはオプションです。ディレクトリパス
を指定しない場合、場所は DNS 名のみになり、CodeBuild はファイルシステム全体をマウントしま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MountOptions
Amazon EFS によって作成されたファイルシステムのマウントオプ
ション。CodeBuild で使用されるデフォルトのマウントオプションは
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2 です。詳細に
ついては、「NFS の推奨されるマウントオプション」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MountPoint
ファイルシステムをマウントするコンテナ内の場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
ファイルシステムのタイプ。サポートされているタイプの 1 つは EFS です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EFS
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project ProjectSourceVersion
ソース識別子とそれに対応するバージョン。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourceIdentifier" : String,
"SourceVersion" : String

YAML
SourceIdentifier: String
SourceVersion: String

プロパティ
SourceIdentifier
ビルドプロジェクトのソースの識別子。識別子は、英数字とアンダースコアのみを使用できます。ま
た、長さは 128 文字未満である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceVersion
対応するソース識別子のソースのバージョン。指定する場合、以下のいずれかである必要がありま
す。
• CodeCommit の場合: 使用するコミット ID、ブランチ、または Git タグ。
• GitHub の場合は、ビルドするソースコードのバージョンに対応するコミット ID、プルリクエスト
ID、ブランチ名、またはタグ名。プルリクエスト ID を指定する場合、pr/pull-request-ID (例:
pr/25) 形式を使用する必要があります。ブランチ名を指定すると、ブランチの HEAD コミット ID
が使用されます。指定しない場合は、デフォルトブランチの HEAD コミット ID が使用されます。
• Bitbucket の場合、ビルドするソースコードのバージョンに対応するコミット ID、ブランチ名、ま
たはタグ名。ブランチ名を指定すると、ブランチの HEAD コミット ID が使用されます。指定しな
い場合は、デフォルトブランチの HEAD コミット ID が使用されます。
• Amazon S3 の場合、使用するビルド入力 ZIP ファイルを表すオブジェクトのバージョン ID。
詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの CodeBuild のソースバージョンのサンプルを参照
してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project ProjectTriggers
ProjectTriggers は AWS CodeBuild Project リソースのプロパティであり、AWS CodeBuild ビルドを
トリガーする Webhook を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BuildType" : String,
"FilterGroups" : [ FilterGroup (p. 1793), ... ],
"Webhook" : Boolean

YAML
BuildType: String
FilterGroups:
- FilterGroup (p. 1793)
Webhook: Boolean

プロパティ
BuildType
この Webhook がトリガーするビルドのタイプを指定します。許可された値は次のとおりです:
BUILD
1 つのビルド
BUILD_BATCH
バッチビルド
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FilterGroups
トリガーする Webhook イベントを決定するために使用する WebhookFilter オブジェクトのリス
ト。配列内の 1 つ以上の WebhookFilter が、その型として EVENT を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: FilterGroup (p. 1793) のリスト
Update requires: No interruption
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Webhook
コードの変更がリポジトリにプッシュされるたびに、ソースコードの再構築が自動的に開始するかど
うかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project RegistryCredential
RegistryCredential は、AWS CodeBuild Project Environment プロパティタイプのプロパティであ
り、プライベート Docker レジストリへのアクセスを提供する認証情報を指定します。これを設定した場
合:
• imagePullCredentialsType を SERVICE_ROLE に設定する必要があります。
• 選別されたイメージや Amazon ECR イメージは使用できません。
詳細については、AWS CodeBuild の AWS Secrets Manager サンプルを使用したプライベートレジスト
リを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Credential" : String,
"CredentialProvider" : String

YAML
Credential: String
CredentialProvider: String

プロパティ
Credential
AWS Secrets Manager で作成した認証情報の Amazon リソースネーム (ARN) または名前。

Note
credential で認証情報の名前を使用できるのは、認証情報が現在の AWS リージョン 内に
存在する場合のみです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
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CredentialProvider
プライベート Docker レジストリにアクセスするための認証情報を作成したサービス。有効な値
(SECRETS_MANAGER) は、AWS Secrets Manager 用です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SECRETS_MANAGER
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの RegistryCredential

AWS::CodeBuild::Project S3LogsConfig
S3Logs は、AWS CodeBuild Project LogsConfig プロパティタイプのプロパティであり、S3 バケットの
AWS CodeBuild ビルドによって生成されるログの設定を行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncryptionDisabled" : Boolean,
"Location" : String,
"Status" : String

YAML
EncryptionDisabled: Boolean
Location: String
Status: String

プロパティ
EncryptionDisabled
S3 ビルドログの出力を暗号化しない場合は、true に設定します。デフォルトでは S3 のビルドログは
暗号化されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Location
S3 バケットの ARN および S3 ログのパスプレフィックス。たとえば、Amazon S3 バケット名が mybucket で、パスのプレフィックスが build-log の場合、使用できるフォーマットは my-bucket/
build-log または arn:aws:s3:::my-bucket/build-log になります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
S3 ビルドログの現在のステータス。有効な値は次のとおりです。
• ENABLED: このビルドプロジェクトの S3 ビルドログは有効です。
• DISABLED: このビルドプロジェクトの S3 ビルドログは有効ではありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの S3LogsConfig

AWS::CodeBuild::Project Source
Source は、AWS::CodeBuild::Project リソースのプロパティであり、ソースコードのリポジトリタイプや
場所など、プロジェクトのソースコードの設定を行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Auth" : SourceAuth (p. 1807),
"BuildSpec" : String,
"BuildStatusConfig" : BuildStatusConfig (p. 1786),
"GitCloneDepth" : Integer,
"GitSubmodulesConfig" : GitSubmodulesConfig (p. 1794),
"InsecureSsl" : Boolean,
"Location" : String,
"ReportBuildStatus" : Boolean,
"SourceIdentifier" : String,
"Type" : String

YAML
Auth:
SourceAuth (p. 1807)
BuildSpec: String
BuildStatusConfig:
BuildStatusConfig (p. 1786)
GitCloneDepth: Integer
GitSubmodulesConfig:
GitSubmodulesConfig (p. 1794)
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InsecureSsl: Boolean
Location: String
ReportBuildStatus: Boolean
SourceIdentifier: String
Type: String

プロパティ
Auth
ビルドするソースコードにアクセスするための AWS CodeBuild の権限付与設定に関する情報。
この情報は、AWS CodeBuild コンソールによる使用のみを目的としています。コードで直接 Auth を
取得または設定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: SourceAuth (p. 1807)
Update requires: No interruption
BuildSpec
プロジェクトのビルド仕様。この値が指定されない場合は、ソースコードにはルートレベルに
buildspec.yml という名前のビルド仕様ファイルが含まれている必要があります。この値が指定
される場合は、ビルド仕様全体を含む単一の文字列か、組み込みの環境変数 CODEBUILD_SRC_DIR
の値と相対的な代替ビルド仕様ファイルへのパスのいずれかになります。代替ビルド仕様ファイ
ルには、buildspec.yml 以外の名前を付けることができます。たとえば、myspec.yml または
build_spec_qa.yml といった類似の名前を付けます。詳細については、AWS CodeBuild ユーザー
ガイドのビルド仕様に関するリファレンスを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BuildStatusConfig
ビルドプロジェクトがソースプロバイダにビルドステータスを報告する方法を定義する情報が含ま
れています。このオプションは、ソースプロバイダが GITHUB、GITHUB_ENTERPRISE、または
BITBUCKET の場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: BuildStatusConfig (p. 1786)
Update requires: No interruption
GitCloneDepth
ダウンロードする履歴の深さ。最小値は 0 です。この値が 0、あるいは 25 より大きいか指定され
ていない場合、完全な履歴が各ビルドプロジェクトと共にダウンロードされます。ソースタイプが
Amazon S3 である場合、この値はサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
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GitSubmodulesConfig
ビルドプロジェクトの Git サブモジュール設定に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: GitSubmodulesConfig (p. 1794)
Update requires: No interruption
InsecureSsl
これは GitHub Enterprise のみで使用されます。GitHub Enterprise プロジェクトリポジトリに接続す
るときに SSL 警告を無視するには、true に設定します。デフォルト値は false です。InsecureSsl
は、テスト目的でのみ使用してください。本番環境では使用しないでください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Location
ビルドするソースコードの場所に関する情報。有効な値を次に示します。
• CodePipeline のパイプラインのソースアクションで指定されているソースコード設定の場合
は、location を指定しないでください。指定しても、CodePipeline によって無視されます。これ
は、CodePipeline がこの値ではなくパイプラインのソースアクションの設定を使用するためです。
• CodeCommit リポジトリのソースコードの場合は、ソースコードとビルド仕様 (例: https://gitcodecommit.<region-ID>.amazonaws.com/v1/repos/<repo-name>) を含むリポジトリ
の、HTTPS クローン URL。
• Amazon S3 入力バケットのソースコードの場合、次のいずれかです。
• ソースコードを含む ZIP ファイルへのパス (<bucket-name>/<path>/<object-name>.zip
など)。
• ソースコードを含むフォルダへのパス (<bucket-name>/<path-to-source-code>/
<folder>/ など)。
• GitHub リポジトリのソースコードの場合は、ソースコードと buildspec ファイルを含むリポジ
トリの HTTPS クローン URL。AWS アカウント を GitHub アカウントに接続する必要がありま
す。AWS CodeBuild コンソールを使用してビルドプロジェクトの作成を開始します。コンソールを
使用して GitHub に接続 (または再接続) する場合は、GitHub の [Authorize application] (アプリケー
ションの承認) ページで、[Organization access] (組織へのアクセス) として、AWS CodeBuild によ
るアクセスを許可する各リポジトリの横にある [Request access] (アクセス権のリクエスト) をク
リックし、[Authorize application] (アプリケーションの承認) をクリックします。(GitHub アカウン
トに接続した後、ビルドプロジェクトの作成を完了する必要はありません。AWS CodeBuild コン
ソールから移動できます。) この接続を使用するよう AWS CodeBuild に指示するには、source オ
ブジェクトで、auth オブジェクトの type 値を OAUTH に設定します。
• Bitbucket リポジトリのソースコードの場合は、ソースコードと buildspec ファイルを含むリポジ
トリの HTTPS クローン URL。AWS アカウントを Bitbucket アカウントに接続する必要がありま
す。AWS CodeBuild コンソールを使用してビルドプロジェクトの作成を開始します。コンソー
ルを使用して Bitbucket に接続 (または再接続) する場合は、Bitbucket の [Confirm access to your
account] ページで、[Grant access] を選択します(Bitbucket アカウントに接続した後、ビルドプロ
ジェクトの作成を完了する必要はありません)。AWS CodeBuild コンソールから移動できます。) こ
の接続を使用するよう AWS CodeBuild に指示するには、source オブジェクトで、auth オブジェ
クトの type 値を OAUTH に設定します。
Type プロパティに CODEPIPELINE を指定した場合、このプロパティを指定しないでください。他の
すべてのタイプでは、Location を指定する必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReportBuildStatus
ビルドの開始と終了のステータスをソースプロバイダーに報告するには、true に設定しま
す。このオプションは、ソースプロバイダーが GitHub、GitHub Enterprise、または Bitbucket
の場合にのみ有効です。これが設定されているときに別のソースプロバイダーを使用する
と、invalidInputException がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SourceIdentifier
このプロジェクトソースの識別子。識別子は、英数字とアンダースコアのみを使用できます。また、
長さは 128 文字未満である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
ビルドするソースコードを含むリポジトリのタイプ。有効な値を次に示します。
• BITBUCKET: ソースコードは Bitbucket リポジトリにあります。
• CODECOMMIT: ソースコードは CodeCommit リポジトリにあります。
• CODEPIPELINE: ソースコード設定は、CodePipeline のパイプラインのソースアクションで指定さ
れています。
• GITHUB: ソースコードは GitHub または GitHub Enterprise Cloud リポジトリにあります。
• GITHUB_ENTERPRISE: ソースコードは GitHub Enterprise Server リポジトリにあります。
• NO_SOURCE: プロジェクトに入力ソースコードがありません。
• S3: ソースコードは Amazon S3 バケットにあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BITBUCKET | CODECOMMIT | CODEPIPELINE | GITHUB |
GITHUB_ENTERPRISE | NO_SOURCE | S3
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project SourceAuth
SourceAuth は、AWS CodeBuild Project Source プロパティタイプのプロパティであり、ビルドするソー
スコードにアクセスするための AWS CodeBuild の認証設定を指定します。
SourceAuth は、CodeBuild コンソールでのみ使用できます。直接取得または設定しないでください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Resource" : String,
"Type" : String

YAML
Resource: String
Type: String

プロパティ
Resource
指定した権限付与タイプに適用されるリソース値。

Note
このデータ型は、AWS CodeBuild コンソールでのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
使用する権限付与タイプ。有効な唯一の値は OAUTH です。これは OAuth 権限付与タイプを表しま
す。

Note
このデータ型は、AWS CodeBuild コンソールでのみ使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: OAUTH
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::Project VpcConfig
VpcConfig は、AWS::CodeBuild::Project リソースのプロパティであり、AWS CodeBuild が Amazon
VPC のリソースにアクセスできるようにします。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの
Amazon Virtual Private Cloud で AWS CodeBuild を使用するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ],
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}

"VpcId" : String

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String
VpcId: String

プロパティ
SecurityGroupIds
Amazon VPC 内の 1 つ以上のセキュリティグループ ID のリスト。最大カウントは 5 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Subnets
Amazon VPC 内の 1 つ以上のサブネット ID のリスト。最大カウントは 16 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption
VpcId
Amazon VPC の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeBuild API リファレンスの VpcConfig

AWS::CodeBuild::Project WebhookFilter
WebhookFilter は、AWS CodeBuild Project ProjectTriggers プロパティタイプの FilterGroups プロ
パティの構造であり、AWS CodeBuild ビルドをトリガーする Webhook を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"ExcludeMatchedPattern" : Boolean,
"Pattern" : String,
"Type" : String

YAML
ExcludeMatchedPattern: Boolean
Pattern: String
Type: String

プロパティ
ExcludeMatchedPattern
ビルドをトリガーしない Webhook イベントを pattern で決定することを示すために使用しま
す。true の場合、pattern と一致しない Webhook イベントによってビルドがトリガーされま
す。false の場合、pattern と一致する Webhook イベントによってビルドがトリガーされます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Pattern
EVENT タイプを使用する WebHookFilter の場合は、1 つ以上のイベントを指定するカ
ンマ区切りの文字列。たとえば、Webhook フィルタ PUSH, PULL_REQUEST_CREATED,
PULL_REQUEST_UPDATED を使用すると、すべてのプッシュイベント、プルリクエスト作成イベン
ト、およびプルリクエスト更新イベントでビルドをトリガーできます。
他のフィルタタイプを使用する WebHookFilter の場合は、正規表現パターン。たとえ
ば、HEAD_REF をその type に使用し、^refs/heads/ というパターンを使用する WebHookFilter
は、ヘッド参照が参照名 refs/heads/branch-name のブランチである場合にビルドをトリガーし
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
Webhook フィルタのタイプ。Webhook フィルターに
は、EVENT、ACTOR_ACCOUNT_ID、HEAD_REF、BASE_REF、FILE_PATH および COMMIT_MESSAGE
の 6 つのタイプがあります。
EVENT

提供された pattern が
PUSH、PULL_REQUEST_CREATED、PULL_REQUEST_UPDATED、PULL_REQUEST_REOPENED、PULL_REQUES
の 5 つのイベントタイプのいずれかと一致すると、Webhook イベントによってビルドがトリ
ガーされます。EVENT パターンは、カンマ区切りの文字列で指定します。たとえば、PUSH,
PULL_REQUEST_CREATED, PULL_REQUEST_UPDATED は、すべてのプッシュイベント、プルリ
クエスト作成イベント、およびプルリクエスト更新イベントをフィルタリングします。
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Note
PULL_REQUEST_REOPENED は、GitHub および GitHub Enterprise でのみ使用できます。
ACTOR_ACCOUNT_ID
GitHub、GitHub Enterprise、または Bitbucket アカウント ID が正規表現 pattern と一致する
と、Webhook イベントによってビルドがトリガーされます。
HEAD_REF
ヘッド参照が正規表現 pattern と一致すると、Webhook イベントによってビルドがトリガーさ
れます。たとえば、refs/heads/branch-name と refs/tags/tag-name です。
GitHub と GitHub Enterprise のプッシュイベント、GitHub と GitHub Enterprise のプルリクエス
トイベント、Bitbucket のプッシュイベント、および Bitbucket のプルリクエストイベントで使用
できます。
BASE_REF
基本参照が正規表現 pattern と一致すると、Webhook イベントによってビルドがトリガーされ
ます。たとえば、refs/heads/branch-name と指定します。

Note
プルリクエストイベントでのみ使用できます。
FILE_PATH
変更されたファイルのパスが正規表現 pattern と一致すると、Webhook によってビルドがトリ
ガーされます。

Note
GitHub および Bitbucket イベントでプッシュおよびプルリクエストイベントで動作しま
す。GitHub エンタープライズプッシュイベントでも動作しますが、GitHub エンタープラ
イズプルリクエストイベントでは動作しません。
COMMIT_MESSAGE
ヘッドコミットメッセージが正規表現 pattern と一致すると、Webhook はビルドをトリガーし
ます。

Note
GitHub および Bitbucket イベントでプッシュおよびプルリクエストイベントで動作しま
す。GitHub エンタープライズプッシュイベントでも動作しますが、GitHub エンタープラ
イズプルリクエストイベントでは動作しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ACTOR_ACCOUNT_ID | BASE_REF | COMMIT_MESSAGE | EVENT | FILE_PATH
| HEAD_REF
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::ReportGroup
レポートグループを表します。レポートグループには、レポートのコレクションが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeBuild::ReportGroup",
"Properties" : {
"DeleteReports" : Boolean,
"ExportConfig" : ReportExportConfig (p. 1814),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::CodeBuild::ReportGroup
Properties:
DeleteReports: Boolean
ExportConfig:
ReportExportConfig (p. 1814)
Name: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
DeleteReports
レポートグループを削除するときに、レポートグループ内のレポートを削除する必要があるかどうか
を指定します。
true
レポートグループを削除する前に、レポートグループに属するレポートを削除します。
false
レポートグループ内のレポートはすべて削除する必要があります。これは、デフォルト値です。1
つまたは複数のレポートを含むレポートグループを削除すると、例外がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExportConfig
この ReportGroup の raw データがエクスポートされる送信先に関する情報。
必須: はい
タイプ: ReportExportConfig (p. 1814)
Update requires: No interruption
Name
ReportGroup の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 2
最大: 128
Update requires: Replacement
Tags
このレポートグループに関連付けられているタグキーと値のペアのリスト。
これらのタグは、AWS CodeBuild レポートグループタグをサポートする AWS のサービスで使用でき
ます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
Type
ReportGroup のタイプ。これには、次のいずれかの値を指定できます。
CODE_COVERAGE
レポートグループには、コードカバレッジレポートが含まれます。
TEST
レポートグループには、テストレポートが含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CODE_COVERAGE | TEST
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を Ref 組み込み関数に渡すと、Ref から AWS CodeBuild レポートグループの
ARN (arn:aws:codebuild:region:123456789012:report-group/myReportGroupName など) が
返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル
戻り値のリストが示されます。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してくださ
い。
Arn
AWS CodeBuild レポートグループの ARN
(arn:aws:codebuild:region:123456789012:report-group/myReportGroupName など)。
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AWS::CodeBuild::ReportGroup ReportExportConfig
レポートの実行がエクスポートされる場所に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExportConfigType" : String,
"S3Destination" : S3ReportExportConfig (p. 1814)

YAML
ExportConfigType: String
S3Destination:
S3ReportExportConfig (p. 1814)

プロパティ
ExportConfigType
エクスポート設定タイプ。有効な値は次のとおりです。
• S3: レポート結果は S3 バケットにエクスポートされます。
• NO_EXPORT: レポート結果はエクスポートされません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: NO_EXPORT | S3
Update requires: No interruption
S3Destination
レポートの実行がエクスポートされる S3 バケットに関する情報を含む S3ReportExportConfig オ
ブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: S3ReportExportConfig (p. 1814)
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::ReportGroup S3ReportExportConfig
レポートの生データがエクスポートされる S3 バケットに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Bucket" : String,
"BucketOwner" : String,
"EncryptionDisabled" : Boolean,
"EncryptionKey" : String,
"Packaging" : String,
"Path" : String

YAML
Bucket: String
BucketOwner: String
EncryptionDisabled: Boolean
EncryptionKey: String
Packaging: String
Path: String

プロパティ
Bucket
レポートの生データがエクスポートされる S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
BucketOwner
Amazon S3 バケットの所有者の AWS アカウント識別子。これにより、ビルドを実行するアカウント
以外のアカウントが所有する Amazon S3 バケットにレポートデータをエクスポートできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionDisabled
レポートの結果を暗号化するかどうかを指定するブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EncryptionKey
レポートの暗号化された生データの暗号化キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
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Packaging
作成するビルド出力アーティファクトのタイプ。有効な値を次に示します。
• NONE: CodeBuild は、出力バケットに生データを作成します。パッケージングが指定されていない
場合は、これがデフォルトです。
• ZIP: CodeBuild は、出力バケットに生データを含む ZIP ファイルを作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | ZIP
Update requires: No interruption
Path
エクスポートされたレポートの生データ結果へのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeBuild::SourceCredential
GitHub、GitHub Enterprise、Bitbucket リポジトリの認証情報に関する情報。AWS Secrets Manager を使
用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使用する場合は、シークレット
マネージャーにシークレットが必要です。詳細については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指
定する」を参照してください。

Important
セキュリティ上の理由から、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して
認証情報を保存しないでください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties" : {
"AuthType" : String,
"ServerType" : String,
"Token" : String,
"Username" : String
}

YAML
Type: AWS::CodeBuild::SourceCredential
Properties:
AuthType: String
ServerType: String
Token: String
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Username: String

プロパティ
AuthType
認証情報により使用される認証のタイプ。有効なオプション
は、OAUTH、BASIC_AUTH、PERSONAL_ACCESS_TOKEN です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BASIC_AUTH | OAUTH | PERSONAL_ACCESS_TOKEN
Update requires: No interruption
ServerType
ソースプロバイダーのタイプ。有効なオプション
は、GITHUB、GITHUB_ENTERPRISE、BITBUCKET です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BITBUCKET | GITHUB | GITHUB_ENTERPRISE
Update requires: Replacement
Token
GitHub または GitHub Enterprise では、これは個人用アクセストークンです。Bitbucket では、これは
アプリのパスワードです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Username
authType が BASIC_AUTH の場合の Bitbucket ユーザー名。その他のタイプのソースプロバイダーま
たは接続では、このパラメータは有効ではありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

例
AWS Secrets Manager を使用して Bitbucket ソース認証情報を作成する
YAML
CodeBuildSourceCredential:
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Type: 'AWS::CodeBuild::SourceCredential'
Properties:
Token: '{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:token}}'
ServerType: BITBUCKET
Username: '{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:username}}'
AuthType: BASIC_AUTH

JSON
{

}

"CodeBuildSourceCredential": {
"Type": "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties": {
"Token": "{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:token}}",
"ServerType": "BITBUCKET",
"Username": "{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:username}}",
"AuthType": "BASIC_AUTH"
}
}

AWS Secrets Manager を使用して GitHub Enterprise ソース認証情報を作成する
YAML
Resources:
CodeBuildSourceCredential:
Type: 'AWS::CodeBuild::SourceCredential'
Properties:
Token: '{{resolve:secretsmanager:github_enterprise:SecretString:token}}'
ServerType: GITHUB_ENTERPRISE
AuthType: PERSONAL_ACCESS_TOKEN

JSON
{

}

"Resources": {
"CodeBuildSourceCredential": {
"Type": "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties": {
"Token": "{{resolve:secretsmanager:github_enterprise:SecretString:token}}",
"ServerType": "GITHUB_ENTERPRISE",
"AuthType": "PERSONAL_ACCESS_TOKEN"
}
}
}

AWS Secrets Manager を使用して GitHub ソース認証情報を作成する
YAML
Resources:
CodeBuildSourceCredential:
Type: 'AWS::CodeBuild::SourceCredential'
Properties:
Token: '{{resolve:secretsmanager:github:SecretString:token}}'
ServerType: GITHUB
AuthType: PERSONAL_ACCESS_TOKEN
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JSON
{

}

"Resources": {
"CodeBuildSourceCredential": {
"Type": "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties": {
"Token": "{{resolve:secretsmanager:github:SecretString:token}}",
"ServerType": "GITHUB",
"AuthType": "PERSONAL_ACCESS_TOKEN"
}
}
}

Bitbucket のソース認証情報をインポートする
YAML
Resources:
MySourceCreds:
Type: 'AWS::CodeBuild::SourceCredential'
Properties:
Token: '{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:token}}'
ServerType: BITBUCKET
Username: '{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:username}}'
AuthType: BASIC_AUTH
MyProject:
Type: 'AWS::CodeBuild::Project'
Properties:
Name: myProjectName
Description: A description about my project
ServiceRole: testServiceRoleArn
Artifacts:
Type: NO_ARTIFACTS
Environment:
Type: LINUX_CONTAINER
ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
Image: 'aws/codebuild/standard:5.0'
Source:
Type: BITBUCKET
Location: 'your-bitbucket-repo-url'
DependsOn: MySourceCreds

JSON
{

"Resources": {
"MySourceCreds": {
"Type": "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties": {
"Token": "{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:token}}",
"ServerType": "BITBUCKET",
"Username": "{{resolve:secretsmanager:bitbucket:SecretString:username}}",
"AuthType": "BASIC_AUTH"
}
},
"MyProject": {
"Type": "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties": {
"Name": "myProjectName",
"Description": "A description about my project",
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"ServiceRole": "testServiceRoleAr",
"Artifacts": {
"Type": "NO_ARTIFACTS"
},
"Environment": {
"Type": "LINUX_CONTAINER",
"ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
"Image": "aws/codebuild/standard:5.0"
},
"Source": {
"Type": "BITBUCKET",
"Location": "your-bitbucket-repo-url"
}

}

}

}

},
"DependsOn": "MySourceCreds"

Github のソース認証情報をインポートする
YAML
Resources:
MySourceCreds:
Type: 'AWS::CodeBuild::SourceCredential'
Properties:
Token: '{{resolve:secretsmanager:github:SecretString:token}}'
ServerType: GITHUB
AuthType: PERSONAL_ACCESS_TOKEN
MyProject:
Type: 'AWS::CodeBuild::Project'
Properties:
Name: myProjectName
Description: A description about my project
ServiceRole: testServiceRoleArn
Artifacts:
Type: NO_ARTIFACTS
Environment:
Type: LINUX_CONTAINER
ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
Image: 'aws/codebuild/standard:5.0'
Source:
Type: GITHUB
Location: 'your-github-repo-url'
DependsOn: MySourceCreds

JSON
{

"Resources": {
"MySourceCreds": {
"Type": "AWS::CodeBuild::SourceCredential",
"Properties": {
"Token": "{{resolve:secretsmanager:github:SecretString:token}}",
"ServerType": "GITHUB",
"AuthType": "PERSONAL_ACCESS_TOKEN"
}
},
"MyProject": {
"Type": "AWS::CodeBuild::Project",
"Properties": {
"Name": "myProjectName",
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"Description": "A description about my project",
"ServiceRole": "testServiceRoleArn",
"Artifacts": {
"Type": "NO_ARTIFACTS"
},
"Environment": {
"Type": "LINUX_CONTAINER",
"ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
"Image": "aws/codebuild/standard:5.0"
},
"Source": {
"Type": "GITHUB",
"Location": "your-github-repo-url"
}

}

}

}

},
"DependsOn": "MySourceCreds"

AWS CodeCommit リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeCommit::Repository (p. 1821)

AWS::CodeCommit::Repository
空のリポジトリを新しく作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeCommit::Repository",
"Properties" : {
"Code" : Code (p. 1825),
"RepositoryDescription" : String,
"RepositoryName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Triggers" : [ RepositoryTrigger (p. 1826), ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
Code:
Code (p. 1825)
RepositoryDescription: String
RepositoryName: String
Tags:
- Tag
Triggers:
- RepositoryTrigger (p. 1826)
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プロパティ
Code
AWS CloudFormation スタックで作成された後にリポジトリにコミットされるコードに関する情報で
す。コードに関する情報は、リソースの作成でのみ使用されます。スタックの更新では、最初のリ
ソース作成後にコードプロパティに加えられた変更は反映されません。

Note
このプロパティは、作成時に AWS CloudFormation テンプレートを使用してリポジトリを作
成するときにのみ、コードを追加できます。このプロパティは、既存のリポジトリへのコー
ドの更新には使用できません。
必須: いいえ
タイプ: Code (p. 1825)
Update requires: No interruption
RepositoryDescription
新しいリポジトリのコメントまたは説明。

Note
リポジトリの説明フィールドでは、すべての HTML 文字とすべての有効な Unicode 文字を
使用できます。説明を HTML エンコードせずに、ウェブページに表示するアプリケーション
は、ユーザーを悪意のあるコードにさらす可能性があります。この API を使用するあらゆる
アプリケーションで説明フィルターを HTML エンコードして、ウェブページにリポジトリの
説明を表示するようにしてください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
Update requires: No interruption
RepositoryName
作成される新しいリポジトリの名前です。

Note
リポジトリ名は、呼び出し元の AWS アカウント で一意である必要があります。リポジトリ
名は 100 文字の英数字、ハイフン、およびアンダースコアに制限されており、特定の文字を
含めることはできません。リポジトリ名の制限の詳細については、 AWS CodeCommit ユー
ザーガイドのクォータを参照してください。サフィックス ".git" は禁止されています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [\w\.-]+
Update requires: No interruption
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Tags
このリポジトリにタグを付けるときに使用する 1 つ以上のタグキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Triggers
各トリガーの設定情報の JSON ブロック。
必須: いいえ
タイプ: RepositoryTrigger (p. 1826) のリスト
Update requires: Some interruptions

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリポジトリ ID が返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はリポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
CloneUrlHttp
このリソースの論理 ID を渡すと、関数は HTTPS 経由でリポジトリのクローン作成に使用する URL
を返します。
CloneUrlSsh
このリソースの論理 ID を渡すと、関数は SSH 経由でリポジトリのクローン作成に使用する URL を
返します。
Name
このリソースの論理 ID を渡すと、関数はリポジトリの名前を返します。

例
以下の例は、AWS CloudFormation を使用して CodeCommit リポジトリを作成するのに役立ちます。

例
次の例では、MyDemoRepo という名前の CodeCommit リポジトリを作成します。新しく作成されたリポ
ジトリには、MySourceCodeBucket という名前の Amazon S3 バケットに保存されたコードが入力され、
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そのリポジトリは、development という名前のブランチ (リポジトリのデフォルトのブランチ) に配置され
ます。

JSON
{

"MyRepo": {
"Type": "AWS::CodeCommit::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "MyDemoRepo",
"RepositoryDescription": "This is a repository for my project with code from
MySourceCodeBucket.",
"Code": {
"BranchName": "development",
"S3": {
"Bucket": "MySourceCodeBucket",
"Keya": "MyKey",
"ObjectVersion": "1"
}
}
}
}

}

YAML
MyRepo:
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
RepositoryName: MyDemoRepo
RepositoryDescription: This is a repository for my project with code from
MySourceCodeBucket.
Code:
BranchName: development
S3:
Bucket: MySourceCodeBucket,
Key: MyKey,
ObjectVersion: 1

例
以下の例では、開発ブランチのすべてのイベントのトリガーで CodeCommit リポジトリを作成します。

JSON
{

"MyRepo": {
"Type": "AWS: : CodeCommit: : Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "MyRepoName",
"RepositoryDescription": "a description",
"Triggers": [
{
"Name": "MyTrigger",
"CustomData": "Project ID 12345",
"DestinationArn": {
"Ref": "SNSarn"
},
"Branches": [
"development"
],
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}

}

}

]

}

"Events": [
"all"
]

YAML
MyRepo:
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
RepositoryName: MyRepoName
RepositoryDescription: a description
Triggers:
- Name: MyTrigger
CustomData: Project ID 12345
DestinationArn:
Ref: SNSarn
Branches:
- development
Events:
- all

AWS::CodeCommit::Repository Code
コミットするコードに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BranchName" : String,
"S3" : S3 (p. 1827)

YAML
BranchName: String
S3:
S3 (p. 1827)

プロパティ
BranchName
オプション。初期作成時にコードをリポジトリにインポートするときにデフォルトのブランチとし
て使用するブランチの名前を指定します。このプロパティを設定しない場合、リポジトリのデフォ
ルトのブランチには main という名前が使用されます。このプロパティへの変更は、最初のリソース
作成後に無視されます。別の名前が必要でない限り、このパラメータを使用して名前を main に設定
し、CodeCommit のデフォルトの動作に合わせることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
S3
リポジトリにコミットされるコードの ZIP ファイルを含む Amazon S3 バケットに関する情報。この
プロパティへの変更は、最初のリソース作成後に無視されます。
必須: はい
タイプ: S3 (p. 1827)
Update requires: No interruption

AWS::CodeCommit::Repository RepositoryTrigger
リポジトリのトリガーに関する情報。

Note
リポジトリイベントに関する通知を受信する場合は、トリガーの代わりに通知を使用することを
検討してください。詳細については、「リポジトリイベントの通知を設定する」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Branches" : [ String, ... ],
"CustomData" : String,
"DestinationArn" : String,
"Events" : [ String, ... ],
"Name" : String

YAML
Branches:
- String
CustomData: String
DestinationArn: String
Events:
- String
Name: String

プロパティ
Branches
トリガー設定に含まれるブランチ。空の配列を指定した場合、トリガーはすべてのブランチに適用さ
れます。

Note
配列にコンテンツは必要ありませんが、配列そのものを含める必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
CustomData
トリガーのターゲットに送信される情報に含まれる、トリガーに関連付けられているカスタムデー
タ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationArn
トリガーのターゲットとなるリソースの ARN（たとえば、Amazon SNS のトピックの ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Events
Amazon SNS を介した通知の送信など、トリガーが別のサービスでアクションを実行する原因となる
リポジトリイベント。

Note
有効な値「all」を他の値と一緒に使用することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
トリガーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeCommit::Repository S3
新しいリポジトリにコミットされるコードを含む Amazon S3 バケットに関する情報。このプロパティへ
の変更は、最初のリソース作成後に無視されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Bucket" : String,
"Key" : String,
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}

"ObjectVersion" : String

YAML
Bucket: String
Key: String
ObjectVersion: String

プロパティ
Bucket
新しいリポジトリにコミットされるコンテンツが含まれている ZIP ファイルを含む Amazon S3 バ
ケットの名前。これは、ARN を使用するか、または AWS アカウント のバケットの名前を使用して指
定できます。このプロパティへの変更は、最初のリソース作成後に無視されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
Amazon S3 バケットにアクセスするために使用するキー。このプロパティへの変更は、最初のリソー
ス作成後に無視されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ObjectVersion
ZIP ファイルのオブジェクトバージョン (ただし、Amazon S3 バケットのバージョン管理が有効な場
合)。このプロパティへの変更は、最初のリソース作成後に無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS CodeDeploy リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeDeploy::Application (p. 1828)
• AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig (p. 1831)
• AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup (p. 1837)

AWS::CodeDeploy::Application
AWS::CodeDeploy::Application リソースによって AWS CodeDeploy アプリケーションが
作成されます。CodeDeploy で、Application はコンテナとして機能する名前であり、この名前を
API バージョン 2010-05-15
1828

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CodeDeploy

使用して、デプロイ中にリビジョン、デプロイ設定、デプロイグループの正しい組み合わせが
参照されるようにします。アプリケーションを CodeDeploy デプロイグループに関連付けるた
め、AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リソースを使用できます。詳細については、AWS
CodeDeploy ユーザーガイドの CodeDeploy デプロイを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeDeploy::Application",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"ComputePlatform" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeDeploy::Application
Properties:
ApplicationName: String
ComputePlatform: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ApplicationName
アプリケーションの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、
その ID をアプリケーション名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してくだ
さい。

Note
ApplicationName の更新はサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
ComputePlatform
CodeDeploy がアプリケーションをデプロイするコンピューティングプラットフォーム。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ECS | Lambda | Server
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Update requires: Replacement
Tags
アプリケーションの整理と分類に役立つ、CodeDeploy アプリケーションに適用するメタデータ。タ
グはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義しま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::CodeDeploy::Application リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はアプリ
ケーション名 (myapplication-a123d0d1 など) を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
Lambda コンピューティングプラットフォームを使用してアプリケーションを指定する
次の例では、Lambda コンピューティングプラットフォームを使用して CodeDeploy アプリケーションを
指定します。

JSON
"CodeDeployApplication": { "Type": "AWS::CodeDeploy::Application",
"Properties": { "ComputePlatform": "Lambda" } }

YAML
CodeDeployApplication: Type: AWS::CodeDeploy::Application Properties:
ComputePlatform: Lambda

Server コンピューティングプラットフォームを使用してアプリケーションを指定します。
次の例では、Server コンピューティングプラットフォームを使用して CodeDeploy アプリケーションを
作成します。

JSON
"CodeDeployApplication": { "Type": "AWS::CodeDeploy::Application",
"Properties": { "ComputePlatform": "Server" } }

YAML
CodeDeployApplication: Type: AWS::CodeDeploy::Application Properties:
ComputePlatform: Server
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以下の資料も参照してください。
• デプロイの設定とアプリケーションリビジョンの指定については、「
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig」および「 AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup」を参照してく
ださい。

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig リソースは、デプロイ中に AWS CodeDeploy が使用
するデプロイのルール、デプロイの成功条件、デプロイの失敗条件を作成します。デプロイ設定で
は、MinimumHealthyHosts の値を使用して、デプロイ中に使用可能な状態に維持する必要のあるイン
スタンスの数または割合を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig",
"Properties" : {
"ComputePlatform" : String,
"DeploymentConfigName" : String,
"MinimumHealthyHosts" : MinimumHealthyHosts (p. 1833),
"TrafficRoutingConfig" : TrafficRoutingConfig (p. 1836)
}

YAML
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
Properties:
ComputePlatform: String
DeploymentConfigName: String
MinimumHealthyHosts:
MinimumHealthyHosts (p. 1833)
TrafficRoutingConfig:
TrafficRoutingConfig (p. 1836)

プロパティ
ComputePlatform
デプロイの送信先プラットフォームタイプ (Lambda、Server、またはECS)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ECS | Lambda | Server
Update requires: Replacement
DeploymentConfigName
デプロイ設定の名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その
ID をデプロイ設定名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
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Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
MinimumHealthyHosts
デプロイ中いつでも使用可能である必要がある正常なインスタンスの最小数。入力時には型と値の 2
つのパラメータが想定されます。
型のパラメータは、次のいずれかの値を取ります。
• HOST_COUNT: 値のパラメータは、絶対値で正常なインスタンスの最小数を表します。
• FLEET_PERCENT: 値のパラメータは、デプロイ時の合計インスタンス数の割合 (%) で正常なイン
スタンスの最小数を表します。FLEET_PERCENT を指定する場合、AWS CodeDeploy はデプロイ
の開始時に割合 (%) を同等のインスタンス数に変換し、端数がある場合は切り上げます。
値のパラメータは整数を取ります。
たとえば、正常なインスタンスの最小数を 95% に設定するには、値を FLEET_PERCENT に指定し
て、値を 95 に指定します。
インスタンスの状態の詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの CodeDeploy インスタン
スのヘルスを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: MinimumHealthyHosts (p. 1833)
Update requires: Replacement
TrafficRoutingConfig
デプロイトラフィックのルーティング方法を指定する設定。
必須: いいえ
タイプ: TrafficRoutingConfig (p. 1836)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はデ
プロイ設定名 (mydeploymentconfig-a123d0d1 など) を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
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例
最小限の正常なホストの指定
次の例では、インスタンスの少なくとも 75% が正常である必要があります。たとえば、4 個のインスタン
ス群がある場合、デプロイは一度に 1 個のインスタンスを処理します。

JSON
"TwentyFivePercentAtATime" : { "Type" :
"AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig", "Properties" : { "MinimumHealthyHosts" :
{ "Type" :
"FLEET_PERCENT", "Value" : 75 } } }

YAML
TwentyFivePercentAtATime: Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
Properties: MinimumHealthyHosts: Type: "FLEET_PERCENT" Value: 75

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig MinimumHealthyHosts
MinimumHealthyHosts は DeploymentConfig リソースのプロパティであり、AWS CodeDeploy のデプ
ロイ中に正常な状態に維持する必要があるインスタンスの数を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : Integer

YAML
Type: String
Value: Integer

プロパティ
Type
正常なインスタンスタイプの再小数:
• HOST_COUNT: 絶対値で表す正常なインスタンスの最小数。
• FLEET_PERCENT: デプロイ内のインスタンスの総数に対する、正常なインスタンスの最小数の割
合。
インスタンスが 9 個ある例で、HOST_COUNT として 6 が指定されている場合は、一度に最大 3 つの
インスタンスにデプロイします。6 個以上のインスタンスが正常にデプロイされれば、デプロイは成
功です。それ以外の場合、デプロイは失敗です。FLEET_PERCENT の場合は 40 を指定すると、最大
5 個のインスタンスにデプロイします。4 個以上のインスタンスが正常にデプロイされれば、デプロ
イは成功です。それ以外の場合、デプロイは失敗です。
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Note
GetDeploymentConfig の呼び出しで、CodeDeployDefault.OneAtATime は
MOST_CONCURRENCY の最小の正常なインスタンスタイプと値 1 を返します。つまり、一
度に 1 つのインスタンスにのみデプロイされます。(タイプを MOST_CONCURRENCY に設
定することはできません。HOST_COUNT または FLEET_PERCENT にのみ設定できます。)
さらに、CodeDeployDefault.OneAtATime を使用すると、AWS CodeDeploy は 1 つを除くす
べてのインスタンスがデプロイ中に正常な状態に保たれるようにします。これにより、一度
に 1 つのインスタンスを新しいデプロイのためにオフラインにすることができますが、最後
のインスタンスへのデプロイが失敗した場合でも、全体的なデプロイは成功しています。
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドのAWS CodeDeploy インスタンスのヘルスを参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FLEET_PERCENT | HOST_COUNT
Update requires: No interruption
Value
正常な最小インスタンス値。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig TimeBasedCanary
Lambda 関数または Amazon ECS タスクセットの 1 つのバージョンから別のバージョンにトラフィックを
2 段階ずつシフトする設定。オリジナルおよびターゲットの Lambda 関数のバージョンまたは ECS タスク
セットは、デプロイの AppSpec ファイルで指定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CanaryInterval" : Integer,
"CanaryPercentage" : Integer

YAML
CanaryInterval: Integer
CanaryPercentage: Integer

プロパティ
CanaryInterval
TimeBasedCanary デプロイの 1 番目と 2 番目のトラフィックシフトの間の分数。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CanaryPercentage
TimeBasedCanary デプロイの最初の増分でシフトするトラフィックの割合。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig TimeBasedLinear
Lambda 関数または ECS タスクセットの 1 つのバージョンから別のデプロイバージョンにトラフィックを
同じ増分で、各増分間隔を分単位でシフトする設定。オリジナルおよびターゲットの Lambda 関数のバー
ジョンまたは ECS タスクセットは、デプロイの AppSpec ファイルで指定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LinearInterval" : Integer,
"LinearPercentage" : Integer

YAML
LinearInterval: Integer
LinearPercentage: Integer

プロパティ
LinearInterval
TimeBasedLinear デプロイの各増分トラフィックシフト間隔 (分)。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LinearPercentage
TimeBasedLinear デプロイの各増分開始時にシフトされるトラフィックの割合。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig TrafficRoutingConfig
AWS Lambda デプロイ時に Lambda 関数のあるバージョンから別のバージョンにどのようにトラフィッ
クが移行されるか、または Amazon ECS デプロイ時に Amazon ECS のあるタスクセットから別のタスク
セットにトラフィックがどのように移行されるかを指定する設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"TimeBasedCanary" : TimeBasedCanary (p. 1834),
"TimeBasedLinear" : TimeBasedLinear (p. 1835),
"Type" : String

YAML
TimeBasedCanary:
TimeBasedCanary (p. 1834)
TimeBasedLinear:
TimeBasedLinear (p. 1835)
Type: String

プロパティ
TimeBasedCanary
Lambda 関数または ECS タスクセットの 1 つのバージョンから別のバージョンにトラフィックを 2
段階ずつシフトする設定。オリジナルおよびターゲットの Lambda 関数のバージョンまたは ECS タ
スクセットは、デプロイの AppSpec ファイルで指定されます。
必須: いいえ
タイプ: TimeBasedCanary (p. 1834)
Update requires: No interruption
TimeBasedLinear
Lambda 関数または Amazon ECS タスクセットの 1 つのバージョンから別のデプロイバージョンに
トラフィックを同じ増分で、各増分間隔を分単位でシフトする設定。オリジナルおよびターゲットの
Lambda 関数のバージョンまたは Amazon ECS タスクセットは、デプロイの AppSpec ファイルで指
定されます。
必須: いいえ
タイプ: TimeBasedLinear (p. 1835)
Update requires: No interruption
Type
デプロイ設定で使用されるトラフィックシフトのタイプ (TimeBasedCanary または
TimeBasedLinear)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: AllAtOnce | TimeBasedCanary | TimeBasedLinear
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リソースで、AWS CodeDeploy デプロイグループを作成し、
このグループで、アプリケーションリビジョンがデプロイされる先のインスタンスと共に、他のデプロイ
オプションを指定します。詳細については、CodeDeploy API リファレンスの CreateDeploymentGroup を
参照してください。

Note
CodeDeploy による Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイで
は、AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リソースを使用しません。Amazon ECS ブルー/
グリーンデプロイを実行するには、AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを使用します。
詳細については、AWS CloudFormation を使用して CodeDeploy による Amazon ECS ブルー/グ
リーンデプロイを実行するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties" : {
"AlarmConfiguration" : AlarmConfiguration (p. 1852),
"ApplicationName" : String,
"AutoRollbackConfiguration" : AutoRollbackConfiguration (p. 1853),
"AutoScalingGroups" : [ String, ... ],
"BlueGreenDeploymentConfiguration" : BlueGreenDeploymentConfiguration (p. 1854),
"Deployment" : Deployment (p. 1856),
"DeploymentConfigName" : String,
"DeploymentGroupName" : String,
"DeploymentStyle" : DeploymentStyle (p. 1858),
"Ec2TagFilters" : [ EC2TagFilter (p. 1859), ... ],
"Ec2TagSet" : EC2TagSet (p. 1860),
"ECSServices" : [ ECSService (p. 1862), ... ],
"LoadBalancerInfo" : LoadBalancerInfo (p. 1865),
"OnPremisesInstanceTagFilters" : [ TagFilter (p. 1870), ... ],
"OnPremisesTagSet" : OnPremisesTagSet (p. 1866),
"ServiceRoleArn" : String,
"TriggerConfigurations" : [ TriggerConfig (p. 1872), ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
Properties:
AlarmConfiguration:
AlarmConfiguration (p. 1852)
ApplicationName: String
AutoRollbackConfiguration:
AutoRollbackConfiguration (p. 1853)
AutoScalingGroups:
- String
BlueGreenDeploymentConfiguration:
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BlueGreenDeploymentConfiguration (p. 1854)
Deployment:
Deployment (p. 1856)
DeploymentConfigName: String
DeploymentGroupName: String
DeploymentStyle:
DeploymentStyle (p. 1858)
Ec2TagFilters:
- EC2TagFilter (p. 1859)
Ec2TagSet:
EC2TagSet (p. 1860)
ECSServices:
- ECSService (p. 1862)
LoadBalancerInfo:
LoadBalancerInfo (p. 1865)
OnPremisesInstanceTagFilters:
- TagFilter (p. 1870)
OnPremisesTagSet:
OnPremisesTagSet (p. 1866)
ServiceRoleArn: String
TriggerConfigurations:
- TriggerConfig (p. 1872)

プロパティ
AlarmConfiguration
デプロイグループに関連付けられる Amazon CloudWatch アラームに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AlarmConfiguration (p. 1852)
Update requires: No interruption
ApplicationName
このデプロイグループを関連付ける既存の CodeDeploy アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
AutoRollbackConfiguration
デプロイグループに関連付けられる自動ロールバック設定に関する情報。このプロパティを指定した
場合、Deployment プロパティを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: AutoRollbackConfiguration (p. 1853)
Update requires: No interruption
AutoScalingGroups
Auto Scaling グループのリストで、新しいインスタンスを作成すると CodeDeploy がそこに自動的に
リビジョンをデプロイします。重複は許可されません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
BlueGreenDeploymentConfiguration
デプロイグループのブルー/グリーンデプロイオプションに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: BlueGreenDeploymentConfiguration (p. 1854)
Update requires: No interruption
Deployment
このデプロイグループに展開するアプリケーションのリビジョンです。このプロパティを指定した場
合、プロビジョンプロセスが完了するとすぐに、ターゲットのアプリケーションリビジョンがデプロ
イされます。このプロパティを指定した場合、AutoRollbackConfiguration プロパティを指定し
ないでください。
必須: いいえ
タイプ: Deployment (p. 1856)
Update requires: No interruption
DeploymentConfigName
デプロイ設定名、または事前に定義された設定名。定義済みの設定を使用すると、アプリケーショ
ンリビジョンを 1 つのインスタンスに一度に (CodeDeployDefault.OneAtATime)、半分のイン
スタンスを一度に (CodeDeployDefault.HalfAtATime)、またはすべてのインスタンスを一度
に (CodeDeployDefault.AllAtOnce) デプロイすることができます。詳細と有効な値について
は、AWS CodeDeploy ユーザーガイドのデプロイ設定の使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
DeploymentGroupName
デプロイグループの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、
その ID をデプロイグループ名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してくだ
さい。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
DeploymentStyle
実行するデプロイのタイプと、ロードバランサーの背後でデプロイトラフィックをルーティングする
かどうかを決定する属性。
Blue/Green デプロイタイプでこのプロパティを指定する場合
は、AutoScalingGroups、LoadBalancerInfo、または Deployment プロパティを指定しないで
ください。

Note
Blue/Green デプロイは、AWS CloudFormation では Lambda コンピューティングプラッ
トフォームでのみサポートされます。AWS::CodeDeploy::BlueGreen フックを使
用して Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを実行できます。詳細については、AWS
CloudFormation を使用して CodeDeploy による Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを実
行するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DeploymentStyle (p. 1858)
Update requires: No interruption
Ec2TagFilters
デプロイグループに含める、Amazon EC2 インスタンスに既に適用されている Amazon EC2 タ
グ。CodeDeploy には、このデプロイグループで指定するタグで識別されるすべての Amazon EC2 イ
ンスタンスが含まれます。重複は許可されません。
EC2TagFilters または Ec2TagSet を指定できます。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: EC2TagFilter (p. 1859) のリスト
Update requires: No interruption
Ec2TagSet
Amazon EC2 インスタンスに適用されるタグのグループに関する情報。デプロイグループには、すべ
てのタググループによって識別される Amazon EC2 インスタンスのみが含まれます。ec2TagFilter
と同じ呼び出しで使用することはできません。
必須: いいえ
タイプ: EC2TagSet (p. 1860)
Update requires: No interruption
ECSServices
デプロイグループ内のターゲット Amazon ECS サービス。これは、Amazon ECS コンピューティン
グプラットフォームを使用するデプロイグループにのみ適用されます。ターゲット Amazon ECS サー
ビスは、形式 <clustername>:<servicename> を使用して Amazon ECS クラスターとサービス名
のペアとして指定されます。
必須: いいえ
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タイプ: ECSService (p. 1862) のリスト
Update requires: No interruption
LoadBalancerInfo
デプロイで使用するロードバランサーに関する情報。詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガ
イドの CodeDeploy と Elastic Load Balancing の統合を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LoadBalancerInfo (p. 1865)
Update requires: No interruption
OnPremisesInstanceTagFilters
デプロイグループに含める、オンプレミスインスタンスにすでに適用されているオンプレミスインス
タンスタグ。CodeDeploy には、このデプロイグループで指定するタグで識別されるすべてのオンプ
レミスインスタンスが含まれます。オンプレミスインスタンスを CodeDeploy に登録するには、AWS
CodeDeploy ユーザーガイドの CodeDeploy 用のオンプレミスインスタンスの使用を参照してくださ
い。重複は許可されません。
OnPremisesInstanceTagFilters または OnPremisesInstanceTagSet を指定できます。両方
を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 1870) のリスト
Update requires: No interruption
OnPremisesTagSet
オンプレミスインスタンスに適用されるタグのグループに関する情報。展開グループには、すべての
タググループによって識別されるオンプレミスインスタンスのみが含まれます。
OnPremisesInstanceTagFilters または OnPremisesInstanceTagSet を指定できます。両方
を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: OnPremisesTagSet (p. 1866)
Update requires: No interruption
ServiceRoleArn
ユーザーに変わって AWS のサービスへの呼び出しを行う CodeDeploy 許可を付与する、サービス
ロール Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS
CodeDeploy のサービスロールの作成を参照してください。

Note
場合によっては、サービスロールのポリシーの依存性を追加する必要があります。詳細につ
いては、DependsOn 属性の「IAM ロールのポリシー」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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TriggerConfigurations
デプロイグループに関連付けられているトリガーに関する情報。重複は許可されません
必須: いいえ
タイプ: TriggerConfig (p. 1872) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はデプ
ロイグループ名 (mydeploymentgroup-a123d0d1 など) を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
GitHub のリビジョン
次の例では、Auto Scaling グループに関連付けられるデプロイグループ作成し、GitHub リポジトリに保存
されているアプリケーションリビジョンを使用します。入力パラメータとして情報リポジトリを指定しま
す。

JSON
"DeploymentGroup" : { "Type" : "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties" : { "ApplicationName" : {"Ref" : "ApplicationName"},
"AutoScalingGroups" : [
{"Ref" : "CodeDeployAutoScalingGroups" } ], "Deployment" : { "Description" : "A
sample
deployment", "IgnoreApplicationStopFailures" : "true", "Revision" :
{ "RevisionType" :
"GitHub", "GitHubLocation" : { "CommitId" : {"Ref" : "CommitId"}, "Repository" :
{"Ref" :
"Repository"} } } }, "ServiceRoleArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "RoleArn", "Arn" ] } }
}

YAML
DeploymentGroup: Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Properties:
ApplicationName: Ref: "ApplicationName" AutoScalingGroups: - Ref:
CodeDeployAutoScalingGroups Deployment: Description: "A sample deployment"
IgnoreApplicationStopFailures: true Revision: RevisionType: GitHub GitHubLocation:
CommitId:
Ref: CommitId Repository: Ref: Repository ServiceRoleArn: Fn::GetAtt: [ RoleArn,
Arn
]

Amazon EC2 インスタンスを関連付ける
次の例では、インスタンスのタグを使用してデプロイグループに Amazon EC2 インスタンスを関連付け
る、デプロイグループを作成します。デプロイグループは、Amazon S3 バケットに保存されているアプリ
ケーションリビジョンを使用します。
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JSON
"DeploymentGroup" : { "Type" : "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties" : { "ApplicationName" : {"Ref" : "Application"}, "Deployment" :
{ "Description"
: "First time", "IgnoreApplicationStopFailures" : "true", "Revision" :
{ "RevisionType" :
"S3", "S3Location" : { "Bucket" : {"Ref" : "Bucket"}, "Key" : {"Ref" : "Key"},
"BundleType"
: "Zip", "ETag" : {"Ref" : "ETag"}, "Version" : {"Ref" : "Version"} } } },
"Ec2TagFilters" :
[{ "Key" : {"Ref" : "TagKey"}, "Value" : {"Ref" : "TagValue"}, "Type" :
"KEY_AND_VALUE" }],
"ServiceRoleArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "RoleArn", "Arn" ] } } }

YAML
DeploymentGroup: Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Properties:
ApplicationName: Ref: "Application" Deployment: Description: "First time"
IgnoreApplicationStopFailures: true Revision: RevisionType: S3 S3Location: Bucket:
Ref:
Bucket Key: Ref: Key BundleType: Zip ETag: Ref: ETag Version: Ref: Version
Ec2TagFilters: Key: Ref: TagKey Value: Ref: TagValue Type: "KEY_AND_VALUE" ServiceRoleArn:
Fn::GetAtt: [
RoleArn, Arn ]

Deployment Style
次の例では、BLUE_GREEN デプロイタイプを使用してデプロイグループを作成します。

JSON
"CodeDeployDeploymentGroup": { "Type":
"AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup", "Properties": { "ApplicationName": { "Ref":
"CodeDeployApplication" }, "DeploymentConfigName":
"CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent5Minutes", "DeploymentStyle":
{ "DeploymentType":
"BLUE_GREEN", "DeploymentOption": "WITH_TRAFFIC_CONTROL" }, "ServiceRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [ "CodeDeployServiceRole", "Arn" ] } } }

YAML
CodeDeployDeploymentGroup: Type: 'AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup'
Properties: ApplicationName: !Ref CodeDeployApplication DeploymentConfigName:
CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent5Minutes DeploymentStyle: DeploymentType:
BLUE_GREEN
DeploymentOption: WITH_TRAFFIC_CONTROL ServiceRoleArn: !GetAtt
CodeDeployServiceRole.Arn

アラームとトリガー
次の例では、デプロイグループの請求アラームと通知トリガーを設定します。

JSON
{ "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", "Parameters": {
"EC2TagKey0": { "Type": "String", "Default": "ec2TagKey0" }, "EC2TagValue0":
{ "Type":
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"String", "Default": "ec2TagValue0" }, "EC2TagKey1": { "Type": "String", "Default":
"ec2TagKey1" }, "EC2TagValue1": { "Type": "String", "Default": "ec2TagValue1" },
"CodeDeployServiceRole": { "Type": "String" }, "DeploymentGroupName": { "Type":
"String" }
}, "Resources": { "myAlarm": { "Type": "AWS::CloudWatch::Alarm", "Properties": {
"Namespace": "AWS/Billing", "MetricName": "EstimatedCharges", "Statistic":
"Maximum",
"Period": "21600", "EvaluationPeriods": "1", "Threshold": 1000,
"ComparisonOperator":
"GreaterThanThreshold" } }, "mySNSTopic": { "Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {} },
"Application": { "Type": "AWS::CodeDeploy::Application" }, "DeploymentConfig":
{ "Type":
"AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig", "Properties": { "MinimumHealthyHosts":
{ "Type":
"FLEET_PERCENT", "Value": "25" } } }, "DeploymentGroup": { "Type":
"AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup", "Properties": { "AlarmConfiguration":
{ "Alarms": [ {
"Name": { "Ref": "myAlarm" } } ] }, "ApplicationName": { "Ref": "Application" },
"DeploymentConfigName": { "Ref": "DeploymentConfig" }, "DeploymentGroupName":
{ "Ref":
"DeploymentGroupName" }, "Ec2TagFilters": [ { "Key": { "Ref": "EC2TagKey0" },
"Value": {
"Ref": "EC2TagValue0" }, "Type": "KEY_AND_VALUE" }, { "Key": { "Ref":
"EC2TagKey1" },
"Type": "KEY_ONLY" }, { "Value": { "Ref": "EC2TagValue1" }, "Type":
"VALUE_ONLY" } ],
"ServiceRoleArn": { "Fn::GetAtt": [ "CodeDeployServiceRole", "Arn" ] },
"TriggerConfigurations": [ { "TriggerEvents": [ "DeploymentSuccess",
"DeploymentRollback" ],
"TriggerName": "MyTarget", "TriggerTargetArn": { "Ref": "mySNSTopic" } } ] } } } }

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 Parameters: EC2TagKey0: Type:
String Default: ec2TagKey0 EC2TagValue0: Type: String Default: ec2TagValue0
EC2TagKey1:
Type: String Default: ec2TagKey1 EC2TagValue1: Type: String Default: ec2TagValue1
CodeDeployServiceRole: Type: String DeploymentGroupName: Type: String Resources:
myAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm Properties: Namespace: AWS/Billing MetricName:
EstimatedCharges
Statistic: Maximum Period: '21600' EvaluationPeriods: '1' Threshold: 1000
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold mySNSTopic: Type: AWS::SNS::Topic
Properties: {}
Application: Type: AWS::CodeDeploy::Application DeploymentConfig: Type:
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig Properties: MinimumHealthyHosts: Type:
FLEET_PERCENT
Value: '25' DeploymentGroup: Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Properties:
AlarmConfiguration: Alarms: - Name: !Ref myAlarm ApplicationName: !Ref Application
DeploymentConfigName: !Ref DeploymentConfig DeploymentGroupName: !Ref
DeploymentGroupName
Ec2TagFilters: - Key: !Ref EC2TagKey0 Value: !Ref EC2TagValue0 Type: KEY_AND_VALUE
- Key:
!Ref EC2TagKey1 Type: KEY_ONLY - Value: !Ref EC2TagValue1 Type: VALUE_ONLY
ServiceRoleArn:
!GetAtt CodeDeployServiceRole.Arn TriggerConfigurations: - TriggerEvents: DeploymentSuccess - DeploymentRollback TriggerName: MyTarget TriggerTargetArn: !Ref
mySNSTopic

自動ロールバックの設定
以下の例では、デプロイグループの自動ロールバックを設定しています。
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YAML
Parameters:
EC2TagKey0:
Type: String
Default: ec2TagKey0
EC2TagValue0:
Type: String
Default: ec2TagValue0
EC2TagKey1:
Type: String
Default: ec2TagKey1
EC2TagValue1:
Type: String
Default: ec2TagValue1
CodeDeployServiceRole:
Type: String
DeploymentGroupName:
Type: String
Resources:
myAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
Namespace: AWS/Billing
MetricName: EstimatedCharges
Statistic: Maximum
Period: '21600'
EvaluationPeriods: '1'
Threshold: 1000
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
mySNSTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties: {}
Application:
Type: AWS::CodeDeploy::Application
DeploymentConfig:
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
Properties:
MinimumHealthyHosts:
Type: FLEET_PERCENT
Value: '25'
DeploymentGroup:
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
Properties:
AlarmConfiguration:
Alarms:
- Name: !Ref myAlarm
ApplicationName: !Ref Application
AutoRollbackConfiguration:
Enabled: 'true'
Events:
- DEPLOYMENT_FAILURE
DeploymentConfigName: !Ref DeploymentConfig
DeploymentGroupName: !Ref DeploymentGroupName
Ec2TagFilters:
- Key: !Ref EC2TagKey0
Value: !Ref EC2TagValue0
Type: KEY_AND_VALUE
- Key: !Ref EC2TagKey1
Type: KEY_ONLY
- Value: !Ref EC2TagValue1
Type: VALUE_ONLY
ServiceRoleArn: !GetAtt CodeDeployServiceRole.Arn
TriggerConfigurations:
- TriggerEvents:
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- DeploymentSuccess
- DeploymentRollback
TriggerName: MyTarget
TriggerTargetArn: !Ref mySNSTopic

JSON
{

"Parameters": {
"EC2TagKey0": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagKey0"
},
"EC2TagValue0": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagValue0"
},
"EC2TagKey1": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagKey1"
},
"EC2TagValue1": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagValue1"
},
"CodeDeployServiceRole": {
"Type": "String"
},
"DeploymentGroupName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"myAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"Namespace": "AWS/Billing",
"MetricName": "EstimatedCharges",
"Statistic": "Maximum",
"Period": "21600",
"EvaluationPeriods": "1",
"Threshold": 1000,
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold"
}
},
"mySNSTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {}
},
"Application": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::Application"
},
"DeploymentConfig": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig",
"Properties": {
"MinimumHealthyHosts": {
"Type": "FLEET_PERCENT",
"Value": "25"
}
}
},
"DeploymentGroup": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties": {
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}

}

}

}

"AlarmConfiguration": {
"Alarms": [
{
"Name": { "Ref": "myAlarm" }
}
]
},
"ApplicationName": {
"Ref": "Application"
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Enabled": "true",
"Events": [ "DEPLOYMENT_FAILURE" ]
},
"DeploymentConfigName": {
"Ref": "DeploymentConfig"
},
"DeploymentGroupName": {
"Ref": "DeploymentGroupName"
},
"Ec2TagFilters": [
{
"Key": {
"Ref": "EC2TagKey0"
},
"Value": {
"Ref": "EC2TagValue0"
},
"Type": "KEY_AND_VALUE"
},
{
"Key": {
"Ref": "EC2TagKey1"
},
"Type": "KEY_ONLY"
},
{
"Value": {
"Ref": "EC2TagValue1"
},
"Type": "VALUE_ONLY"
}
],
"ServiceRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"CodeDeployServiceRole",
"Arn"
]
},
"TriggerConfigurations": [
{
"TriggerEvents": [ "DeploymentSuccess", "DeploymentRollback" ],
"TriggerName": "MyTarget",
"TriggerTargetArn": { "Ref": "mySNSTopic" }
}
]

ロードバランサー
以下の例では、デプロイグループの Elastic Load Balancing ロードバランサーを設定しています。
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YAML
Parameters:
EC2TagKey0:
Type: String
Default: ec2TagKey0
EC2TagValue0:
Type: String
Default: ec2TagValue0
EC2TagKey1:
Type: String
Default: ec2TagKey1
EC2TagValue1:
Type: String
Default: ec2TagValue1
CodeDeployServiceRole:
Type: String
DeploymentGroupName:
Type: String
VpcCidr:
Type: String
SubnetCidr:
Type: String
Resources:
myVpc:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: !Ref VpcCidr
mySubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId: !Ref myVpc
CidrBlock: !Ref SubnetCidr
InternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
AttachGateway:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId: !Ref myVpc
InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
myELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
Listeners:
- InstancePort: '8000'
LoadBalancerPort: '80'
Protocol: HTTP
Subnets:
- !Ref mySubnet
mySNSTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties: {}
Application:
Type: AWS::CodeDeploy::Application
DeploymentConfig:
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
Properties:
MinimumHealthyHosts:
Type: FLEET_PERCENT
Value: '25'
DeploymentGroup:
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
Properties:
ApplicationName: !Ref Application
DeploymentConfigName: !Ref DeploymentConfig
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DeploymentGroupName: !Ref DeploymentGroupName
Ec2TagFilters:
- Key: !Ref EC2TagKey0
Value: !Ref EC2TagValue0
Type: KEY_AND_VALUE
- Key: !Ref EC2TagKey1
Type: KEY_ONLY
LoadBalancerInfo:
ElbInfoList:
- Name: !Ref myELB
DeploymentStyle:
DeploymentOption: WITH_TRAFFIC_CONTROL
ServiceRoleArn: !GetAtt CodeDeployServiceRole.Arn
TriggerConfigurations:
- TriggerEvents:
- DeploymentSuccess
- DeploymentFailure
TriggerName: MyTarget
TriggerTargetArn: !Ref mySNSTopic
Outputs:
ELB:
Description: ELB for DeploymentGroup
Value: !Ref myELB

JSON
{

"Parameters": {
"EC2TagKey0": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagKey0"
},
"EC2TagValue0": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagValue0"
},
"EC2TagKey1": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagKey1"
},
"EC2TagValue1": {
"Type": "String",
"Default": "ec2TagValue1"
},
"CodeDeployServiceRole": {
"Type": "String"
},
"DeploymentGroupName": {
"Type": "String"
},
"VpcCidr": {
"Type": "String"
},
"SubnetCidr": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"myVpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": { "Ref": "VpcCidr" }
}
},
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"mySubnet" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "myVpc" },
"CidrBlock" : { "Ref": "SubnetCidr" }
}
},
"InternetGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"AttachGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "myVpc" },
"InternetGatewayId" : { "Ref" : "InternetGateway" }
}
},
"myELB": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"Listeners": [{
"InstancePort": "8000",
"LoadBalancerPort": "80",
"Protocol": "HTTP"
}],
"Subnets": [ { "Ref" : "mySubnet" } ]
}
},
"mySNSTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {}
},
"Application": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::Application"
},
"DeploymentConfig": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig",
"Properties": {
"MinimumHealthyHosts": {
"Type": "FLEET_PERCENT",
"Value": "25"
}
}
},
"DeploymentGroup": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties": {
"ApplicationName": {
"Ref": "Application"
},
"DeploymentConfigName": {
"Ref": "DeploymentConfig"
},
"DeploymentGroupName": {
"Ref": "DeploymentGroupName"
},
"Ec2TagFilters": [
{
"Key": {
"Ref": "EC2TagKey0"
},
"Value": {
"Ref": "EC2TagValue0"
},
"Type": "KEY_AND_VALUE"
},
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{

}

}

}

"Key": {
"Ref": "EC2TagKey1"
},
"Type": "KEY_ONLY"

}
],
"LoadBalancerInfo": {
"ElbInfoList": [{
"Name": { "Ref" : "myELB" }
}]
},
"DeploymentStyle": {
"DeploymentOption": "WITH_TRAFFIC_CONTROL"
},
"ServiceRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"CodeDeployServiceRole",
"Arn"
]
},
"TriggerConfigurations": [
{
"TriggerEvents": [ "DeploymentSuccess", "DeploymentFailure" ],
"TriggerName": "MyTarget",
"TriggerTargetArn": { "Ref": "mySNSTopic" }
}
]

},
"Outputs": {
"ELB": {
"Description": "ELB for DeploymentGroup",
"Value" : { "Ref" : "myELB" }
}
}

ターゲットグループ情報
次の例では、デプロイメントで使用するターゲットグループを指定します。インスタンスはターゲットグ
ループにターゲットとして登録され、トラフィックはターゲットグループにルーティングされます。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
AppDeploymentGroup:
Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
Properties:
ApplicationName: MyApp
DeploymentStyle:
DeploymentOption: WITH_TRAFFIC_CONTROL
LoadBalancerInfo:
TargetGroupInfoList:
- Name: !GetAtt MyTargetGroup.TargetGroupName
ServiceRoleArn: 'arn:aws:iam::12345678:role/CodeDeployServiceRole'

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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}

"Resources": {
"AppDeploymentGroup": {
"Type": "AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup",
"Properties": {
"ApplicationName": "MyApp",
"DeploymentStyle": {
"DeploymentOption": "WITH_TRAFFIC_CONTROL"
},
"LoadBalancerInfo": {
"TargetGroupInfoList": [
{
"Name": { "Fn::GetAtt": ["MyTargetGroup", "TargetGroupName"] }
}
]
},
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::12345678:role/CodeDeployServiceRole"
}
}
}

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Alarm
Alarm プロパティタイプは、AWS CodeDeploy デプロイグループに使用する CloudWatch アラームを指定
します。CodeDeploy DeploymentGroup AlarmConfiguration プロパティの Alarm プロパティには、Alarm
プロパティタイプのリストが格納されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
アラームの名前。最大長は 255 文字です。各アラーム名は、アラームリスト内で一度だけ使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup AlarmConfiguration
AlarmConfiguration プロパティタイプは、AWS CodeDeploy デプロイグループの CloudWatch アラー
ムを設定します。AlarmConfiguration は、DeploymentGroup リソースのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Alarms" : [ Alarm (p. 1852), ... ],
"Enabled" : Boolean,
"IgnorePollAlarmFailure" : Boolean

YAML
Alarms:
- Alarm (p. 1852)
Enabled: Boolean
IgnorePollAlarmFailure: Boolean

プロパティ
Alarms
デプロイグループ用に設定されたアラームのリスト。デプロイグループには最大 10 個のアラームを
追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Alarm (p. 1852) のリスト
Update requires: No interruption
Enabled
アラームの設定が有効になっているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IgnorePollAlarmFailure
Amazon CloudWatch からアラームの現在の状態に関する情報を取得できない場合、デプロイを続行
するかどうかを示します。デフォルト値は false です。
• true: CloudWatch からアラームのステータス情報を取得できなくても、デプロイは続行されま
す。
• false: CloudWatch からアラームのステータス情報を取得できない場合は、デプロイが停止しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup AutoRollbackConfiguration
AutoRollbackConfiguration プロパティタイプでは、デプロイが正常に完了しなかった場合の AWS
CodeDeploy デプロイグループの自動ロールバックを設定します。詳細については、AWS CodeDeploy
ユーザーガイドの自動ロールバックを参照してください。
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AutoRollbackConfiguration は DeploymentGroup リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"Events" : [ String, ... ]

YAML
Enabled: Boolean
Events:
- String

プロパティ
Enabled
定義した自動ロールバック設定が現在有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Events
ロールバックをトリガーするイベントのタイプ。有効な値は
DEPLOYMENT_FAILURE、DEPLOYMENT_STOP_ON_ALARM、または
DEPLOYMENT_STOP_ON_REQUEST です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup BlueGreenDeploymentConfiguration
デプロイグループのブルー/グリーンデプロイオプションに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DeploymentReadyOption" : DeploymentReadyOption (p. 1858),
"GreenFleetProvisioningOption" : GreenFleetProvisioningOption (p. 1864),
"TerminateBlueInstancesOnDeploymentSuccess" : BlueInstanceTerminationOption (p. 1855)
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}

YAML
DeploymentReadyOption:
DeploymentReadyOption (p. 1858)
GreenFleetProvisioningOption:
GreenFleetProvisioningOption (p. 1864)
TerminateBlueInstancesOnDeploymentSuccess:
BlueInstanceTerminationOption (p. 1855)

プロパティ
DeploymentReadyOption
ブルー/グリーンデプロイで、新しくプロビジョンされたインスタンスがトラフィックを受信する準備
ができたときに実行するアクションに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: DeploymentReadyOption (p. 1858)
Update requires: No interruption
GreenFleetProvisioningOption
ブルー/グリーンデプロイの代替環境のためにインスタンスがどのようにプロビジョンされるかに関す
る情報。
必須: いいえ
タイプ: GreenFleetProvisioningOption (p. 1864)
Update requires: No interruption
TerminateBlueInstancesOnDeploymentSuccess
ブルー/グリーンデプロイ中に元のフリートのインスタンスを終了するかどうかに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: BlueInstanceTerminationOption (p. 1855)
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup BlueInstanceTerminationOption
ブルー/グリーンのデプロイが成功したときに、元の環境のインスタンスが終了するかどうかに関する情
報。BlueInstanceTerminationOption は Lambda デプロイには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : String,
"TerminationWaitTimeInMinutes" : Integer
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YAML
Action: String
TerminationWaitTimeInMinutes: Integer

プロパティ
Action
ブルー/グリーンデプロイが成功した後、元の環境のインスタンスに対して実行するアクション。
• TERMINATE: インスタンスは、指定された待機時間が経過すると終了します。
• KEEP_ALIVE: インスタンスは、ロードバランサーから登録解除され、デプロイグループから削除さ
れた後も実行状態が継続します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: KEEP_ALIVE | TERMINATE
Update requires: No interruption
TerminationWaitTimeInMinutes
Amazon EC2 デプロイの場合、ブルー/グリーンのデプロイが成功した後、元の環境からインスタンス
を終了するまで待機する時間 (分)。
Amazon ECS デプロイの場合、元の (ブルー) タスクセットを削除するまでの時間 (分)。Amazon ECS
デプロイ中、CodeDeploy はトラフィックを元の (青) タスクセットから代替 (緑) タスクセットに移行
します。
最大設定は 2880 分 (2 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup Deployment
Deployment は DeploymentGroup リソースのプロパティであり、デプロイグループのインスタンスにデ
プロイされる AWS CodeDeploy のアプリケーションリビジョンを指定します。アプリケーションリビジョ
ンを指定した場合、プロビジョンプロセスが完了するとすぐにターゲットリビジョンがデプロイされま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"IgnoreApplicationStopFailures" : Boolean,
"Revision" : RevisionLocation (p. 1867)
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YAML
Description: String
IgnoreApplicationStopFailures: Boolean
Revision:
RevisionLocation (p. 1867)

プロパティ
Description
デプロイに関するコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IgnoreApplicationStopFailures
true の場合、インスタンスへの ApplicationStop、BeforeBlockTraffic、または
AfterBlockTraffic デプロイライフサイクルイベントが失敗すると、デプロイが次のデプロ
イライフサイクルイベントに進みます。たとえば、ApplicationStop が失敗すると、デプロ
イは DownloadBundle に進みます。たとえば、BeforeBlockTraffic が失敗すると、デプロイ
は BlockTraffic に進みます。たとえば、AfterBlockTraffic が失敗すると、デプロイは
ApplicationStop に進みます。
false の場合、または未指定の場合、インスタンスへのデプロイ中にライフサイクルイベントが失敗
すると、そのデプロイは失敗します。そのインスタンスへのデプロイが全体的なデプロイの一部であ
り、正常なホストの数が正常なホストの最小数以上である場合は、次のインスタンスへのデプロイが
試行されます。
デプロイ中、AWS CodeDeploy エージェントは、前回成功したデプロイの AppSpec ファイルで
ApplicationStop、BeforeBlockTraffic、および AfterBlockTraffic に指定されたスクリプ
トを実行します。(他のすべてのスクリプトは、現在のデプロイの AppSpec ファイルから実行されま
す)。 これらのスクリプトのいずれかにエラーがあって正常に実行されない場合、デプロイに失敗する
ことがあります。
前回の正常なデプロイのスクリプトが正常に実行されないために失敗した場合
は、新しいデプロイを作成し、ignoreApplicationStopFailures を使用して
ApplicationStop、BeforeBlockTraffic、および AfterBlockTraffic の失敗を無視するよう
に指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Revision
保存されているアプリケーションアーティファクトの場所とそれらを取得するサービスに関する情
報。
必須: はい
タイプ: RevisionLocation (p. 1867)
Update requires: No interruption
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AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup DeploymentReadyOption
ブルー/グリーンデプロイの代替環境で、トラフィックがインスタンスにどのように再ルーティングされる
かに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActionOnTimeout" : String,
"WaitTimeInMinutes" : Integer

YAML
ActionOnTimeout: String
WaitTimeInMinutes: Integer

プロパティ
ActionOnTimeout
ブルー/グリーンデプロイで、トラフィックを元の環境から代替環境に再ルーティングするタイミング
に関する情報。
• CONTINUE_DEPLOYMENT: 新しいアプリケーションリビジョンが代替環境のインスタンスにイン
ストールされた直後に、新しいインスタンスをロードバランサーに登録します。
• STOP_DEPLOYMENT: ContinueDeployment を使用してトラフィックの再ルーティングが開始され
ない限り、新しいインスタンスをロードバランサーに登録しないでください。指定された待機期間
の終了前にトラフィックの再ルーティングが開始されない場合、デプロイステータスは [Stopped]
(停止) に変更されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CONTINUE_DEPLOYMENT | STOP_DEPLOYMENT
Update requires: No interruption
WaitTimeInMinutes
再ルーティングが手動で開始されない場合、ブルー/グリーンデプロイのステータスが [Stopped] (停
止) に変更されるまでの待機時間 (分)。actionOnTimeout の STOP_DEPLOYMENT オプションにのみ
適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup DeploymentStyle
実行するデプロイのタイプに関する情報 (インプレースまたは Blue/Green)、およびデプロイのトラフィッ
クをロードバランサーの背後にルーティングするかどうか。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeploymentOption" : String,
"DeploymentType" : String

YAML
DeploymentOption: String
DeploymentType: String

プロパティ
DeploymentOption
ロードバランサーの背後でデプロイトラフィックをルーティングするかどうかを示します。

Note
Amazon EC2 Application Load Balancer または Network Load Balancer は、Amazon ECS デ
プロイに必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: WITH_TRAFFIC_CONTROL | WITHOUT_TRAFFIC_CONTROL
Update requires: No interruption
DeploymentType
インプレースデプロイを実行するか、Blue/Green デプロイを実行するかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BLUE_GREEN | IN_PLACE
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeDeploy API リファレンスの EC2TagFilter

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup EC2TagFilter
Amazon EC2 タグフィルタに関する情報。
タグとタググループを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理する方法の
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS CodeDeploy でデプロイグループのインスタ
ンスにタグを付けるを参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Type: String
Value: String

プロパティ
Key
タグフィルタキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
タグフィルタタイプ:
• KEY_ONLY: キーのみ。
• VALUE_ONLY: 値のみ。
• KEY_AND_VALUE: キーと値
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: KEY_AND_VALUE | KEY_ONLY | VALUE_ONLY
Update requires: No interruption
Value
タグフィルタ値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup EC2TagSet
EC2TagSet プロパティタイプでは、Amazon EC2 インスタンスに適用するタグのグループに関する情報
を指定します。デプロイグループには、すべてのタググループによって識別される Amazon EC2 インス
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タンスのみが含まれます。EC2TagSet を EC2TagFilter と同じテンプレートで使用することはできませ
ん。
タグとタググループを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理する方法に
ついては、AWS CodeDeploy でデプロイグループのインスタンスにタグを付けるを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ec2TagSetList" : [ EC2TagSetListObject (p. 1861), ... ]

YAML
Ec2TagSetList:
- EC2TagSetListObject (p. 1861)

プロパティ
Ec2TagSetList
デプロイグループに含める、Amazon EC2 インスタンスに既に適用されている Amazon EC2 タ
グ。CodeDeploy には、このデプロイグループで指定するタグで識別されるすべての Amazon EC2 イ
ンスタンスが含まれます。
重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: EC2TagSetListObject (p. 1861) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeDeploy API リファレンスの EC2TagSet。

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup EC2TagSetListObject
EC2TagSet プロパティタイプでは、Amazon EC2 インスタンスに適用するタグのグループに関する情報
を指定します。デプロイグループには、すべてのタググループによって識別される Amazon EC2 インスタ
ンスのみが含まれます。EC2TagFilters と同じテンプレートで使用することはできません。
タグとタググループを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理する方法の
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS CodeDeploy でデプロイグループのインスタ
ンスにタグを付けるを参照してください。
EC2TagSet は、DeploymentGroup リソースタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Ec2TagGroup" : [ EC2TagFilter (p. 1859), ... ]

YAML
Ec2TagGroup:
- EC2TagFilter (p. 1859)

プロパティ
Ec2TagGroup
Amazon EC2 インスタンスタググループの他のリストを含むリスト。インスタンスをデプロイグルー
プに含めるためには、そのインスタンスがリスト内のすべてのタググループによって識別される必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: EC2TagFilter (p. 1859) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS CodeDeploy API リファレンスの EC2TagSet。

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup ECSService
Amazon ECS デプロイのターゲットを識別するために使用されるサービス名とクラスター名が含まれま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterName" : String,
"ServiceName" : String

YAML
ClusterName: String
ServiceName: String

プロパティ
ClusterName
Amazon ECS サービスが関連付けられているクラスターの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceName
ターゲットの Amazon ECS サービスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup ELBInfo
ELBInfo プロパティタイプは、CodeDeploy デプロイグループで使用される Elastic Load Balancing ロー
ドバランサーに関する情報を指定します。
ELBInfo プロパティを指定した場合、指定したロードバランサーを使用して AWS CodeDeploy によっ
てトラフィックがルーティングされるように、DeploymentStyle.DeploymentOption プロパティを
WITH_TRAFFIC_CONTROL に設定する必要があります。
ELBInfo は、AWS CodeDeploy DeploymentGroup LoadBalancerInfo プロパティタイプのプロパティで
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
Blue/Green デプロイの場合は、元のインスタンスから代替インスタンスにトラフィックをルーティン
グするために Blue/Green デプロイで使用されるロードバランサーの名前。インプレースデプロイの場
合は、デプロイ中にインスタンスがトラフィックの処理を行わないようにインスタンスの登録を解除
し、デプロイが完了した後でインスタンスを再登録するロードバランサーの名前。

Note
AWS CloudFormation では、AWS Lambda コンピューティングプラットフォームでのみ
Blue/Green デプロイがサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup GitHubLocation
GitHubLocation は、CodeDeploy DeploymentGroup Revision プロパティのプロパティであり、GitHub
に保存されているアプリケーションリビジョンの場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CommitId" : String,
"Repository" : String

YAML
CommitId: String
Repository: String

プロパティ
CommitId
アプリケーションリビジョンにバンドルされているアーティファクトを表す GitHub コミットの SHA1
コミット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Repository
アプリケーションリビジョンにバンドルされているアーティファクトを表すコミットへの参照を保存
する GitHub アカウントとリポジトリのペア。
値を account/repository に指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup GreenFleetProvisioningOption
ブルー/グリーンデプロイの代替環境に属するインスタンスに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Action" : String
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}

YAML
Action: String

プロパティ
Action
代替環境にインスタンスを追加するために使用するメソッド。
• DISCOVER_EXISTING: 既に存在するか、手動で作成されるインスタンスを使用します。
• COPY_AUTO_SCALING_GROUP: 指定した Auto Scaling グループの設定を使用して、新しい Auto
Scaling グループのインスタンスを定義および作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: COPY_AUTO_SCALING_GROUP | DISCOVER_EXISTING
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup LoadBalancerInfo
LoadBalancerInfo プロパティタイプは、AWS CodeDeploy デプロイグループで使用されるロードバラ
ンサーとターゲットグループに関する情報を指定します。詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガ
イドの CodeDeploy と Elastic Load Balancing の統合を参照してください。
AWS CloudFormation が LoadBalancerInfo で指定されたプロパティを使用するに
は、DeploymentStyle.DeploymentOption プロパティを WITH_TRAFFIC_CONTROL に設定する必要
があります。DeploymentStyle.DeploymentOption が WITH_TRAFFIC_CONTROL に設定されていな
い場合、AWS CloudFormation は LoadBalancerInfo で指定した設定を無視します。

Note
AWS CloudFormation では、AWS Lambda コンピューティングプラットフォームでのみ Blue/
Green デプロイがサポートされます。
LoadBalancerInfo は DeploymentGroup リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ElbInfoList" : [ ELBInfo (p. 1863), ... ],
"TargetGroupInfoList" : [ TargetGroupInfo (p. 1871), ... ]

YAML
ElbInfoList:
- ELBInfo (p. 1863)
TargetGroupInfoList:
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- TargetGroupInfo (p. 1871)

プロパティ
ElbInfoList
デプロイでロードバランシングに使用するロードバランサーに関する情報を含む配列。Elastic Load
Balancing では、ロードバランサーは Classic Load Balancer とともに使用されます。

Note
配列に複数のロードバランサーを追加することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ELBInfo (p. 1863) のリスト
Update requires: No interruption
TargetGroupInfoList
デプロイでロードバランシングに使用するターゲットグループに関する情報を含む配列。Elastic Load
Balancing では、ターゲットグループは Application Load Balancers とともに使用されます。

Note
配列に複数のターゲットグループを追加することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: TargetGroupInfo (p. 1871) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup OnPremisesTagSet
OnPremisesTagSet プロパティタイプでは、オンプレミスインスタンスタググループの他のリストを含
むリストを指定します。インスタンスをデプロイグループに含むためには、そのインスタンスがリスト内
のすべてのタググループによって識別される必要があります。
タグとタググループを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理する方法の
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS CodeDeploy でデプロイグループのインスタ
ンスにタグを付けるを参照してください。
OnPremisesTagSet は DeploymentGroup リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnPremisesTagSetList" : [ OnPremisesTagSetListObject (p. 1867), ... ]

YAML
OnPremisesTagSetList:
- OnPremisesTagSetListObject (p. 1867)
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プロパティ
OnPremisesTagSetList
オンプレミスインスタンスタググループの他のリストを含むリスト。インスタンスをデプロイグルー
プに含めるためには、そのインスタンスがリスト内のすべてのタググループによって識別される必要
があります。
重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: OnPremisesTagSetListObject (p. 1867) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup OnPremisesTagSetListObject
OnPremisesTagSetListObject プロパティタイプは、オンプレミスインスタンスタググループのリス
トを指定します。インスタンスをデプロイグループに含むためには、そのインスタンスがリスト内のすべ
てのタググループによって識別される必要があります。
OnPremisesTagSetListObject は、CodeDeploy DeploymentGroup OnPremisesTagSet プロパティタ
イプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnPremisesTagGroup" : [ TagFilter (p. 1870), ... ]

YAML
OnPremisesTagGroup:
- TagFilter (p. 1870)

プロパティ
OnPremisesTagGroup
オンプレミスインスタンスタグのグループに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 1870) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup RevisionLocation
RevisionLocation は、デプロイする CodeDeploy アプリケーションリビジョンの位置を定義するプロ
パティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GitHubLocation" : GitHubLocation (p. 1864),
"RevisionType" : String,
"S3Location" : S3Location (p. 1869)

YAML
GitHubLocation:
GitHubLocation (p. 1864)
RevisionType: String
S3Location:
S3Location (p. 1869)

プロパティ
GitHubLocation
GitHub に保存されているアプリケーションの場所に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: GitHubLocation (p. 1864)
Update requires: No interruption
RevisionType
アプリケーションンリビジョンのタイプ:
• S3: Amazon S3 に保存されているアプリケーションリビジョン。
• GitHub: GitHub に保存されているアプリケーションリビジョン (EC2/オンプレミスのデプロイの
み)。
• 文字列: YAML 形式または JSON 形式の文字列 (AWS Lambda のデプロイのみ)。
• AppSpecContent: AWS Lambda または Amazon ECS デプロイ用の AppSpec ファイルのコンテン
ツを含む AppSpecContent オブジェクト。コンテンツは、RawString として格納される JSON ま
たは YAML としてフォーマットされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AppSpecContent | GitHub | S3 | String
Update requires: No interruption
S3Location
Amazon S3 に保存されているリビジョンの場所に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 1869)
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Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup S3Location
S3Location は、CodeDeploy DeploymentGroup Revision プロパティのプロパティであり、Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されているアプリケーションリビジョンの場所を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"BundleType" : String,
"ETag" : String,
"Key" : String,
"Version" : String

YAML
Bucket: String
BundleType: String
ETag: String
Key: String
Version: String

プロパティ
Bucket
アプリケーションリビジョンが保存されている Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BundleType
アプリケーションのリビジョンファイルのタイプ。以下のいずれかである必要があります。
• JSON
• tar: tar アーカイブファイル。
• tgz: 圧縮された tar アーカイブファイル。
• YAML
• zip: zip アーカイブファイル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: JSON | tar | tgz | YAML | zip
Update requires: No interruption
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ETag
アプリケーションリビジョンにバンドルされているアーティファクトを表す Amazon S3 オブジェク
トの ETag。
ETag が入力パラメータとして指定されていない場合、オブジェクトの ETag 検証はスキップされま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
アプリケーションリビジョンにバンドルされているアーティファクトを表す Amazon S3 オブジェク
トの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
アプリケーションリビジョンにバンドルされているアーティファクトを表す Amazon S3 オブジェク
トの特定のバージョン。
バージョンを指定しなかった場合は、デフォルトで最新バージョンが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup TagFilter
TagFilter は AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リソースのプロパティタイプであり、デプロイ
グループに関連付けるオンプレミスインスタンスを指定します。オンプレミスのインスタンスを AWS
CodeDeploy に登録するには、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS CodeDeploy を使用して既存の
オンプレミスインスタンスを設定するを参照してください。
タグとタググループを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスインスタンスを管理する方法の
詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの AWS CodeDeploy でデプロイグループのインスタ
ンスにタグを付けるを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"Type" : String,
"Value" : String
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YAML
Key: String
Type: String
Value: String

プロパティ
Key
オンプレミスインスタンスタグのフィルタキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
オンプレミスインスタンスタグのフィルタタイプ:
• KEY_ONLY: キーのみ。
• VALUE_ONLY: 値のみ。
• KEY_AND_VALUE: キーと値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: KEY_AND_VALUE | KEY_ONLY | VALUE_ONLY
Update requires: No interruption
Value
オンプレミスインスタンスタグのフィルタ値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup TargetGroupInfo
TargetGroupInfo プロパティタイプは、デプロイで使用する Elastic Load Balancing のターゲットグ
ループに関する情報を指定します。インスタンスはターゲットグループにターゲットとして登録され、ト
ラフィックはターゲットグループにルーティングされます。詳細については、AWS CodeDeploy API リ
ファレンスの TargetGroupInfo を参照してください。
TargetGroupInfo プロパティを指定した場合、指定したターゲットグループを使用して CodeDeploy に
よってトラフィックがルーティングされるように DeploymentStyle.DeploymentOption プロパティ
を WITH_TRAFFIC_CONTROL に設定する必要があります。
TargetGroupInfo は、LoadBalancerInfo プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
Blue/Green デプロイの場合、元の環境のインスタンスが登録解除されたターゲットグループ名、およ
び登録された代替環境のインスタンスです。インプレースデプロイメントでは、インスタンスが登録
解除されるターゲットグループの名前になります。デプロイメント中にトラフィックを処理せず、デ
プロイメントが完了した後に再登録します。重複は許可されていません。

Note
AWS CloudFormation では、AWS Lambda コンピューティングプラットフォームでのみ
Blue/Green デプロイがサポートされます。
この値は 32 文字を超えることはできません。したがって、次の例に示すように、ターゲットグルー
プの Name プロパティ、または TargetGroupName 組み込み関数で Fn::GetAtt 属性を使用する必
要があります。グループの Amazon リソースネーム (ARN) または TargetGroupFullName 属性を使
用しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup TriggerConfig
デプロイグループの通知トリガーに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"TriggerEvents" : [ String, ... ],
"TriggerName" : String,
"TriggerTargetArn" : String

YAML
TriggerEvents:
- String
TriggerName: String
TriggerTargetArn: String
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プロパティ
TriggerEvents
通知をトリガーするイベントの種類。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TriggerName
通知トリガーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TriggerTargetArn
デプロイまたはインスタンスイベントに関する通知が送信される際に使用される Amazon Simple
Notification Service トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon CodeGuru Profiler リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup (p. 1873)

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
プロファイリンググループを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup",
"Properties" : {
"AgentPermissions" : Json,
"AnomalyDetectionNotificationConfiguration" : [ Channel (p. 1877), ... ],
"ComputePlatform" : String,
"ProfilingGroupName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Properties:
AgentPermissions: Json
AnomalyDetectionNotificationConfiguration:
- Channel (p. 1877)
ComputePlatform: String
ProfilingGroupName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AgentPermissions
このプロファイリンググループにアタッチされているエージェントのアクセス許可。このアクション
グループは、プロファイリングエージェントに必要なアクションを実行する ConfigureAgent およ
び PostAgentProfile アクセス許可を付与します。Json はキー Principals で構成されていま
す。
プリンシパル: プロファイリンググループへのアクセスを許可するロールとユーザーの文字列 ARN の
リスト。ワイルドカードは ARN ではサポートされていません。最大 50 個の ARN を指定できます。
空のリストは許可されていません。これは必須のキーです。
詳細については、Amazon CodeGuru Profiler ユーザーガイドの「CodeGuru Profiler のリソースベース
のポリシー」、「ConfigureAgent」、「PostAgentProfile」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
AnomalyDetectionNotificationConfiguration
プロファイリンググループに異常通知を追加します。
必須: いいえ
タイプ: チャネル (p. 1877)のリスト
Update requires: No interruption
ComputePlatform
プロファイリンググループのコンピュートプラットフォーム。アプリケーションが AWS Lambda
で実行される場合は AWSLambda を使用します。AWS Lambda 以外のコンピューティングプラット
フォーム (Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスサーバー、または別のプラットフォームなど) で
アプリケーションが実行される場合は、Default を使用します。指定しない場合は、Default を使
用します。このプロパティは不変です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProfilingGroupName
プロファイリンググループの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
作成されたプロファイリンググループに追加するタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: プロファイリンググループ
の名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
そのプロファイリンググループの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。

例
CodeGuru Profiler プロファイリンググループリソース設定
以下は、プロファイリンググループ名とエージェントアクセス許可プロパティを持つプロファイリンググ
ループリソースの例です。

JSON
"MyProfilingGroupWithAgentPermissions": {
"Type": "AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup",
"Properties": {
"ProfilingGroupName": "MyProfilingGroup",
"AgentPermissions": {
"Principals": [
"arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-1",
"arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-2"
]
}
}
}
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YAML
MyProfilingGroupWithAgentPermissions:
Type: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Properties:
ProfilingGroupName: "MyProfilingGroup"
AgentPermissions:
Principals:
- "arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-1"
- "arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-2"

コンピューティングプラットフォームによる CodeGuru Profiler プロファイリンググループリソー
ス
以下は、AWS Lambda で実行されるプロファイリンググループリソースの例です。

JSON
"MyProfilingGroupWithComputePlatform": {
"Type": "AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup",
"Properties": {
"ProfilingGroupName": "MyProfilingGroup",
"ComputePlatform": "AWSLambda"
}
}

YAML
MyProfilingGroupWithComputePlatform:
Type: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Properties:
ProfilingGroupName: "MyProfilingGroup"
ComputePlatform: "AWSLambda"

通知付きの CodeGuru Profiler プロファイリンググループリソース
プロファイリンググループの通知設定の例を次に示します。

JSON
"MyProfilingGroupWithNotificationChannelConfiguration": {
"Type": "AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup",
"Properties": {
"ProfilingGroupName": "MyProfilingGroup",
"AnomalyDetectionNotificationConfiguration": [
{
"channelUri": "SOME_SNS_TOPIC_ARN",
"channelId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
]
}
}

YAML
MyProfilingGroupWithNotificationChannelConfiguration:
Type: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Properties:
ProfilingGroupName: MyProfilingGroup
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AnomalyDetectionNotificationConfiguration:
- channelUri: SOME_SNS_TOPIC_ARN
channelId: aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee

CodeGuru Profiler プロファイリンググループ設定
以下は、AWS Lambda で実行されるプロファイリンググループの例です。このプロファ
イリンググループでは、エージェントのアクセス許可が有効になっています。通知も
AnomalyDetectionConfiguration で設定されています。

JSON
"MyProfilingGroupWithAgentPermissions": {
"Type": "AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup",
"Properties": {
"ProfilingGroupName": "MyProfilingGroup",
"ComputePlatform": "AWSLambda",
"AgentPermissions": {
"Principals": [
"arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-1",
"arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-2"
]
},
"AnomalyDetectionNotificationConfiguration": [
{
"channelUri": "SOME_SNS_TOPIC_ARN",
"channelId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
]
}
}

YAML
MyProfilingGroup:
Type: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Properties:
ProfilingGroupName: "MyProfilingGroup"
ComputePlatform: "AWSLambda"
AgentPermissions:
Principals:
- "arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-1"
- "arn:aws:iam::1233456789012:role/agent-permissions-role-2"
AnomalyDetectionNotificationConfiguration:
- channelUri: SOME_SNS_TOPIC_ARN
channelId: aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup Channel
アプリケーションプロファイルで発生したイベントについてユーザーに警告するための通知メディア。通
知チャネルとして SNSトピックがサポートされています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"channelId" : String,
"channelUri" : String
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}

YAML
channelId: String
channelUri: String

プロパティ
channelId
チャネル ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
channelUri
チャネル URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon CodeGuru Reviewer リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation (p. 1878)

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
このリソースは、Amazon CodeGuru Reviewer が確認するソースコードを取得する方法を設定しま
す。AWS CloudFormation テンプレートを使用して、以下のリポジトリタイプとの関連付けを作成できま
す。
• AWS CodeCommit - 詳細については、Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイドの Create an AWS
CodeCommit repository association を参照してください。
• Bitbucket - 詳細については、Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイドの「Bitbucket リポジトリの
関連付けを作成する」を参照してください。
• GitHub Enterprise Server - 詳細については、Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイドの「GitHub
Enterprise Server リポジトリの関連付けを作成する」を参照してください。
• S3Bucket - 詳細については、Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイドの Create code reviews with
GitHub Actions を参照してください。

Note
CloudFormation テンプレートを使用して、GitHub リポジトリとの関連付けを作成することはで
きません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties" : {
"BucketName" : String,
"ConnectionArn" : String,
"Name" : String,
"Owner" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
BucketName: String
ConnectionArn: String
Name: String
Owner: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
BucketName
バケットの名前。これは S3Bucket リポジトリに必要です。名前はプレフィックス codegurureviewer-* で始まる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConnectionArn
AWS CodeStar Connections 接続の Amazon リソースネーム (ARN)。形式は arn:aws:codestarconnections:region-id:aws-account_id:connection/connection-id です。詳細につい
ては、AWS CodeStar Connections API リファレンスの Connection を参照してください。
ConnectionArn は、Bitbucket および GitHub Enterprise Server リポジトリに対して指定する必要が
あります。AWS CodeCommit リポジトリに対して指定しても効果はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:.+:.+:[0-9]{12}:.+
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Update requires: Replacement
Name
リポジトリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^\S[\w.-]*$
Update requires: Replacement
Owner
リポジトリの所有者。GitHub Enterprise Server または Bitbucket リポジトリの場合、これはリポジト
リを所有するアカウントのユーザー名です。
Owner は、Bitbucket および GitHub Enterprise Server リポジトリに対して指定する必要がありま
す。AWS CodeCommit リポジトリに対して指定しても効果はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^\S(.*\S)?$
Update requires: Replacement
Tags
関連するリポジトリにタグを付けるために使用されるキーと値のペアの配列。タグは、次の 2 つの部
分を持つカスタム属性ラベルです。
• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文
字が区別されます。
• タグ値として知られるオプションのフィールド (例: 111122223333、Production、チーム名な
ど)。タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ
値は大文字と小文字が区別されます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
Type
確認するソースコードを含むリポジトリのタイプ。有効な値は以下のとおりです。
• CodeCommit
• Bitbucket
• GitHubEnterpriseServer
• S3Bucket
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に渡されると、Ref は、AWS CodeGuru Reviewer
RepositoryAssociation の Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:codegurureviewer:region:123456789012:association/universally-unique-identifier など) を返
します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下に示しているのは、使用可能なサン
プルの戻り値です。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AssociationArn
RepositoryAssociation オブジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。この ARN を取得する
には、ListRepositories を呼び出します。

例
既存の CodeCommit リポジトリを使用して AWS CodeCommit リポジトリの関連付けを作成する
以下の例では、MyRepository という名前の既存の AWS CodeCommit リポジトリを使用して、Amazon
CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けを作成します。

YAML
Resources:
MyRepositoryAssociation:
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
Name: MyRepository
Type: CodeCommit

JSON
{

}

"Resources": {
"MyRepositoryAssociation": {
"Type": "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties": {
"Name": "MyRepository",
"Type": "CodeCommit"
}
}
}
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AWS CodeCommit リポジトリと新しい CodeCommit リポジトリとの関連付けを作成する
以下の例では、MyRepositoryName という名前の AWS CodeCommit リポジトリを作成します。次
に、CodeCommit リポジトリを使用して Amazon CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けを作成しま
す。RepositoryAssociation の DependsOn プロパティは、CodeCommit リポジトリを指定します。
これは、CodeCommit リポジトリの作成後にのみリポジトリの関連付けを作成できるためです。

YAML
Resources:
MyRepository:
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
RepositoryName: MyRepositoryName
MyRepositoryAssociation:
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
Name: MyRepositoryName
Type: CodeCommit

JSON
{

}

"Resources": {
"MyRepository": {
"Type": "AWS::CodeCommit::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName": "MyRepositoryName"
}
},
"MyRepositoryAssociation": {
"Type": "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties": {
"Name": "MyRepositoryName",
"Type": "CodeCommit"
}
}
}

Bitbucket リポジトリの関連付けを作成する
以下の例では、Bitbucket リポジトリを使用して Amazon CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けを作
成します。

YAML
Resources:
MyRepositoryAssociation:
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
Name: MyBitbucketRepoName
Type: Bitbucket
ConnectionArn: arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
Owner: MyOwnerName

JSON
{
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"Resources": {
"MyRepositoryAssociation": {
"Type": "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties": {
"Name": "MyBitbucketRepoName",
"Type": "Bitbucket",
"ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"Owner": "MyOwnerName"
}
}
}
}

GitHub Enterprise Server リポジトリの関連付けを作成する
以下の例では、GitHub Enterprise Server リポジトリを使用して Amazon CodeGuru Reviewer リポジトリ
の関連付けを作成します。

YAML
Resources:
MyRepositoryAssociation:
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
Name: MyGitHubEnterpriseRepoName
Type: GitHubEnterpriseServer
ConnectionArn: arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
Owner: MyOwnerName

JSON
{

"Resources": {
"MyRepositoryAssociation": {
"Type": "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties": {
"Name": "MyGitHubEnterpriseRepoName",
"Type": "GitHubEnterpriseServer",
"ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"Owner": "MyOwnerName"
}
}
}
}

タグとリポジトリの関連付けの作成
次の例では、2 つのタグを持つ Amazon CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けを作成します。リポジ
トリは AWS CodeCommit リポジトリです。BitBucket または GitHub エンタープライズリポジトリの関連
付けを作成するときに、同じ方法で Tags プロパティを使用してタグを追加します。

YAML
Resources:
MyRepositoryAssociation:
Type: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
Properties:
Name: MyRepository
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Type: CodeCommit
Tags:
- Key: tag1-key
Value: tag1-value
- Key: tag2-key
Value: tag2-value

JSON
{

}

"Resources": {
"MyRepositoryAssociation": {
"Type": "AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation",
"Properties": {
"Name": "MyRepository",
"Type": "CodeCommit",
"Tags": [
{
"Key": "tag1-key",
"Value": "tag1-value"
},
{
"Key": "tag2-key",
"Value": "tag2-value"
}
]
}
}
}

AWS CodePipeline リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodePipeline::CustomActionType (p. 1884)
• AWS::CodePipeline::Pipeline (p. 1892)
• AWS::CodePipeline::Webhook (p. 1910)

AWS::CodePipeline::CustomActionType
AWS::CodePipeline::CustomActionType リソースは、CodePipeline デフォルトアクションに含ま
れないアクティビティのカスタムアクションを作成します (社内で開発されたビルドプロセスやテストス
イートの実行など)。これらのカスタムアクションは、パイプラインの段階で使用できます。詳細について
は、AWS CodePipeline ユーザーガイドの Create and Add a Custom Action in AWS CodePipeline を参照
してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CodePipeline::CustomActionType",
"Properties" : {
"Category" : String,
"ConfigurationProperties" : [ ConfigurationProperties (p. 1889), ... ],
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}

}

"InputArtifactDetails" : ArtifactDetails (p. 1888),
"OutputArtifactDetails" : ArtifactDetails (p. 1888),
"Provider" : String,
"Settings" : Settings (p. 1891),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Version" : String

YAML
Type: AWS::CodePipeline::CustomActionType
Properties:
Category: String
ConfigurationProperties:
- ConfigurationProperties (p. 1889)
InputArtifactDetails:
ArtifactDetails (p. 1888)
OutputArtifactDetails:
ArtifactDetails (p. 1888)
Provider: String
Settings:
Settings (p. 1891)
Tags:
- Tag
Version: String

プロパティ
Category
カスタムアクションのカテゴリ (ビルドアクションやテストアクションなど)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Approval | Build | Deploy | Invoke | Source | Test
Update requires: Replacement
ConfigurationProperties
カスタムアクションの設定プロパティ。

Note
設定プロパティが必須で、かつシークレットではない限り、{Config:name} 形式に従っ
て、URL テンプレート内のカスタムアクションの設定プロパティで名前を参照できます。詳
細については、パイプラインのカスタムアクションの作成を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ConfigurationProperties (p. 1889) のリスト (p. 1889)
最大: 10
Update requires: Replacement
InputArtifactDetails
アクションの入力アーティファクトの詳細 (そのコミット ID など)。
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必須: はい
タイプ: ArtifactDetails (p. 1888)
Update requires: Replacement
OutputArtifactDetails
アクションの出力アーティファクトの詳細 (そのコミット ID など)。
必須: はい
タイプ: ArtifactDetails (p. 1888)
Update requires: Replacement
Provider
カスタムアクションに使用されるサービスのプロバイダー (CodeDeploy など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 35
パターン: [0-9A-Za-z_-]+
Update requires: Replacement
Settings
このカスタムアクションに関する情報をユーザーに提供する URL。
必須: いいえ
タイプ: Settings (p. 1891)
Update requires: Replacement
Tags
カスタムアクションのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Version
このカスタムアクションのバージョン識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 9
パターン: [0-9A-Za-z_-]+
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
custo-MyCus-A1BCDEFGHIJ2 などのカスタムアクション名 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
カスタムアクションタイプリソースの設定
以下の例は、ユーザーが 1 つのプロパティ (プロジェクト名) を指定する必要があるカスタムビルドアク
ションです。

JSON
"MyCustomActionType": {
"Type": "AWS::CodePipeline::CustomActionType",
"Properties": {
"Category": "Build",
"Provider": "My-Build-Provider-Name",
"Version": { "Ref" : "Version" },
"ConfigurationProperties": [
{
"Description": "The name of the build project must be provided when this action is
added to the pipeline.",
"Key": "true",
"Name": "MyProjectName",
"Queryable": "false",
"Required": "true",
"Secret": "false",
"Type": "String"
}
],
"InputArtifactDetails": {
"MaximumCount": "1",
"MinimumCount": "1"
},
"OutputArtifactDetails": {
"MaximumCount": { "Ref" : "MaximumCountForOutputArtifactDetails" },
"MinimumCount": "0"
},
"Settings": {
"EntityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/",
"ExecutionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
},
"Tags": [
{
"Key": "Project",
"Value": "ProjectA"
},
{
"Key": "Team",
"Value": "Admins"
}
]
}
}
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YAML
MyCustomActionType:
Type: AWS::CodePipeline::CustomActionType
Properties:
Category: Build
Provider: "My-Build-Provider-Name"
Version:
Ref: Version
ConfigurationProperties:
Description: "The name of the build project must be provided when this action is
added to the pipeline."
Key: true
Name: MyProjectName
Queryable: false
Required: true
Secret: false
Type: String
InputArtifactDetails:
MaximumCount: 1
MinimumCount: 1
OutputArtifactDetails:
MaximumCount:
Ref: MaximumCountForOutputArtifactDetails
MinimumCount: 0
Settings:
EntityUrlTemplate: "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/"
ExecutionUrlTemplate: "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
Tags:
- Key: Project
Value: ProjectA
- Key: Team
Value: Admins

AWS::CodePipeline::CustomActionType ArtifactDetails
アーティファクトの詳細に関する情報を返します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaximumCount" : Integer,
"MinimumCount" : Integer

YAML
MaximumCount: Integer
MinimumCount: Integer

プロパティ
MaximumCount
アクションタイプに許可されるアーティファクトの最大数。
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必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 5
Update requires: No interruption
MinimumCount
アクションタイプに許可されるアーティファクトの最小数。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 5
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::CustomActionType ConfigurationProperties
カスタムアクションの設定プロパティ。

Note
設定プロパティが必須で、かつシークレットではない限り、{Config:name} 形式に従って、URL
テンプレート内のカスタムアクションの設定プロパティで名前を参照できます。詳細について
は、パイプラインのカスタムアクションの作成を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"Key" : Boolean,
"Name" : String,
"Queryable" : Boolean,
"Required" : Boolean,
"Secret" : Boolean,
"Type" : String

YAML
Description: String
Key: Boolean
Name: String
Queryable: Boolean
Required: Boolean
Secret: Boolean
Type: String
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プロパティ
Description
ユーザーに表示されるアクション設定プロパティの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 160
Update requires: No interruption
Key
設定プロパティがキーであるかどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
アクション設定プロパティの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
Update requires: No interruption
Queryable
プロパティが PollForJobs とともに使用されることを示します。カスタムアクションを作成すると
き、アクションには最大 1 つのクエリ可能なプロパティを設定できます。1 つ設定されている場合、
そのプロパティは必須でなければならず、シークレットであってはなりません。
カスタムアクションタイプでパイプラインを作成し、そのカスタムアクションにクエリ可能なプロパ
ティが含まれている場合、その設定プロパティの値には他の制限が適用されます。値は 20 文字以下
である必要があります。値には、英数字、アンダースコア、およびハイフンのみを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Required
設定プロパティが必須の値であるかどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
1890

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CodePipeline

Secret
設定プロパティがシークレットであるかどうか。シークレット
は、GetJobDetails、GetThirdPartyJobDetails、PollForJobs、および
PollForThirdPartyJobs を除くすべての呼び出しで非表示になります。
パイプラインを更新するときに、アクションの他の値を変更せずに * * * * * を渡すと、以前のシーク
レットの値が保持されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Type
設定プロパティのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Boolean | Number | String
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::CustomActionType Settings
Settings は、AWS::CodePipeline::CustomActionType リソースのプロパティであり、ユーザーが
アクセスして CodePipeline カスタムアクションに関する情報を表示できる URL を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EntityUrlTemplate" : String,
"ExecutionUrlTemplate" : String,
"RevisionUrlTemplate" : String,
"ThirdPartyConfigurationUrl" : String

YAML
EntityUrlTemplate: String
ExecutionUrlTemplate: String
RevisionUrlTemplate: String
ThirdPartyConfigurationUrl: String

プロパティ
EntityUrlTemplate
CodePipeline コンソールに返される URL。CodeDeploy デプロイグループの設定ページなど、外部シ
ステムのリソースへのディープリンクを提供します。このリンクは、パイプライン内のアクション表
示の一部として提供されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
ExecutionUrlTemplate
CodePipeline コンソールに返される URL。CodeDeploy のコンソールページなど、外部システムの最
上位のランディングページへのリンクが含まれます。このリンクは CodePipeline コンソールのパイプ
ラインビューページに表示され、外部アクションの実行エンティティへのリンクを提供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
RevisionUrlTemplate
CodePipeline コンソールに返される URL。顧客が外部アクションの設定を更新または変更できるペー
ジへのリンクが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
ThirdPartyConfigurationUrl
ユーザーが外部サービスにサインアップし、そのサービスによって提供されるアクションの初期設定
を実行できる、サインアップページの URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline
AWS::CodePipeline::Pipeline リソースは、リリースプロセスでソフトウェアの変更がどのように行
われるかを記述する CodePipeline パイプラインを作成します。詳細については、AWS CodePipeline ユー
ザーガイドの What Is CodePipeline? を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
1892

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CodePipeline

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodePipeline::Pipeline",
"Properties" : {
"ArtifactStore" : ArtifactStore (p. 1902),
"ArtifactStores" : [ ArtifactStoreMap (p. 1904), ... ],
"DisableInboundStageTransitions" : [ StageTransition (p. 1909), ... ],
"Name" : String,
"RestartExecutionOnUpdate" : Boolean,
"RoleArn" : String,
"Stages" : [ StageDeclaration (p. 1908), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
Properties:
ArtifactStore:
ArtifactStore (p. 1902)
ArtifactStores:
- ArtifactStoreMap (p. 1904)
DisableInboundStageTransitions:
- StageTransition (p. 1909)
Name: String
RestartExecutionOnUpdate: Boolean
RoleArn: String
Stages:
- StageDeclaration (p. 1908)
Tags:
- Tag

プロパティ
ArtifactStore
パイプラインのアーティファクトが保存されている S3 バケット。

Note
パイプラインでは、artifactStore または artifactStores のどちらかを含める必要が
ありますが、両方使用することはできません。パイプラインでクロスリージョンアクション
を作成する場合は、artifactStores を使用する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: ArtifactStore (p. 1902)
Update requires: No interruption
ArtifactStores
artifactStore オブジェクトのマッピングと対応する AWS リージョン。パイプラインリージョン
と、パイプライン内の各クロスリージョンのアクションに対して、アーティファクトストアが必要で
す。
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Note
パイプラインでは、artifactStore または artifactStores のどちらかを含める必要が
ありますが、両方使用することはできません。パイプラインでクロスリージョンアクション
を作成する場合は、artifactStores を使用する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: ArtifactStoreMap (p. 1904) のリスト
Update requires: No interruption
DisableInboundStageTransitions
DisableStageTransition アクションの入力を表します。
必須: いいえ
タイプ: StageTransition (p. 1909) のリスト
Update requires: No interruption
Name
パイプラインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: Replacement
RestartExecutionOnUpdate
CodePipeline パイプラインを更新後に再実行するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RoleArn
actionRoleArn を使用せずにアクションを実行するために使用するか、actionRoleArn を使
用してアクションのロールを引き受けるために使用する CodePipeline の Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:iam::[0-9]{12}:role/.*
Update requires: No interruption
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Stages
ステージとその定義に関する情報を表します。
必須: はい
タイプ: StageDeclaration (p. 1908) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
パイプラインに適用するタグを指定します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
mysta-MyPipeline-A1BCDEFGHIJ2 などのパイプライン名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Version
パイプラインのバージョン。

Note
新しいパイプラインには常にバージョン番号 1 が割り当てられます。この番号はパイプライ
ンが更新されると増えます。

例
パイプラインリソースの設定
次の例では、ソース、ベータ、およびリリースステージを使用してパイプラインを作成します。ソースス
テージでは、CodePipeline は S3 バケットに保存されたアプリケーションの変更を検出し、パイプライン
に引き出します。ベータステージでは、CodeDeploy を使用してそれらの変更が EC2 インスタンスにデプ
ロイされます。リリースステージでは、インバウンド移行が無効になるため、変更をリリースにデプロイ
する準備ができるタイミングを制御できます。

JSON
"AppPipeline": {
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"Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
"Properties": {
"RoleArn": { "Ref" : "CodePipelineServiceRole" },
"Stages": [
{
"Name": "Source",
"Actions": [
{
"Name": "SourceAction",
"ActionTypeId": {
"Category": "Source",
"Owner": "AWS",
"Version": "1",
"Provider": "S3"
},
"OutputArtifacts": [
{ "Name": "SourceOutput"
}
],
"Configuration": {
"S3Bucket": { "Ref" : "SourceS3Bucket" },
"S3ObjectKey": { "Ref" : "SourceS3ObjectKey" }
},
"RunOrder": 1
}
]
},
{
"Name": "Beta",
"Actions": [
{
"Name": "BetaAction",
"InputArtifacts": [
{
"Name": "SourceOutput"
}
],
"ActionTypeId": {
"Category": "Deploy",
"Owner": "AWS",
"Version": "1",
"Provider": "CodeDeploy"
},
"Configuration": {
"ApplicationName": {"Ref" : "ApplicationName"},
"DeploymentGroupName": {"Ref" : "DeploymentGroupName"}
},
"RunOrder": 1
}
]
},
{
"Name": "Release",
"Actions": [
{
"Name": "ReleaseAction",
"InputArtifacts": [
{
"Name": "SourceOutput"
}
],
"ActionTypeId": {
"Category": "Deploy",
"Owner": "AWS",
"Version": "1",
"Provider": "CodeDeploy"
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]

}

}

}

},
"Configuration": {
"ApplicationName": {"Ref" : "ApplicationName"},
"DeploymentGroupName": {"Ref" : "DeploymentGroupName"}
},
"RunOrder": 1

}
],
"ArtifactStore": {
"Type": "S3",
"Location": { "Ref" : "ArtifactStoreS3Location" },
"EncryptionKey": {
"Id": "arn:aws:kms:useast-1:ACCOUNT-ID:key/KEY-ID",
"Type": "KMS"
},
"DisableInboundStageTransitions": [
{
"StageName": "Release",
"Reason": "Disabling the transition until integration tests are completed"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Project",
"Value": "ProjectA"
},
{
"Key": "IsContainerBased",
"Value": "true"
}
]

YAML
AppPipeline:
Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
Properties:
RoleArn:
Ref: CodePipelineServiceRole
Stages:
Name: Source
Actions:
Name: SourceAction
ActionTypeId:
Category: Source
Owner: AWS
Version: 1
Provider: S3
OutputArtifacts:
Name: SourceOutput
Configuration:
S3Bucket:
Ref: SourceS3Bucket
S3ObjectKey:
Ref: SourceS3ObjectKey
RunOrder: 1
-
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-

Name: Beta
Actions:
Name: BetaAction
InputArtifacts:
Name: SourceOutput
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Version: 1
Provider: CodeDeploy
Configuration:
ApplicationName:
Ref: ApplicationName
DeploymentGroupName:
Ref: DeploymentGroupName
RunOrder: 1

Name: Release
Actions:
Name: ReleaseAction
InputArtifacts:
Name: SourceOutput
ActionTypeId:
Category: Deploy
Owner: AWS
Version: 1
Provider: CodeDeploy
Configuration:
ApplicationName:
Ref: ApplicationName
DeploymentGroupName:
Ref: DeploymentGroupName
RunOrder: 1
ArtifactStore:
Type: S3
Location:
Ref: ArtifactStoreS3Location
EncryptionKey:
Id: arn:aws:kms:useast-1:ACCOUNT-ID:key/KEY-ID
Type: KMS
DisableInboundStageTransitions:
StageName: Release
Reason: "Disabling the transition until integration tests are completed"
Tags:
- Key: Project
Value: ProjectA
- Key: IsContainerBased
Value: 'true'

AWS::CodePipeline::Pipeline ActionDeclaration
アクション宣言に関する情報を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"ActionTypeId" : ActionTypeId (p. 1901),
"Configuration" : Json,
"InputArtifacts" : [ InputArtifact (p. 1906), ... ],
"Name" : String,
"Namespace" : String,
"OutputArtifacts" : [ OutputArtifact (p. 1907), ... ],
"Region" : String,
"RoleArn" : String,
"RunOrder" : Integer

YAML
ActionTypeId:
ActionTypeId (p. 1901)
Configuration: Json
InputArtifacts:
- InputArtifact (p. 1906)
Name: String
Namespace: String
OutputArtifacts:
- OutputArtifact (p. 1907)
Region: String
RoleArn: String
RunOrder: Integer

プロパティ
ActionTypeId
アクションタイプとアクションのプロバイダーを指定します。
必須: はい
タイプ: ActionTypeId (p. 1901)
Update requires: No interruption
Configuration
アクションの操作。これらは、アクションの入力値を指定するキーと値のペアです。詳細につ
いては、「CodePipeline のアクション構造の要件」を参照してください。CodePipeline の AWS
CloudFormation アクションタイプの設定プロパティのリストについては、 AWS CloudFormation ユー
ザーガイドの Configuration Properties Reference を参照してください。サンプルを含むテンプレート
スニペットについては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Using Parameter Override Functions
with CodePipeline Pipelines を参照してください。
値は JSON 形式または YAML 形式で表すことができます。たとえば、JSON 設定項目の形式は次のと
おりです。
JSON:
"Configuration" : { Key : Value },
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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InputArtifacts
アクションが使用するアーティファクトの名前または ID (テストやビルドアーティファクトなど)。

Note
入力アーティファクトが複数ある CodeBuild アクションの場合、入力ソースの 1 つを
PrimarySource として指定する必要があります。詳細については、AWS CodePipeline ユー
ザーガイドの CodeBuild アクションのリファレンスのページを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: InputArtifact (p. 1906) のリスト
Update requires: No interruption
Name
アクション宣言の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: No interruption
Namespace
アクションに関連付けられた変数名前空間。このアクションによって出力として生成されるすべての
変数は、この名前空間に属します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9@\-_]+
Update requires: No interruption
OutputArtifacts
アクション宣言の結果の名前または ID (テストやビルドアーティファクトなど)。
必須: いいえ
タイプ: OutputArtifact (p. 1907) のリスト
Update requires: No interruption
Region
アクション宣言の AWS リージョン (us-east-1 など)。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 30
Update requires: No interruption
RoleArn
宣言されたアクションを実行する IAM サービスロールの ARN。これは、パイプラインの roleArn を介
することが想定されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:iam::[0-9]{12}:role/.*
Update requires: No interruption
RunOrder
アクションの実行順序。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 999
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline ActionTypeId
アクションタイプに関する情報を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Category" : String,
"Owner" : String,
"Provider" : String,
"Version" : String

YAML
Category: String
Owner: String
Provider: String
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Version: String

プロパティ
Category
カテゴリーはそのステージで実行できるアクションの種類を定義し、そのアクションのプロバイダー
タイプを制限します。有効なカテゴリーは、以下のいずれかの値に制限されています。
• Source
• Build
• Test
• Deploy
• Invoke
• Approval
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Owner
呼び出されているアクションの作成者。パイプライン構造内のアクションカテゴリセクションの
Owner フィールドには、AWS、ThirdParty、Custom の 3 つの有効な値があります。詳細について
は、「CodePipeline の有効なアクションタイプとアクションプロバイダ」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Provider
アクションによって呼び出されているサービスのプロバイダー。有効なプロバイダーは、アクション
カテゴリーによって決まります。例えば、Deploy カテゴリータイプのアクションに、CodeDeploy と
して指定される CodeDeploy のプロバイダーが設定されていることがあります。詳細については、
「CodePipeline の有効なアクションタイプとアクションプロバイダ」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
アクションバージョンを記述するテキスト文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline ArtifactStore
パイプラインのアーティファクトが保存されている S3 バケット。
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Note
パイプラインでは、artifactStore または artifactStores のどちらかを含める必要があり
ますが、両方使用することはできません。パイプラインでクロスリージョンアクションを作成す
る場合は、artifactStores を使用する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncryptionKey" : EncryptionKey (p. 1905),
"Location" : String,
"Type" : String

YAML
EncryptionKey:
EncryptionKey (p. 1905)
Location: String
Type: String

プロパティ
EncryptionKey
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーなど、アーティファクトストア内のデータを暗号化
するために使用する暗号化キー。これが未定義の場合は、Amazon S3 のデフォルトキーが使用されま
す。アーティファクトストアの暗号化キーフィールドの例については、以下の構造例を参照してくだ
さい。AWS:: CodePipeline:: Pipeline。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionKey (p. 1905)
Update requires: No interruption
Location
パイプラインのアーティファクトを保存するために使用される S3 バケット。S3 バケットの名前は指
定できますが、バケット内のフォルダは指定できません。パイプラインアーティファクトを格納する
フォルダが、パイプラインの名前に基づいて作成されます。パイプラインと同じ AWS リージョン内
の任意の S3 バケットを使用して、パイプラインアーティファクトを保存できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: [a-zA-Z0-9\-\.]+
Update requires: No interruption
Type
アーティファクトストアのタイプ (S3 など)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: S3
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline ArtifactStoreMap
artifactStore オブジェクトのマッピングと対応する AWS リージョン。パイプラインリージョンと、
パイプライン内の各クロスリージョンのアクションに対して、アーティファクトストアが必要です。

Note
パイプラインでは、artifactStore または artifactStores のどちらかを含める必要があり
ますが、両方使用することはできません。パイプラインでクロスリージョンアクションを作成す
る場合は、artifactStores を使用する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ArtifactStore" : ArtifactStore (p. 1902),
"Region" : String

YAML
ArtifactStore:
ArtifactStore (p. 1902)
Region: String

プロパティ
ArtifactStore
このパイプラインのアーティファクトが保存されている S3 バケットに関する情報を表します。

Note
パイプラインでは、artifactStore または artifactStores のどちらかを含める必要が
ありますが、両方使用することはできません。パイプラインでクロスリージョンアクション
を作成する場合は、artifactStores を使用する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: ArtifactStore (p. 1902)
Update requires: No interruption
Region
アクション宣言の AWS リージョン (us-east-1 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 4
最大: 30
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline BlockerDeclaration
将来の利用のために予約されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Name: String
Type: String

プロパティ
Name
将来の利用のために予約されています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
Type
将来の利用のために予約されています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Schedule
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline EncryptionKey
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーなど、アーティファクトストア内のデータを暗号化する
ために使用するキーに関する情報を表します。
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EncryptionKey は、ArtifactStore プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"Type" : String

YAML
Id: String
Type: String

プロパティ
Id
キーを識別する際に使用された ID。AWS KMS キーの場合、キー ID、キー ARN、またはエイリアス
ARN を使用できます。

Note
エイリアスは、カスタマーマスターキー (CMK) を作成したカウントでのみ認識されます。ク
ロスアカウントアクションの場合、キー ID またはキー ARN のみを使用してキーを識別でき
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーなど、暗号化キーのタイプ。パイプラインを作成ま
たは更新するときには、値を 'KMS' に設定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline InputArtifact
作業対象のアーティファクト (テスト、ビルドアーティファクトなど) に関する情報を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String
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}

YAML
Name: String

プロパティ
Name
作業対象のアーティファクトの名前 (「My App」など)。
アクションの入力アーティファクトは、前のアクションで宣言された出力アーティファクトと正確に
一致する必要がありますが、入力アーティファクトの順序は必ずしも、出力アーティファクトを提
供したアクションの次のアクションでなくても構いません。アクションは並行して、さまざまな出力
アーティファクトを宣言することがあります。これらは、以下のアクションによって、順番に消費さ
れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]+
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline OutputArtifact
アクションの出力に関する情報を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
アーティファクトの出力の名前 (「My App」など)。
出力アーティファクト名は、ダウンストリームアクションに対して宣言された入力アーティファクト
の名前と正確に一致する必要があります。ただし、ダウンストリームアクションの入力アーティファ
クトは厳密には、出力アーティファクトを提供したアクションの次のアクションでなくてもかまいま
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せん。アクションは並行して、さまざまな出力アーティファクトを宣言することがあります。これら
は、以下のアクションによって、順番に消費されます。
出力アーティファクト名は、パイプライン内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]+
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline StageDeclaration
ステージとその定義に関する情報を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Actions" : [ ActionDeclaration (p. 1898), ... ],
"Blockers" : [ BlockerDeclaration (p. 1905), ... ],
"Name" : String

YAML
Actions:
- ActionDeclaration (p. 1898)
Blockers:
- BlockerDeclaration (p. 1905)
Name: String

プロパティ
Actions
ステージに含まれるアクション。
必須: はい
タイプ: ActionDeclaration (p. 1898) のリスト
Update requires: No interruption
Blockers
将来の利用のために予約されています。
必須: いいえ
タイプ: BlockerDeclaration (p. 1905) のリスト
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Update requires: No interruption
Name
ステージの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Pipeline StageTransition
あるステージから別のステージへのアーティファクトの流れを無効にするパイプラインの名前。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Reason" : String,
"StageName" : String

YAML
Reason: String
StageName: String

プロパティ
Reason
手動承認または手動テストの待機など、ユーザーに示す、ステージが無効になっている理由。この
メッセージはパイプラインコンソールの UI に表示されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
パターン: [a-zA-Z0-9!@ \(\)\.\*\?\-]+
Update requires: No interruption
StageName
アーティファクトのインバウンド移行またはアウトバウンド移行を無効にするステージの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Webhook
AWS::CodePipeline::Webhook リソースによって Webhook が作成されて登録されます。Webhook が
作成されて登録されると、外部イベントが発生するたびにパイプラインが開始されます。詳細について
は、AWS CodePipeline ユーザーガイドの Configure Your GitHub Pipelines to Use Webhooks for Change
Detection を参照してください。
AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使
用する場合は、Secrets Manager でシークレットパラメータをすでに設定して保存しておく必要がありま
す。詳細については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。

Important
シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプ
レーンテキストとしてレンダリングされるため、読み取り可能です。セキュリティ上の理由か
ら、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して認証情報を保存しないで
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodePipeline::Webhook",
"Properties" : {
"Authentication" : String,
"AuthenticationConfiguration" : WebhookAuthConfiguration (p. 1914),
"Filters" : [ WebhookFilterRule (p. 1915), ... ],
"Name" : String,
"RegisterWithThirdParty" : Boolean,
"TargetAction" : String,
"TargetPipeline" : String,
"TargetPipelineVersion" : Integer
}

YAML
Type: AWS::CodePipeline::Webhook
Properties:
Authentication: String
AuthenticationConfiguration:
WebhookAuthConfiguration (p. 1914)
Filters:
- WebhookFilterRule (p. 1915)
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Name: String
RegisterWithThirdParty: Boolean
TargetAction: String
TargetPipeline: String
TargetPipelineVersion: Integer

プロパティ
Authentication
サポートされているオプションは、GITHUB_HMAC、IP、UNAUTHENTICATED です。
• GITHUB_HMAC によって実装される認証スキームの詳細については、GitHub 開発者ウェブサイト
の「ウェブフックの保護」を参照してください。
• IP は、認証設定でホワイトリストに登録された IP 範囲内の IP アドレスより送信されない限
り、Webhook トリガーリクエストを却下します。
• UNAUTHENTICATED は、リクエスト元にかかわらず、すべてのWebhook トリガーリクエストを受
け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GITHUB_HMAC | IP | UNAUTHENTICATED
Update requires: No interruption
AuthenticationConfiguration
受信 Webhook トリガーリクエストに適用される認証を設定するプロパティ。必要なプロパティは、
認証タイプによって異なります。GITHUB_HMAC の場合は、SecretToken プロパティのみを設定
する必要があります。IP の場合は、AllowedIPRange プロパティのみを有効な CIDR 範囲に設定す
る必要があります。UNAUTHENTICATED の場合は、プロパティを設定できません。
必須: はい
タイプ: WebhookAuthConfiguration (p. 1914)
Update requires: No interruption
Filters
POST リクエストで Webhook URL に送信される本文/ペイロードに適用されるルールのリスト。リク
エストが受け入れられてパイプラインが開始されるには、すべての定義されたルールに合致する必要
があります。
必須: はい
タイプ: WebhookFilterRule (p. 1915) のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Name
Webhook の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: Replacement
RegisterWithThirdParty
作成した Webhook と、イベントを検出する外部ツールとの間の接続を設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TargetAction
Webhook に接続するパイプライン内のアクションの名前。これは、パイプラインのソース (最初) の
ステージのアクションであることが必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: No interruption
TargetPipeline
Webhook に接続するパイプラインの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [A-Za-z0-9.@\-_]+
Update requires: No interruption
TargetPipelineVersion
トリガーリクエストに接続されるパイプラインのバージョン番号。
必須: はい
タイプ: 整数
更新に伴う要件: 中断はありません
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
MyFirstPipeline-SourceAction1-Webhook-utb9LrOl24Kk などのウェブフック名このリソースの論理 ID を組
み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Url
AWS CodePipeline によって生成された webhook URL (https://eu-central-1.webhooks.aws/
trigger123456 など)。

例
Webhook リソースの設定
以下の例では、MyWebhook という名前の Webhook を作成し、パイプラインの GitHub ソースリポジトリ
の Webhook を登録しています。この例で WebhookPipeline は、ウェブフックを追加するパイプラインの
論理 ID です。
AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存することを強くお勧めします。Secrets Manager を使
用する場合は、Secrets Manager でシークレットパラメータをすでに設定して保存しておく必要がありま
す。この例では、{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}} リファ
レンスの形式で、Webhook の GitHub 認証情報に AWS Secrets Manager への動的リファレンスを使用し
ています。詳細については、「動的な参照を使用してテンプレート値を指定する」を参照してください。

Important
シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプ
レーンテキストとしてレンダリングされるため、読み取り可能です。セキュリティ上の理由か
ら、AWS CloudFormation テンプレートでプレーンテキストを使用して認証情報を保存しないで
ください。

JSON
{

"Webhook": {
"Type": "AWS::CodePipeline::Webhook",
"Properties": {
"AuthenticationConfiguration": {
"SecretToken": "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}"
},
"Filters": [
{
"JsonPath": "$.ref",
"MatchEquals": "refs/heads/{Branch}"
}
],
"Authentication": "GITHUB_HMAC",
"TargetPipeline": { "Ref" : "WebhookPipeline" },
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}

}

}

"TargetAction": "Source",
"Name": "MyWebhook",
"TargetPipelineVersion": { "Fn::GetAtt" : [ "WebhookPipeline", "Version" ] },
"RegisterWithThirdParty": "true"

YAML
Webhook:
Type: 'AWS::CodePipeline::Webhook'
Properties:
AuthenticationConfiguration:
SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
Filters:
- JsonPath: "$.ref"
MatchEquals: refs/heads/{Branch}
Authentication: GITHUB_HMAC
TargetPipeline: !Ref WebhookPipeline
TargetAction: Source
Name: MyWebhook
TargetPipelineVersion: !GetAtt WebhookPipeline.Version
RegisterWithThirdParty: 'true'

AWS::CodePipeline::Webhook WebhookAuthConfiguration
受信 Webhook トリガーリクエストに適用される認証。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllowedIPRange" : String,
"SecretToken" : String

YAML
AllowedIPRange: String
SecretToken: String

プロパティ
AllowedIPRange
IP アドレス範囲での Webhook の受け入れを設定するプロパティ。IP の場合は、AllowedIPRange
プロパティのみを設定する必要があります。このプロパティは有効な CIDR 範囲に設定する必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
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Update requires: No interruption
SecretToken
GitHub 認証を設定するプロパティ。GITHUB_HMAC の場合は、SecretToken プロパティのみを設
定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::CodePipeline::Webhook WebhookFilterRule
Webhook 通知が URL に送信されるタイミングを指定するイベント条件。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JsonPath" : String,
"MatchEquals" : String

YAML
JsonPath: String
MatchEquals: String

プロパティ
JsonPath
Webhook の本文/ペイロードに適用される JsonPath 式。JsonPath 式によって選択される値は、
MatchEquals フィールドで指定された値と一致する必要があります。それ以外の場合、リクエスト
は無視されます。詳細については、GitHub の「Java JsonPath implementation 」参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 150
Update requires: No interruption
MatchEquals
JsonPath 式によって選択される値は、 MatchEquals フィールドで指定した値と一致する必要が
あります。それ以外の場合、リクエストは無視されます。ターゲットアクション設定のプロパティ
をプレースホルダーとしてこの値に含めるには、アクション設定キーを中括弧で囲みます。たとえ
ば、ここで指定した値が「refs/heads/{Branch}」であり、ターゲットアクションのアクション設定プ
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ロパティが「Branch」という名前で値が「master」である場合、MatchEquals 値は「refs/heads/
master」として評価されます。組み込みアクションタイプのアクション設定プロパティのリストにつ
いては、「パイプライン構造リファレンス」の「アクション構造の要件」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 150
Update requires: No interruption

AWS CodeStar リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeStar::GitHubRepository (p. 1916)

AWS::CodeStar::GitHubRepository
AWS::CodeStar::GitHubRepository リソースは、ユーザーが AWS ワークフローで使用するソース
コードを保存できる GitHub リポジトリを作成します。作成したリポジトリにコードをアップロードでき
るように、AWS CloudFormation テンプレートでソースコード ZIP ファイルの場所を指定する必要があり
ます。AWS CloudFormation テンプレートで提供するには、GitHub でパーソナルアクセストークンを作
成しておく必要があります。AWS は、ユーザーに代わって、このトークンを使用して GitHub に接続しま
す。AWS CodeStar プロジェクトで GitHub ソースリポジトリを使用する方法の詳細については、「AWS
CodeStar プロジェクトファイルとリソース」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeStar::GitHubRepository",
"Properties" : {
"Code" : Code (p. 1919),
"ConnectionArn" : String,
"EnableIssues" : Boolean,
"IsPrivate" : Boolean,
"RepositoryAccessToken" : String,
"RepositoryDescription" : String,
"RepositoryName" : String,
"RepositoryOwner" : String
}

YAML
Type: AWS::CodeStar::GitHubRepository
Properties:
Code:
Code (p. 1919)
ConnectionArn: String
EnableIssues: Boolean
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IsPrivate: Boolean
RepositoryAccessToken: String
RepositoryDescription: String
RepositoryName: String
RepositoryOwner: String

プロパティ
Code
AWS CloudFormation スタックで作成された後にリポジトリにコミットされるコードに関する情報で
す。
必須: いいえ
タイプ: コード (p. 1919)
Update requires: Updates are not supported.
ConnectionArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableIssues
GitHub リポジトリの問題を有効にするかどうかを示します。GitHub の問題を使用して、リポジトリ
の情報やバグを追跡できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Updates are not supported.
IsPrivate
GitHub リポジトリがプライベートリポジトリかどうかを示します。その場合は、このリポジトリを表
示してコミットできるユーザーを選択します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Updates are not supported.
RepositoryAccessToken
GitHub リポジトリの GitHub ユーザーの個人用アクセストークン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
RepositoryDescription
新しいリポジトリのコメントまたは説明。この説明は、リポジトリの作成後に GitHub に表示されま
す。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
RepositoryName
AWS CloudFormation スタック作成を使用して GitHub で作成するリポジトリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
RepositoryOwner
作成する GitHub リポジトリの所有者の GitHub ユーザー名。このリポジトリを GitHub 組織が所有す
る場合は、その名前を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リポジトリ所有者とリポジ
トリ名の文字列の組み合わせ (my-github-account/my-github-repoなど)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
GitHub リポジトリリソース設定
次の AWS::CodeStar::GitHubRepository リソースの例では、問題を有効にしたプライベート GitHub
リポジトリを作成します。
シークレットパラメータを渡すときは、値をテンプレートに直接入力しないでください。値はプレーンテ
キストとして表示され、読み取り可能です。代わりに、次のいずれかの方法を使用してシークレットパラ
メータを入力します。
• 値を NoEcho パラメータとして渡します。詳細については、「テンプレート内のパラメータを参照す
る」を参照してください。
• GitHub トークンを AWS Secrets Manager に保存し、リソースプロパティを使用して取得します。以
下の例は、resolve:secretsmanager:your-secret-manager-name:SecretString:yoursecret-manager-key の値で AWS Secrets Manager に保存されたパラメータとしてトークン ID を示
しています。

JSON
{

"MyRepo": {
"Type": "AWS::CodeStar::GitHubRepository",
"Properties": {
"Code": {
"S3": {
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"Bucket": "my-bucket",
"Key": "sourcecode.zip",
"ObjectVersion": "1"

}
},
"EnableIssues": true,
"IsPrivate": true,
"RepositoryAccessToken": "{{resolve:secretsmanager:your-secret-managername:SecretString:your-secret-manager-key}}",
"RepositoryDescription": "a description",
"RepositoryName": "my-github-repo",
"RepositoryOwner": "my-github-account"
}
}
}

YAML
MyRepo:
Type: AWS::CodeStar::GitHubRepository
Properties:
Code:
S3:
Bucket: "my-bucket"
Key: "sourcecode.zip"
ObjectVersion: "1"
EnableIssues: true
IsPrivate: true
RepositoryAccessToken: '{{resolve:secretsmanager:your-secret-managername:SecretString:your-secret-manager-key}}'
RepositoryDescription: a description
RepositoryName: my-github-repo
RepositoryOwner: my-github-account

AWS::CodeStar::GitHubRepository コード
Code プロパティタイプは、コミットするコードに関する情報を指定します。
Code は AWS::CodeStar::GitHubRepository リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3" : S3 (p. 1920)

YAML
S3:
S3 (p. 1920)

プロパティ
S3
リポジトリにコミットされるコードの ZIP ファイルを含む Amazon S3 バケットに関する情報。
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必須: はい
タイプ: S3 (p. 1920)
Update requires: Updates are not supported.

AWS::CodeStar::GitHubRepository S3
S3 プロパティタイプは、新しいリポジトリにコミットするコードを含む Amazon S3 バケットに関する情
報を指定します。
S3 は AWS::CodeStar::GitHubRepository リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Key" : String,
"ObjectVersion" : String

YAML
Bucket: String
Key: String
ObjectVersion: String

プロパティ
Bucket
新しいリポジトリにコミットされるコンテンツが含まれている ZIP ファイルを含む Amazon S3 バ
ケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
Key
ZIP ファイルの S3 オブジェクトキーまたはファイル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
ObjectVersion
ZIP ファイルのオブジェクトバージョン (ただし、Amazon S3 バケットのバージョン管理が有効な場
合)。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.

AWS CodeStar 接続 リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeStarConnections::Connection (p. 1921)

AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection リソースを使用して、外部ソースプロバイダーを AWS
CodePipeline などのサービスに接続できます。
注: AWS CloudFormation を使用して作成された接続はデフォルトで PENDING ステータスになります。コ
ンソールで接続を更新することで、そのステータスを AVAILABLE にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CodeStarConnections::Connection",
"Properties" : {
"ConnectionName" : String,
"HostArn" : String,
"ProviderType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeStarConnections::Connection
Properties:
ConnectionName: String
HostArn: String
ProviderType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ConnectionName
コレクションの名前。接続名は、AWS ユーザーアカウント内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
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パターン: [\s\S]*
Update requires: Replacement
HostArn
接続に関連付けられたホストの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: arn:aws(-[\w]+)*:codestar-connections:.+:[0-9]{12}:host\/.+
Update requires: Replacement
ProviderType
サードパーティのコードリポジトリが設定されている外部プロバイダーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Bitbucket | GitHub | GitHubEnterpriseServer
Update requires: Replacement
Tags
リソースに適用するタグを指定します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 接続の Amazon リソース
ネーム (ARN)ARN は、AWS のサービス間で接続が共有されるときに接続リファレンスとして使用されま
す。次に例を示します。
arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/39e4c34de13a-4e94-a886-ea67651bf042
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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ConnectionArn
接続の Amazon リソースネーム (ARN)ARN は、AWS のサービス間で接続が共有されると
きに接続リファレンスとして使用されます。例: arn:aws:codestar-connections:uswest-2:123456789012:connection/39e4c34d-e13a-4e94-a886-ea67651bf042。
ConnectionStatus
接続の現在のステータス。たとえば、PENDING、AVAILABLE、または ERROR などです。
OwnerAccountId
接続の所有者の AWS アカウント ID。Bitbucket の場合、これは Bitbucket リポジトリの所有者のアカ
ウント ID です。例: 123456789012。

例
Bitbucket 接続の設定
次の例では、Bitbucket との接続を作成します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"SampleConnection": {
"Type": "AWS::CodeStarConnections::Connection",
"Properties": {
"ConnectionName": "MyConnection",
"ProviderType": "Bitbucket",
"Tags": [
{
"Key": "Project",
"Value": "ProjectB"
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
SampleConnection:
Type: 'AWS::CodeStarConnections::Connection'
Properties:
ConnectionName: MyConnection
ProviderType: Bitbucket
Tags:
- Key: Project
Value: ProjectB

GitHub エンタープライズサーバー接続の設定
次の例では、GitHub Enterprise サーバーとの接続を作成します。
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"SampleConnection": {
"Type": "AWS::CodeStarConnections::Connection",
"Properties": {
"ConnectionName": "MyConnection",
"ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
"HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789123:host/
abc123-example",
"Tags": [
{
"Key": "Project",
"Value": "ProjectB"
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
SampleConnection:
Type: 'AWS::CodeStarConnections::Connection'
Properties:
ConnectionName: MyConnection
ProviderType: GitHubEnterpriseServer
HostArn: 'arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789123:host/abc123-example'
Tags:
- Key: Project
Value: ProjectB

AWS CodeStar 通知 リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule (p. 1924)

AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule
リソースの通知ルールを作成します。このルールは、通知が必要なイベントと、そのイベントを受信する
ターゲット (AWS Chatbot トピックや Slack 用に設定された AWS Chatbot クライアントなど) を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule",
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}

"Properties" : {
"DetailType" : String,
"EventTypeIds" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"Resource" : String,
"Status" : String,
"Tags" : Json,
"Targets" : [ Target (p. 1927), ... ]
}

YAML
Type: AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule
Properties:
DetailType: String
EventTypeIds:
- String
Name: String
Resource: String
Status: String
Tags: Json
Targets:
- Target (p. 1927)

プロパティ
DetailType
このリソースの通知に含める詳細レベル。BASIC では、Amazon CloudWatch に表示されるイベント
の内容のみが含まれます。FULL には、AWS CodeStar Notifications および/または通知が作成される
リソースのサービスによって提供される補足情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BASIC | FULL
Update requires: No interruption
EventTypeIds
この通知ルールに関連付けられているイベントタイプのリスト。イベントタイプと ID の完全なリスト
については、開発者ツールコンソールユーザーガイドの「通知の概要」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
通知ルールの名前。通知ルール名は、AWS アカウント 内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
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パターン: [A-Za-z0-9\-_ ]+$
Update requires: No interruption
Resource
通知ルールに関連付けるリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。サポートされているリソースに
は、AWS CodePipeline のパイプライン、AWS CodeCommit のリポジトリ、AWS CodeBuild でのビ
ルドプロジェクトなどがあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws[^:\s]*:[^:\s]*:[^:\s]*:[0-9]{12}:[^\s]+$
Update requires: Replacement
Status
通知ルールのステータス。デフォルト値は ENABLED です。ステータスが DISABLED に設定されてい
る場合、通知ルールの通知は送信されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Tags
この通知ルールに適用するタグのリスト。キー名を「aws」で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Targets
通知ルールに関連付ける AWS Chatbot トピックおよび AWS Chatbot クライアントの Amazon リソー
スネーム (ARN) のリスト。
必須: はい
タイプ: Target (p. 1927) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が 参照番号組み込み関数に提供されると、Ref により通知ルールの ARN が返され
ます。

例
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例
次の例では、My Notification Rule for Comments on Commits という名前の通知ルールを作成します。通知
ルールは、どのチームがルールを所有しているかを示すキーと値のペアでタグ付けされています。

JSON
{

}

"Type": "AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule",
"Properties": {
"Name": "My Notification Rule for Comments on Commits",
"DetailType": "FULL",
"Resource": "arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo",
"EventTypeIds": [
"codecommit-repository-comments-on-commits"
],
"Targets": [
{
"TargetType": "SNS",
"TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyNotificationTopic"
}
],
"Tags": {
"Team": "Saanvi"
}
}

YAML
Type: 'AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule'
Properties:
Name: 'My Notification Rule for Comments on Commits'
DetailType: FULL
Resource: 'arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo'
EventTypeIds:
- codecommit-repository-comments-on-commits
Targets:
- TargetType: SNS
TargetAddress: 'arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyNotificationTopic'
Tags:
Team: Saanvi

AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule ターゲット
通知ルールに関連付けられた AWS Chatbot トピックまたは AWS Chatbot クライアントに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetAddress" : String,
"TargetType" : String

YAML
TargetAddress: String
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TargetType: String

プロパティ
TargetAddress
AWS Chatbot トピックまたは AWS Chatbot クライアントの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 320
Update requires: No interruption
TargetType
ターゲットのタイプ。Amazon Simple Notification Service トピックまたは AWS Chatbot クライアン
トとすることができます。
• Amazon Simple Notification Service トピックは SNS として指定されます。
• AWS Chatbot クライアントは AWSChatbotSlack として指定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[A-Za-z]+$
Update requires: No interruption

Amazon Cognito リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Cognito::IdentityPool (p. 1928)
• AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment (p. 1934)
• AWS::Cognito::UserPool (p. 1940)
• AWS::Cognito::UserPoolClient (p. 1969)
• AWS::Cognito::UserPoolDomain (p. 1978)
• AWS::Cognito::UserPoolGroup (p. 1981)
• AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider (p. 1983)
• AWS::Cognito::UserPoolResourceServer (p. 1990)
• AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment (p. 1993)
• AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment (p. 2005)
• AWS::Cognito::UserPoolUser (p. 2007)
• AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment (p. 2012)

AWS::Cognito::IdentityPool
AWS::Cognito::IdentityPool リソースによって Amazon Cognito ID プールが作成されます。
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AWS CloudFormation から誤ってリソースを削除しないようにするには、DeletionPolicy 属性と
UpdateReplacePolicy 属性を使用して、削除または置換時にリソースを保持します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::IdentityPool",
"Properties" : {
"AllowClassicFlow" : Boolean,
"AllowUnauthenticatedIdentities" : Boolean,
"CognitoEvents" : Json,
"CognitoIdentityProviders" : [ CognitoIdentityProvider (p. 1932), ... ],
"CognitoStreams" : CognitoStreams (p. 1933),
"DeveloperProviderName" : String,
"IdentityPoolName" : String,
"OpenIdConnectProviderARNs" : [ String, ... ],
"PushSync" : PushSync (p. 1934),
"SamlProviderARNs" : [ String, ... ],
"SupportedLoginProviders" : Json
}

YAML
Type: AWS::Cognito::IdentityPool
Properties:
AllowClassicFlow: Boolean
AllowUnauthenticatedIdentities: Boolean
CognitoEvents: Json
CognitoIdentityProviders:
- CognitoIdentityProvider (p. 1932)
CognitoStreams:
CognitoStreams (p. 1933)
DeveloperProviderName: String
IdentityPoolName: String
OpenIdConnectProviderARNs:
- String
PushSync:
PushSync (p. 1934)
SamlProviderARNs:
- String
SupportedLoginProviders: Json

プロパティ
AllowClassicFlow
基本 (Classic) 認証フローを有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AllowUnauthenticatedIdentities
ID プールが認証されていないログインをサポートするかどうかを指定します。
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必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CognitoEvents
設定するイベント。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
CognitoIdentityProviders
Amazon Cognito ユーザープールとそのクライアント ID。
必須: いいえ
タイプ: CognitoIdentityProvider (p. 1932) のリスト
Update requires: No interruption
CognitoStreams
Amazon Cognito ストリームを設定するための設定オプション。
必須: いいえ
タイプ: CognitoStreams (p. 1933)
Update requires: No interruption
DeveloperProviderName
Amazon Cognito がユーザーを参照するときに使用する「ドメイン」。この名前は、バックエンドと
Amazon Cognito サービスがデベロッパープロバイダーについて通信できるようにするプレースホル
ダーとして機能します。DeveloperProviderName では、文字、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、
ダッシュ (-) を使用できます。
最小長: 1
最大長: 100
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdentityPoolName
Amazon Cognito ID プールの名前。
最小長: 1
最大長: 128
パターン: [\w\s+=,.@-]+
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OpenIdConnectProviderARNs
OpenID の Amazon リソースネーム (ARN) はプロバイダーを接続します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PushSync
ID プールに適用する設定オプション。
必須: いいえ
タイプ: PushSync (p. 1934)
Update requires: No interruption
SamlProviderARNs
Security Assertion Markup Language (SAML) プロバイダーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SupportedLoginProviders
プロバイダー名をプロバイダーのアプリ ID にマッピングするキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
us-east-2:0d01f4d7-1305-4408-b437-12345EXAMPLE などの、IdentityPoolId このリソースの
論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Name
文字列として返される Amazon Cognito ID プールの名前。
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AWS::Cognito::IdentityPool CognitoIdentityProvider
CognitoIdentityProvider は、AWS::Cognito::IdentityPool リソースのプロパティであり、Amazon
Cognito ユーザープールとそのクライアント ID を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClientId" : String,
"ProviderName" : String,
"ServerSideTokenCheck" : Boolean

YAML
ClientId: String
ProviderName: String
ServerSideTokenCheck: Boolean

プロパティ
ClientId
Amazon Cognito ユーザープールのクライアント ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProviderName
Amazon Cognito ユーザープールのプロバイダー名。例: cognito-idp.useast-2.amazonaws.com/us-east-2_123456789。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerSideTokenCheck
サーバー側のトークン検証が ID プロバイダーのトークンに対して有効になっている場合は TRUE。
アイデンティティプールに対して ServerSideTokenCheck を TRUE に設定すると、アイデンティ
ティプールは、アイデンティティプールが OIDC トークンまたは AWS 認証情報をユーザーに提供す
る前にユーザーがグローバルサインアウトもしくは削除されていないかどうか、統合されたユーザー
プールで確認します。
ユーザーがサインアウトまたは削除された場合、ID プールは 400 権限エラーを返します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS::Cognito::IdentityPool CognitoStreams
CognitoStreams は、AWS::Cognito::IdentityPool リソースのプロパティであり、Amazon Cognito スト
リームの設定オプションを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RoleArn" : String,
"StreamingStatus" : String,
"StreamName" : String

YAML
RoleArn: String
StreamingStatus: String
StreamName: String

プロパティ
RoleArn
Amazon Cognito ロールの Amazon リソースネーム (ARN) は、ストリームへの発行を引き受けること
ができます。このロールは、Amazon Cognito ストリームで PutRecord を呼び出せるように Amazon
Cognito へのアクセス (cognito-sync) を許可する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamingStatus
Amazon Cognito ストリームのステータス。有効な値は、ENABLED または DISABLED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamName
更新を受信する Amazon Cognito ストリームの名前。このストリームは、開発者のアカウントおよび
ID プールと同じリージョンに存在する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Cognito::IdentityPool PushSync
PushSync は、AWS::Cognito::IdentityPool リソースのプロパティであり、Amazon Cognito ID プールに適
用される設定オプションを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApplicationArns" : [ String, ... ],
"RoleArn" : String

YAML
ApplicationArns:
- String
RoleArn: String

プロパティ
ApplicationArns
クライアントが使用できる Amazon SNS プラットフォームアプリケーションの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
開発者に代わって Amazon Cognito が Amazon SNS を呼び出すことを許可するように設定された IAM
ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment リソースは、Amazon Cognito ID プールのロール設
定を管理します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment",
"Properties" : {
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}

}

"IdentityPoolId" : String,
"RoleMappings" : Json,
"Roles" : Json

YAML
Type: AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
Properties:
IdentityPoolId: String
RoleMappings: Json
Roles: Json

プロパティ
IdentityPoolId
REGION:GUID 形式のアイデンティティプール ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RoleMappings
特定の ID プロバイダーのユーザーがロールにマッピングされる方法です。これは、RoleMapping
オブジェクトマップへの文字列です。文字列は ID プロバイダーを識別します。例え
ば、graph.facebook.com、cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/useast-1_abcdefghi:app_client_id などです。
IdentityProvider フィールドがこのオブジェクトで指定されていない場合、文字列は ID プロバイ
ダー名として使用されます。
詳細については、「RoleMapping プロパティ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Roles
このプールに関連付けられているロールのマップ。特定のロールで、キーは「認証されている」また
は「認証されていない」です。値はロール ARN です。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
IdentityPoolRoleAttachment-EXAMPLEwnOR3n などの生成された ID このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ID プールのロールの設定
次の例では、ID プールのロールを設定します。「認証されている」ロールと「認証されていない」ロー
ルを設定し、2 つの ID プロバイダーをそれらのロールにマッピングします。最初の ID プロバイダーは
「graph.facebook.com」です。2 番目は、参照を使用して ID プロバイダー名を設定します。

JSON
{

"IdentityPoolRoleAttachment":{
"Type":"AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment",
"Properties":{
"IdentityPoolId":{
"Ref":"IdentityPool"
},
"Roles":{
"authenticated":{
"Fn::GetAtt":[
"AuthenticatedRole",
"Arn"
]
},
"unauthenticated":{
"Fn::GetAtt":[
"UnAuthenticatedRole",
"Arn"
]
}
},
"RoleMappings":{
"graph.facebook.com":{
"IdentityProvider":"graph.facebook.com",
"AmbiguousRoleResolution":"Deny",
"Type":"Rules",
"RulesConfiguration":{
"Rules":[
{
"Claim":"sub",
"MatchType":"Equals",
"RoleARN":{
"Fn::GetAtt":[
"AuthenticatedRole",
"Arn"
]
},
"Value":"goodvalue"
}
]
}
},
"userpool1":{
"IdentityProvider":{
"Ref":"CognitoUserPool"
},
"AmbiguousRoleResolution":"Deny",
"Type":"Rules",
"RulesConfiguration":{
"Rules":[
{
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}

}

}

}

}

}

]

}

"Claim":"sub",
"MatchType":"Equals",
"RoleARN":{
"Fn::GetAtt":[
"AuthenticatedRole",
"Arn"
]
},
"Value":"goodvalue"

YAML
IdentityPoolRoleAttachment:
Type: AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
Properties:
IdentityPoolId: !Ref IdentityPool
Roles:
"authenticated": !GetAtt AuthenticatedRole.Arn
"unauthenticated": !GetAtt UnAuthenticatedRole.Arn
RoleMappings:
"graph.facebook.com":
IdentityProvider: "graph.facebook.com"
AmbiguousRoleResolution: Deny
Type: Rules
RulesConfiguration:
Rules:
- Claim: "sub"
MatchType: "Equals"
RoleARN: !GetAtt AuthenticatedRole.Arn
Value: "goodvalue"
"userpool1":
IdentityProvider: !Ref CognitoUserPool
AmbiguousRoleResolution: Deny
Type: Rules
RulesConfiguration:
Rules:
- Claim: "sub"
MatchType: "Equals"
RoleARN: !GetAtt AuthenticatedRole.Arn
Value: "goodvalue"

AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment MappingRule
クレームをロール ARN にマッピングする方法を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Claim" : String,
"MatchType" : String,
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}

"RoleARN" : String,
"Value" : String

YAML
Claim: String
MatchType: String
RoleARN: String
Value: String

プロパティ
Claim
トークンに存在しなければならないクレーム名。例: "isAdmin" または "paid"。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MatchType
IdP トークンのクレーム値が Value とどれほど一致しなければならないかを指定する一致条件。
有効な値は、Equals、Contains、StartsWith、および NotEqual です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleARN
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
クレームが一致しなければならない簡単な文字列。たとえば、"paid" または "yes"。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment RoleMapping
RoleMapping は、AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment リソースのプロパティであり、Amazon
Cognito ID プールのロールマッピング属性を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AmbiguousRoleResolution" : String,
"IdentityProvider" : String,
"RulesConfiguration" : RulesConfigurationType (p. 1940),
"Type" : String

YAML
AmbiguousRoleResolution: String
IdentityProvider: String
RulesConfiguration:
RulesConfigurationType (p. 1940)
Type: String

プロパティ
AmbiguousRoleResolution
ルールタイプのクレーム値と一致するルールがない場合、あるいは cognito:preferred_role ク
レームがなくかつトークンタイプに複数の cognito:roles が一致する場合に実行するアクションを
指定します。タイプとしてトークンまたはルールを指定した場合、AmbiguousRoleResolution が必要
です。
有効な値は AuthenticatedRole または Deny です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdentityProvider
ロールがマップされている ID プロバイダーの識別子。たとえ
ば、graph.facebook.com、cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/useast-1_abcdefghi:app_client_id (http://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/
us-east-1_abcdefghi:app_client_id) などです。これは、認証のためにユーザーによって使
用される ID プロバイダーです。
ID プロバイダーのプロパティが指定されていない場合、RoleMappings マップ内のエントリのキー
が ID プロバイダーとして使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RulesConfiguration
ユーザーをロールにマッピングするために使用されるルール。ロールマッピングタイプとしてルール
を指定した場合、RulesConfiguration が必要です。
必須: いいえ
タイプ: RulesConfigurationType (p. 1940)
Update requires: No interruption
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Type
ロールマッピングタイプ。Token は、Amazon Cognito ID プロバイダートークンの cognito:roles
および cognito:preferred_role クレームを使用して、グループをロールにマッピングしま
す。Rules は、トークンのクレームとロールへのマッピングを一致させようと試みます。
有効な値は Token または Rules です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment RulesConfigurationType
RulesConfigurationType は、RoleMapping プロパティのサブプロパティであり、ユーザーをロール
にマッピングするために使用されるルールを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ MappingRule (p. 1937), ... ]

YAML
Rules:
- MappingRule (p. 1937)

プロパティ
Rules
ルール。ID プロバイダーごとに最大 25 個のルールを指定できます。
必須: はい
タイプ: MappingRule (p. 1937) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool
AWS::Cognito::UserPool リソースによって、Amazon Cognito ユーザープールが作成されま
す。Amazon Cognito ユーザープールの使用方法の詳細については、「Amazon Cognito ユーザープール」
および「CreateUserPool」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPool",
"Properties" : {
"AccountRecoverySetting" : AccountRecoverySetting (p. 1947),
"AdminCreateUserConfig" : AdminCreateUserConfig (p. 1947),
"AliasAttributes" : [ String, ... ],
"AutoVerifiedAttributes" : [ String, ... ],
"DeviceConfiguration" : DeviceConfiguration (p. 1950),
"EmailConfiguration" : EmailConfiguration (p. 1951),
"EmailVerificationMessage" : String,
"EmailVerificationSubject" : String,
"EnabledMfas" : [ String, ... ],
"LambdaConfig" : LambdaConfig (p. 1955),
"MfaConfiguration" : String,
"Policies" : Policies (p. 1961),
"Schema" : [ SchemaAttribute (p. 1962), ... ],
"SmsAuthenticationMessage" : String,
"SmsConfiguration" : SmsConfiguration (p. 1964),
"SmsVerificationMessage" : String,
"UsernameAttributes" : [ String, ... ],
"UsernameConfiguration" : UsernameConfiguration (p. 1966),
"UserPoolAddOns" : UserPoolAddOns (p. 1966),
"UserPoolName" : String,
"UserPoolTags" : Json,
"VerificationMessageTemplate" : VerificationMessageTemplate (p. 1967)
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPool
Properties:
AccountRecoverySetting:
AccountRecoverySetting (p. 1947)
AdminCreateUserConfig:
AdminCreateUserConfig (p. 1947)
AliasAttributes:
- String
AutoVerifiedAttributes:
- String
DeviceConfiguration:
DeviceConfiguration (p. 1950)
EmailConfiguration:
EmailConfiguration (p. 1951)
EmailVerificationMessage: String
EmailVerificationSubject: String
EnabledMfas:
- String
LambdaConfig:
LambdaConfig (p. 1955)
MfaConfiguration: String
Policies:
Policies (p. 1961)
Schema:
- SchemaAttribute (p. 1962)
SmsAuthenticationMessage: String
SmsConfiguration:
SmsConfiguration (p. 1964)
SmsVerificationMessage: String
UsernameAttributes:
- String
UsernameConfiguration:
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UsernameConfiguration (p. 1966)
UserPoolAddOns:
UserPoolAddOns (p. 1966)
UserPoolName: String
UserPoolTags: Json
VerificationMessageTemplate:
VerificationMessageTemplate (p. 1967)

プロパティ
AccountRecoverySetting
この設定を使用して、ユーザーが ForgotPassword を呼び出したときにパスワードを回復するため
に使用できる、検証済みの利用可能なメソッドを定義します。ユーザーが複数のメソッドを使用でき
る場合、優先メソッドを定義できます。この設定では、ユーザーが SMS MFA を有効にしている場
合、SMS は有効なパスワード回復メカニズムの対象にはなりません。この設定がない場合、Cognito
は従来の動作を使用して、SMS が E メールよりも優先される回復方法を決定します。
必須: いいえ
タイプ: AccountRecoverySetting (p. 1947)
Update requires: No interruption
AdminCreateUserConfig
新しいユーザープロファイルを作成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: AdminCreateUserConfig (p. 1947)
Update requires: No interruption
AliasAttributes
このユーザープールのエイリアスとしてサポートされている属性です。指定できる値:
phone_number、email、または preferred_username。

Note
このユーザープールプロパティは更新できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AutoVerifiedAttributes
自動的に検証される属性です。指定できる値: email、phone_number。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DeviceConfiguration
デバイス設定です。
必須: いいえ
タイプ: DeviceConfiguration (p. 1950)
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Update requires: No interruption
EmailConfiguration
E メール設定です。
必須: いいえ
タイプ: EmailConfiguration (p. 1951)
Update requires: No interruption
EmailVerificationMessage
E メール認証のメッセージを表す文字列です。EmailVerificationMessage は、EmailSendingAccount
が DEVELOPER の場合にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*\{####\}
[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*
Update requires: No interruption
EmailVerificationSubject
E メール認証の件名を表す文字列です。EmailVerificationSubject は、EmailSendingAccount が
DEVELOPER の場合にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s]+
Update requires: No interruption
EnabledMfas
指定されたユーザープールで MFA を有効にします。有効化後にすべての MFA を無効にするに
は、MfaConfiguration を「OFF」に設定し、EnabledMfas を削除します。MfaConfiguration が
OFF の場合のみ、MFA をすべて無効にできます。SMS_MFA を有効にすると、SMS_MFA は
MfaConfiguration を「OFF」に設定することによってのみ無効にできます。次のいずれかの値を指定
できます。
• SMS_MFA - ユーザープールの SMS MFA を有効にします。SMS_MFA は、SMS 設定が提供されて
いる場合にのみ有効にできます。
• SOFTWARE_TOKEN_MFA - ユーザープールのソフトウェアトークン MFA を有効にします。
許可される値: SMS_MFA | SOFTWARE_TOKEN_MFA
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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LambdaConfig
新しいユーザープールのための Lambda トリガーの設定情報です。

Note
プッシュモデルでは、イベントソース (Amazon S3、カスタムアプリケーションなど) に関数
を呼び出すアクセス権限が必要です。したがって、追加の呼び出しを実行し、これらのイベ
ントソースのアクセス権限を追加して、Lambda 関数を呼び出す必要があります。
Lambda API を使用してアクセス許可を追加する方法については、「AddPermission」を参照
してください。
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/lambda/add-permission.html を使用する許可
の追加方法については、AWS CLI を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConfig (p. 1955)
Update requires: No interruption
MfaConfiguration
多要素 (MFA) 設定。有効な値を次に示します。
• OFF MFA は、どのユーザーにも使用されません。
• ON MFA は、すべてのユーザーがサインインするために必要です。
• OPTIONAL MFA は、MFA 要素が有効になっている個々のユーザーにのみ必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: OFF | ON | OPTIONAL
Update requires: No interruption
Policies
ユーザープールに関連付けられたポリシー。
必須: いいえ
タイプ: Policies (p. 1961)
Update requires: No interruption
Schema
新しいユーザープールのスキーマ属性。これらの属性は、標準属性またはカスタム属性です。

Note
ユーザープールの更新中に、新しいスキーマ属性を追加できますが、既存のスキーマ属性を
変更または削除することはできません。
必須: いいえ
タイプ: SchemaAttribute (p. 1962) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
SmsAuthenticationMessage
SMS 認証のメッセージを表す文字列です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 140
パターン: .*\{####\}.*
Update requires: No interruption
SmsConfiguration
SMS 設定です。
必須: いいえ
タイプ: SmsConfiguration (p. 1964)
Update requires: No interruption
SmsVerificationMessage
SMS 認証のメッセージを表す文字列です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 140
パターン: .*\{####\}.*
Update requires: No interruption
UsernameAttributes
ユーザーがサインアップするときに E メールアドレスまたは電話番号をユーザー名として指定できる
かどうかを決定します。指定できる値は phone_number または email です。
このユーザープールプロパティは更新できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
UsernameConfiguration
選択したサインインオプションのユーザ名入力で、大文字と小文字を区別するよう選択できます。た
とえば、このオプションを False に設定にすると、ユーザーは「username」と「Username」のどち
らを使用してもサインインできます。この設定は、一度設定すると変更できません。
必須: いいえ
タイプ: UsernameConfiguration (p. 1966)
Update requires: No interruption
UserPoolAddOns
高度なセキュリティリスク検出を有効にするために使用されます。キー AdvancedSecurityMode を
値 「AUDIT」に設定します。
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必須: いいえ
タイプ: UserPoolAddOns (p. 1966)
Update requires: No interruption
UserPoolName
ユーザープール名に使用される文字列です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w\s+=,.@-]+
Update requires: No interruption
UserPoolTags
ユーザープールに割り当てるタグのキーと値です。タグとは、目的、所有者、環境、その他の条件な
ど、さまざまな方法で、ユーザープールを分類および管理するために使用できるラベルです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
VerificationMessageTemplate
アプリがユーザーの情報へのアクセス許可をリクエストしたときにユーザーに表示される確認メッ
セージのテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: VerificationMessageTemplate (p. 1967)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
us-east-2_zgaEXAMPLE などの生成された ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123412341234:userpool/us-east-1_123412341 な
ど、ユーザープールの Amazon リソースネーム (ARN) です。
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ProviderName
String として指定される Amazon Cognito ユーザープールのプロバイダー名です。
ProviderURL
String として指定される Amazon Cognito ユーザープールのプロバイダーの URL です。

AWS::Cognito::UserPool AccountRecoverySetting
この設定を使用して、ユーザーが ForgotPassword を呼び出したときにパスワードを回復するために使
用できる、検証済みの利用可能なメソッドを定義します。ユーザーが複数のメソッドを使用できる場合、
優先メソッドを定義できます。この設定では、ユーザーが SMS MFA を有効にしている場合、SMS は有効
なパスワード回復メカニズムの対象にはなりません。この設定がない場合、Cognito は従来の動作を使用
して、SMS が E メールよりも優先される回復方法を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecoveryMechanisms" : [ RecoveryOption (p. 1961), ... ]

YAML
RecoveryMechanisms:
- RecoveryOption (p. 1961)

プロパティ
RecoveryMechanisms
RecoveryOptionTypes のリスト。
必須: いいえ
タイプ: RecoveryOption (p. 1961) のリスト
最大: 2
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool AdminCreateUserConfig
AdminCreateUser リクエストの設定です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AllowAdminCreateUserOnly" : Boolean,
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}

"InviteMessageTemplate" : InviteMessageTemplate (p. 1953),
"UnusedAccountValidityDays" : Integer

YAML
AllowAdminCreateUserOnly: Boolean
InviteMessageTemplate:
InviteMessageTemplate (p. 1953)
UnusedAccountValidityDays: Integer

プロパティ
AllowAdminCreateUserOnly
管理者のみがユーザープロファイルの作成を許可される場合は、True に設定します。ユーザーがア
プリを介して自己サインアップすることができる場合は、False に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InviteMessageTemplate
新しいユーザーへのウェルカムメッセージに使用されるメッセージテンプレート。
「ユーザー招待メッセージのカスタマイズ」も参照してください。
必須: いいえ
タイプ: InviteMessageTemplate (p. 1953)
Update requires: No interruption
UnusedAccountValidityDays
アカウントが使用できなくなった後のユーザーアカウントの有効期限 (日数)。その期限後にアカウン
トをリセットするには、MessageAction パラメータに "RESEND" を指定して AdminCreateUser
を再度呼び出す必要があります。このパラメータのデフォルト値は 7 です。

Note
PasswordPolicy で TemporaryPasswordValidityDays の値を設定すると、その値が使
用され、UnusedAccountValidityDays はそのユーザープールに対して廃止されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 365
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool CustomEmailSender
CustomEmailSender プロパティタイプは、AWS::Cognito::UserPool (p. 1940) には Property description
not available. を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaArn" : String,
"LambdaVersion" : String

YAML
LambdaArn: String
LambdaVersion: String

プロパティ
LambdaArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaVersion
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool CustomSMSSender
CustomSMSSender プロパティタイプは、AWS::Cognito::UserPool (p. 1940) には Property description
not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaArn" : String,
"LambdaVersion" : String

YAML
LambdaArn: String
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LambdaVersion: String

プロパティ
LambdaArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LambdaVersion
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool DeviceConfiguration
ユーザープールのデバイス追跡の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ChallengeRequiredOnNewDevice" : Boolean,
"DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt" : Boolean

YAML
ChallengeRequiredOnNewDevice: Boolean
DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt: Boolean

プロパティ
ChallengeRequiredOnNewDevice
新しいデバイスにチャレンジが必要かどうかを示します。新しいデバイスにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt
true の場合、デバイスはユーザープロンプトでのみ記憶されます。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool EmailConfiguration
E メール設定です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConfigurationSet" : String,
"EmailSendingAccount" : String,
"From" : String,
"ReplyToEmailAddress" : String,
"SourceArn" : String

YAML
ConfigurationSet: String
EmailSendingAccount: String
From: String
ReplyToEmailAddress: String
SourceArn: String

プロパティ
ConfigurationSet
Amazon SES を使用して送信される E メールに適用できる設定ルールのセット。E メールのヘッダー
に設定セットへの参照を含めることで、E メールに設定セットが適用されます。適用されると、その
設定セット内のすべてのルールが E メールに適用されます。設定セットを使用して、次のタイプの
ルールを E メールに適用できます。
• イベントの発行 – Amazon SES は送信される各 E メールの送信、配信、開封、クリック、バウン
ス、苦情イベントの数を追跡できます。イベント発行を使用して、これらのイベントに関する情報
を SNS や CloudWatch などの他の AWS のサービスに送信します。
• IP プールの管理 — Amazon SES で専用 IP アドレスをリースする場合、専用 IP プールと呼ばれる
IP アドレスのグループを作成できます。その後、専用 IP プールと設定セットを関連付けることが
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9_-]+$
Update requires: No interruption
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EmailSendingAccount
Amazon Cognito が組み込みの E メール機能または Amazon SES E メール設定を使用してユーザーに
E メールを送信するかどうかを指定します。以下のいずれかの値を指定します。
COGNITO_DEFAULT
Amazon Cognito は、組み込みの E メール機能を使用して、ユーザーに E メールを送信します。
デフォルトのオプションを使用すると、Amazon Cognito により、限られた数の E メールのみが
毎日ユーザープールに対して処理されます。一般的な実稼働環境では、デフォルトの E メール制
限は必要な配信ボリュームを下回っています。配信ボリュームを増やすには、DEVELOPER を指
定して、Amazon SES E メール設定を使用します。
デフォルトのオプションの E メール配信制限については、Amazon Cognito デベロッパーガイ
ドの「Amazon Cognito における制限」を参照してください。
デフォルトの FROM アドレスは no-reply@verificationemail.com です。FROM アドレスをカスタ
マイズするには、Amazon SES で検証済みの E メールアドレスの ARN を SourceArn パラメー
タに提供します。
EmailSendingAccount が COGNITO_DEFAULT の場合、以下のパラメータは許可されません。
• EmailVerificationMessage
• EmailVerificationSubject
• InviteMessageTemplate.EmailMessage
• InviteMessageTemplate.EmailSubject
• VerificationMessageTemplate.EmailMessage
• VerificationMessageTemplate.EmailMessageByLink
• VerificationMessageTemplate.EmailSubject,
• VerificationMessageTemplate.EmailSubjectByLink

Note
DEVELOPER EmailSendingAccount は必須です。
DEVELOPER
Amazon Cognito は、Amazon SES 設定を使用して、ユーザーに E メールを送信しま
す。Amazon Cognito が自動的に Amazon SES を呼び出して、検証済みの E メールアドレスか
ら E メールを送信します。このオプションの使用時の E メール配信制限は、AWS アカウント で
Amazon SES が検証した E メールアドレスに適用される制限と同じです。
このオプションを使用する場合は、Amazon SES で検証済みの E メールアドレスの ARN を
SourceArn パラメータに提供する必要があります。
Amazon Cognito がユーザーに E メールを送信するためには、Amazon SES を自動的に呼び出す
ためのアクセス権限が必要となります。このオプションでユーザープールを更新すると、Amazon
Cognito はサービスにリンクされたロールを作成します。これは、AWS アカウント における
IAM ロールのタイプの 1 つです。このロールには、Amazon Cognito が Amazon SES にアクセス
し、お客様のアドレスを使用して E メールを送信することを許可するアクセス権限が含まれてい
ます。Amazon Cognito が作成するサービスにリンクされたロールの詳細については、Amazon
Cognito デベロッパーガイドドの「Amazon Cognito のサービスにリンクされたロールの使用」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: COGNITO_DEFAULT | DEVELOPER
Update requires: No interruption
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From
送信者のE メールアドレスを識別するか、E メールアドレスで送信者の名前を識別します。例え
ば、testuser@example.com、Test User <testuser@example.com> などです。このアドレス
は、E メールの本文の前に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplyToEmailAddress
E メールの受信者が返信する送信先。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+@[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: No interruption
SourceArn
Amazon SES で検証された E メールアドレスの Amazon リソースネーム (ARN)。この E メールアド
レスは、EmailSendingAccount パラメータに指定した値に応じて、以下のいずれかの方法で使用
されます。
• COGNITO_DEFAULT を指定した場合、Amazon Cognito は、ビルトイン E メールアカウントを使用
してユーザーに E メールを送信するときに、このアドレスをカスタム FROM アドレスとして使用
します。
• DEVELOPER を指定した場合、Amazon Cognito は、Amazon SES を自動的に呼び出して、このアド
レスをユーザーに E メールで送信します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool InviteMessageTemplate
新しいユーザーへのウェルカムメッセージに使用されるメッセージテンプレート。
「ユーザー招待メッセージのカスタマイズ」も参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"EmailMessage" : String,
"EmailSubject" : String,
"SMSMessage" : String

YAML
EmailMessage: String
EmailSubject: String
SMSMessage: String

プロパティ
EmailMessage
E メールメッセージのメッセージテンプレート。EmailMessage は、EmailSendingAccount が
DEVELOPER の場合にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*\{####\}
[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*
Update requires: No interruption
EmailSubject
E メールメッセージの件名の行。EmailSubject は、EmailSendingAccount が DEVELOPER の場合に
のみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s]+
Update requires: No interruption
SMSMessage
SMS メッセージのメッセージテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 140
パターン: .*\{####\}.*
Update requires: No interruption
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AWS::Cognito::UserPool LambdaConfig
AWS Lambda トリガーの設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CreateAuthChallenge" : String,
"CustomEmailSender" : CustomEmailSender (p. 1948),
"CustomMessage" : String,
"CustomSMSSender" : CustomSMSSender (p. 1949),
"DefineAuthChallenge" : String,
"KMSKeyID" : String,
"PostAuthentication" : String,
"PostConfirmation" : String,
"PreAuthentication" : String,
"PreSignUp" : String,
"PreTokenGeneration" : String,
"UserMigration" : String,
"VerifyAuthChallengeResponse" : String

YAML
CreateAuthChallenge: String
CustomEmailSender:
CustomEmailSender (p. 1948)
CustomMessage: String
CustomSMSSender:
CustomSMSSender (p. 1949)
DefineAuthChallenge: String
KMSKeyID: String
PostAuthentication: String
PostConfirmation: String
PreAuthentication: String
PreSignUp: String
PreTokenGeneration: String
UserMigration: String
VerifyAuthChallengeResponse: String

プロパティ
CreateAuthChallenge
認証チャレンジを作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
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CustomEmailSender
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: CustomEmailSender (p. 1948)
Update requires: No interruption
CustomMessage
カスタムメッセージ AWS Lambda トリガー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
CustomSMSSender
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: CustomSMSSender (p. 1949)
Update requires: No interruption
DefineAuthChallenge
認証チャレンジを定義します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
KMSKeyID
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PostAuthentication
認証後 AWS Lambda トリガー。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
PostConfirmation
確認後 AWS Lambda トリガー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
PreAuthentication
事前認証 AWS Lambda トリガー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
PreSignUp
事前登録 AWS Lambda トリガー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
PreTokenGeneration
トークンの生成前に呼び出される Lambda トリガー。
API バージョン 2010-05-15
1957

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Cognito

必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
UserMigration
ユーザー移行 Lambda 設定タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
VerifyAuthChallengeResponse
認証チャレンジレスポンスを確認します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool NumberAttributeConstraints
数値データ型属性の最小値および最大値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxValue" : String,
"MinValue" : String
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YAML
MaxValue: String
MinValue: String

プロパティ
MaxValue
数値データ型属性の最大値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinValue
数値データ型属性の最小値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool PasswordPolicy
パスワードポリシータイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MinimumLength" : Integer,
"RequireLowercase" : Boolean,
"RequireNumbers" : Boolean,
"RequireSymbols" : Boolean,
"RequireUppercase" : Boolean,
"TemporaryPasswordValidityDays" : Integer

YAML
MinimumLength: Integer
RequireLowercase: Boolean
RequireNumbers: Boolean
RequireSymbols: Boolean
RequireUppercase: Boolean
TemporaryPasswordValidityDays: Integer

プロパティ
MinimumLength
設定したパスワードポリシーの最小長。6 未満にすることはできません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 6
最大: 99
Update requires: No interruption
RequireLowercase
設定したパスワードポリシーでは、ユーザーが少なくとも 1 つの小文字をパスワードに使用する必要
があるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RequireNumbers
設定したパスワードポリシーでは、ユーザーが少なくとも 1 つの数字をパスワードに使用する必要が
あるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RequireSymbols
設定したパスワードポリシーでは、ユーザーが少なくとも 1 つの記号をパスワードに使用する必要が
あるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RequireUppercase
設定したパスワードポリシーでは、ユーザーが少なくとも 1 つの大文字をパスワードに使用する必要
があるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TemporaryPasswordValidityDays
設定したパスワードポリシーで、一時パスワードが有効である日数を示します。ユーザーが有効な日
数以内にサインインしない場合、管理者はユーザーのパスワードをリセットする必要があります。

Note
ユーザープールの TemporaryPasswordValidityDays を設定すると、このユーザープー
ルの廃止された UnusedAccountValidityDays 値を設定することはできなくなります。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
最小: 0
最大: 365
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool Policies
ユーザープールに関連付けられたポリシー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PasswordPolicy" : PasswordPolicy (p. 1959)

YAML
PasswordPolicy:
PasswordPolicy (p. 1959)

プロパティ
PasswordPolicy
パスワードポリシー。
必須: いいえ
タイプ: PasswordPolicy (p. 1959)
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool RecoveryOption
優先度をキーとして、回復メソッド名を値として含むマップ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Priority" : Integer

YAML
Name: String
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Priority: Integer

プロパティ
Name
ユーザーの回復メソッドを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: admin_only | verified_email | verified_phone_number
Update requires: No interruption
Priority
メソッドの優先度を指定する正の整数。1 が最も高い優先度です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 2
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool SchemaAttribute
スキーマ属性に関する情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AttributeDataType" : String,
"DeveloperOnlyAttribute" : Boolean,
"Mutable" : Boolean,
"Name" : String,
"NumberAttributeConstraints" : NumberAttributeConstraints (p. 1958),
"Required" : Boolean,
"StringAttributeConstraints" : StringAttributeConstraints (p. 1965)

YAML
AttributeDataType: String
DeveloperOnlyAttribute: Boolean
Mutable: Boolean
Name: String
NumberAttributeConstraints:
NumberAttributeConstraints (p. 1958)
Required: Boolean
StringAttributeConstraints:
StringAttributeConstraints (p. 1965)
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プロパティ
AttributeDataType
属性のデータ型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Boolean | DateTime | Number | String
Update requires: No interruption
DeveloperOnlyAttribute

Note
ユーザープールクライアントで WriteAttributes を使用して、DeveloperOnlyAttribute を
使用する代わりに、新しいユースケースで属性を変更する方法を制御することをお勧めしま
す。
属性タイプが開発者のみであるかを指定します。この属性は、管理者のみが変更できます。ユーザー
が自分のアクセストークンを使用してこの属性を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Mutable
属性の値を変更できるかどうかを指定します。
ID プロバイダー属性にマッピングされたユーザープール属性の場合は、このパラメータを true に
設定する必要があります。Amazon Cognito では、ユーザーが ID プロバイダーからアプリケーション
にサインインすると、マッピングされた属性を更新します。属性が変更不可能である場合、Amazon
Cognito は、その属性の更新試行時にエラーをスローします。詳細は、「ユーザープール用 ID プロバ
イダー 属性マッピングの特定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
名前型のスキーマ属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 20
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: No interruption
NumberAttributeConstraints
数値型の属性の制約を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: NumberAttributeConstraints (p. 1958)
Update requires: No interruption
Required
ユーザープール属性が必要かどうかを指定します。属性が必須でユーザーが値を指定しない場合、登
録またはサインインは失敗します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
StringAttributeConstraints
文字列型の属性の制約を指定します。
必須: いいえ
タイプ: StringAttributeConstraints (p. 1965)
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool SmsConfiguration
Amazon SNS サービスが AWS account から SMS メッセージを送信するために Cognito ユーザープールが
呼び出す必要がある設定を含む SMS 設定タイプ。Cognito ユーザープールは、お客様が AWS account に
提供する IAM ロールを使用して Amazon SNS サービスへのリクエストを行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExternalId" : String,
"SnsCallerArn" : String

YAML
ExternalId: String
SnsCallerArn: String

プロパティ
ExternalId
外部 ID は値です。ExternalId を使用して IAM ロール にセキュリティを追加することをお勧めし
ます。IAM ロールは、Amazon SNS を呼び出してユーザープールの SMS メッセージを送信するた
めに使用されます。ExternalId を指定した場合、Cognito ユーザープールはそれを使用して IAM
ロールを引き受けます。ロールの信頼ポリシーを設定して、ExternalID を要求することもできま
す。Cognito 管理コンソールを使用して SMS MFA のロールを作成する場合、Cognito は必要なアクセ
ス権限と ExternalId を使用する信頼ポリシーによりロールを作成します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnsCallerArn
Amazon Simple Notification Service (SNS) の発信者の Amazon リソースネーム (ARN) です。こ
れは、Cognito が SMS メッセージの送信に使用する AWS アカウント の IAM ロールの ARN で
す。SMS メッセージには 使用制限が適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool StringAttributeConstraints
StringAttributeConstraints プロパティタイプは、Amazon Cognito ユーザープールの文字列属性の
制約を定義します。StringAttributeConstraints は、SchemaAttribute プロパティタイプのサブプロ
パティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxLength" : String,
"MinLength" : String

YAML
MaxLength: String
MinLength: String

プロパティ
MaxLength
最大長。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinLength
最小長。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool UsernameConfiguration
UsernameConfiguration プロパティタイプは、選択したサインインオプションのユーザー名の入力に
大文字と小文字の区別を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CaseSensitive" : Boolean

YAML
CaseSensitive: Boolean

プロパティ
CaseSensitive
ユーザー名の大文字と小文字の区別を Cognito API を介してユーザープール内のすべてのユーザーに
適用するかどうかを指定します。
有効な値を次に示します。
• True : すべてのユーザー名の入力で大文字と小文字の区別を有効にします。このオプションを
True に設定した場合、ユーザーはユーザー名に指定されているとおりに大文字と小文字を区別し
てサインインする必要があります。たとえば、「UserName」などです。これは、デフォルト値で
す。
• False : すべてのユーザー名の入力で大文字と小文字の区別を無効にします。たとえば、この
オプションを False に設定すると、ユーザーは「username」と「Username」のどちらを使
用してもサインインできます。また、このオプションを有効にすると、username 属性に加え
て、preferred_username および email エイリアスの両方の大文字と小文字を区別しない設定も
有効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool UserPoolAddOns
ユーザープールアドオンのタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AdvancedSecurityMode" : String

YAML
AdvancedSecurityMode: String

プロパティ
AdvancedSecurityMode
アドバンスドセキュリティモード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUDIT | ENFORCED | OFF
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPool VerificationMessageTemplate
検証メッセージのテンプレート。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultEmailOption" : String,
"EmailMessage" : String,
"EmailMessageByLink" : String,
"EmailSubject" : String,
"EmailSubjectByLink" : String,
"SmsMessage" : String

YAML
DefaultEmailOption: String
EmailMessage: String
EmailMessageByLink: String
EmailSubject: String
EmailSubjectByLink: String
SmsMessage: String

プロパティ
DefaultEmailOption
デフォルトの E メールオプション。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CONFIRM_WITH_CODE | CONFIRM_WITH_LINK
Update requires: No interruption
EmailMessage
E メールメッセージテンプレート。EmailMessage は、EmailSendingAccount が DEVELOPER の場合
にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*\{####\}
[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*
Update requires: No interruption
EmailMessageByLink
ユーザーに確認リンクを送信するための E メールメッセージテンプレート。EmailMessageByLink
は、EmailSendingAccount が DEVELOPER の場合にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*\{##[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*##
\}[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]*
Update requires: No interruption
EmailSubject
E メールメッセージテンプレートの件名。EmailSubject は、EmailSendingAccount が DEVELOPER
の場合にのみ許可されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s]+
Update requires: No interruption
EmailSubjectByLink
ユーザーに確認リンクを送信するための E メールメッセージテンプレートの件
名。EmailSubjectByLink は、EmailSendingAccount が DEVELOPER である場合にのみ許可されま
す。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s]+
Update requires: No interruption
SmsMessage
SMS メッセージテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 140
パターン: .*\{####\}.*
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolClient
AWS::Cognito::UserPoolClient リソースは、Amazon Cognito ユーザープールクライアントを指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolClient",
"Properties" : {
"AccessTokenValidity" : Integer,
"AllowedOAuthFlows" : [ String, ... ],
"AllowedOAuthFlowsUserPoolClient" : Boolean,
"AllowedOAuthScopes" : [ String, ... ],
"AnalyticsConfiguration" : AnalyticsConfiguration (p. 1975),
"CallbackURLs" : [ String, ... ],
"ClientName" : String,
"DefaultRedirectURI" : String,
"EnableTokenRevocation" : Boolean,
"ExplicitAuthFlows" : [ String, ... ],
"GenerateSecret" : Boolean,
"IdTokenValidity" : Integer,
"LogoutURLs" : [ String, ... ],
"PreventUserExistenceErrors" : String,
"ReadAttributes" : [ String, ... ],
"RefreshTokenValidity" : Integer,
"SupportedIdentityProviders" : [ String, ... ],
"TokenValidityUnits" : TokenValidityUnits (p. 1977),
"UserPoolId" : String,
"WriteAttributes" : [ String, ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolClient
Properties:
AccessTokenValidity: Integer
AllowedOAuthFlows:
- String
AllowedOAuthFlowsUserPoolClient: Boolean
AllowedOAuthScopes:
- String
AnalyticsConfiguration:
AnalyticsConfiguration (p. 1975)
CallbackURLs:
- String
ClientName: String
DefaultRedirectURI: String
EnableTokenRevocation: Boolean
ExplicitAuthFlows:
- String
GenerateSecret: Boolean
IdTokenValidity: Integer
LogoutURLs:
- String
PreventUserExistenceErrors: String
ReadAttributes:
- String
RefreshTokenValidity: Integer
SupportedIdentityProviders:
- String
TokenValidityUnits:
TokenValidityUnits (p. 1977)
UserPoolId: String
WriteAttributes:
- String

プロパティ
AccessTokenValidity
時間制限。この時間が経過すると、アクセストークンは無効になり、使用できなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AllowedOAuthFlows
許可されている OAuth フロー。
code に設定して、レスポンスとして認証コードを提供するコード付与フローを開始します。この
コードはトークンエンドポイントを使用してアクセストークンと交換できます。
クライアントがアクセストークン (および任意でスコープに基づく ID トークン) を直接取得するよう
に指定するには、implicit に設定します。
クライアントが client と client_secret の組み合わせを使用して、トークンエンドポイントから
アクセストークン（および任意でスコープに応じて ID トークン）を取得するように指定するに
は、client_credentials に設定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
AllowedOAuthFlowsUserPoolClient
クライアントが Cognito ユーザープールとやり取りするときに OAuth プロトコルに従うことを許可さ
れている場合は、true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AllowedOAuthScopes
許可されている OAuth スコープ。OAuth で指定できる値は phone、email、openid、profile で
す。AWS で指定できる値は aws.cognito.signin.user.admin です。リソースサーバーで作成さ
れたカスタムスコープもサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
AnalyticsConfiguration
このユーザープールのメトリクスを収集するための Amazon Pinpoint 分析設定。

Note
Pinpoint が利用できないリージョンでは、Cognito ユーザープールは us-east-1 の Amazon
Pinpoint プロジェクトへのイベントの送信のみをサポートします。Pinpoint を使用できる
リージョンでは、Cognito ユーザープールは、同じリージョン内の Amazon Pinpoint プロ
ジェクトへのイベントの送信をサポートします。
必須: いいえ
タイプ: AnalyticsConfiguration (p. 1975)
Update requires: No interruption
CallbackURLs
ID プロバイダーで許可されているリダイレクト (コールバック) URL のリスト。
リダイレクト URI は以下の条件を満たす必要があります。
• 絶対 URI である。
• 認証サーバーに登録されている。
• フラグメントコンポーネントを含まない。
「OAuth 2.0 - リダイレクトエンドポイント」を参照してください。
Amazon Cognito では、テスト目的でのみ http://localhost を除き、HTTP 経由の HTTPS が必要です。
myapp://example などのアプリケーションのコールバック URL もサポートされています。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
ClientName
作成するユーザープールクライアントのクライアント名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w\s+=,.@-]+
Update requires: No interruption
DefaultRedirectURI
デフォルトのリダイレクト URI。CallbackURLs リストに含まれている必要があります。
リダイレクト URI は以下の条件を満たす必要があります。
• 絶対 URI である。
• 認証サーバーに登録されている。
• フラグメントコンポーネントを含まない。
「OAuth 2.0 - リダイレクトエンドポイント」を参照してください。
Amazon Cognito では、テスト目的でのみ http://localhost を除き、HTTP 経由の HTTPS が必要です。
myapp://example などのアプリケーションのコールバック URL もサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: No interruption
EnableTokenRevocation
トークンの失効を有効または無効にします。トークンの取り消しの詳細については、RevokeToken を
参照してください。
このパラメータを指定しない場合、新しいユーザープールクライアントのためにトークンの失効が自
動的に有効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
API バージョン 2010-05-15
1972

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Cognito

Update requires: No interruption
ExplicitAuthFlows
ユーザープールクライアントでサポートされている認証フロー。ALLOW_ プレフィックスのないフ
ロー名は廃止され、ALLOW_ プレフィックスのある新しい名前に置き換えられます。 ALLOW_ プレ
フィックスのある値は、プレフィックスのない ALLOW_ 値と一緒に使用することはできません。
有効な値を次に示します。
• ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH: 管理者ベースのユーザーパスワード認証フロー
ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH を有効にします。この設定は、ADMIN_NO_SRP_AUTH 設定と置き
換わります。この認証フローでは、Cognito は SRP（Secure Remote Password プロトコル）プロ
トコルを使用してパスワードを確認するのではなく、リクエストでパスワードを受け取ります。
• ALLOW_CUSTOM_AUTH: Lambda トリガーベースの認証を有効にします。
• ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH: ユーザーパスワードベースの認証を有効にします。このフローで
は、Cognito は SRP プロトコルを使用してパスワードを確認するのではなく、リクエストでパス
ワードを受け取ります。
• ALLOW_USER_SRP_AUTH: SRP ベースの認証を有効にします。
• ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH: 認証フローを有効にしてトークンを更新します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
GenerateSecret
作成するユーザープールクライアントのシークレットを生成するかどうかを指定するブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
IdTokenValidity
時間制限。この時間を超えると、ID トークンは無効になり、使用できなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LogoutURLs
ID プロバイダーで許可されるログアウト URL のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
PreventUserExistenceErrors
この設定を使用して、ユーザーがユーザープールに存在しない場合に、認証、アカウントの確認、お
よびパスワードの回復中に Cognito API から返されるエラーと応答を選択します。ENABLED に設定
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し、ユーザーが存在しない場合、認証は、ユーザー名またはパスワードが正しくないことを示すエ
ラーを返し、アカウントの確認とパスワードの回復は、コードがシミュレートされた送信先に送信さ
れたことを示す応答を返します。LEGACY に設定したときにユーザーがユーザープールに存在しない
場合、これらの API は UserNotFoundException 例外を返します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ENABLED | LEGACY
Update requires: No interruption
ReadAttributes
読み取り属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RefreshTokenValidity
リフレッシュトークンが有効ではなくなり、使用できなくなった後の制限時間 (日)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 315360000
Update requires: No interruption
SupportedIdentityProviders
このクライアントでサポートされている ID プロバイダーのプロバイダー名のリス
ト。COGNITO、Facebook、SignInWithApple、Google、LoginWithAmazon がサポートされて
います。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TokenValidityUnits
有効時間を表す単位。RefreshToken のデフォルトは日であり、ID およびアクセストークンのデフォ
ルトは時間です。
必須: いいえ
タイプ: TokenValidityUnits (p. 1977)
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープールクライアントを作成するユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement
WriteAttributes
アプリクライアントが書き込むことができるユーザープール属性。
アプリクライアントでユーザーが ID プロバイダーからサインインできるようにする場合は、ID プ
ロバイダー属性にマッピングされるすべての属性がこの配列に含まれる必要があります。Amazon
Cognito では、ユーザーが ID プロバイダーからアプリケーションにサインインすると、マッピングさ
れた属性を更新します。アプリクライアントからマッピングされた属性への書き込みアクセスが付与
されていない場合、属性の更新が試行されたときに、Amazon Cognito によってエラーがスローされ
ます。詳細は、「ユーザープール用 ID プロバイダー属性マッピングの特定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1h57kf5cpq17m0eml12EXAMPLE などの Amazon Cognito ユーザープールクライアントの ID このリソー
スの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Cognito::UserPoolClient AnalyticsConfiguration
ユーザープールのメトリクスを収集するための Amazon Pinpoint 分析設定。

Note
Pinpoint が利用できないリージョンでは、Cognito ユーザープールは us-east-1 の Amazon
Pinpoint プロジェクトへのイベントの送信のみをサポートします。Pinpoint を使用できるリー
ジョンでは、Cognito ユーザープールは、同じリージョン内の Amazon Pinpoint プロジェクトへ
のイベントの送信をサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ApplicationArn" : String,
"ApplicationId" : String,
"ExternalId" : String,
"RoleArn" : String,
"UserDataShared" : Boolean
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YAML
ApplicationArn: String
ApplicationId: String
ExternalId: String
RoleArn: String
UserDataShared: Boolean

プロパティ
ApplicationArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ApplicationId
Amazon Pinpoint アプリケーションのアプリケーション ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9a-fA-F]+$
Update requires: No interruption
ExternalId
外部 ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Cognito が Amazon Pinpoint 分析にイベントを発行することを許可する IAM ロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
UserDataShared
UserDataShared が true の場合、Amazon Cognito は Amazon Pinpoint 分析に発行するイベントに
ユーザーデータを含めます。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolClient TokenValidityUnits
有効時間を表す単位。RefreshToken のデフォルトは日であり、ID およびアクセストークンのデフォルト
は時間です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessToken" : String,
"IdToken" : String,
"RefreshToken" : String

YAML
AccessToken: String
IdToken: String
RefreshToken: String

プロパティ
AccessToken
AccessTokenValidity の値は「秒」「分」「時間」または「日数」で表す時間単位ですが、デフォルト
では時間になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IdToken
IdTokenValidity の値は「秒」「分」「時間」または「日数」で表す時間単位ですが、デフォルトでは
時間になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RefreshToken
RefreshTokenValidity の値は「秒」「分」「時間」または「日数」で表す時間単位ですが、デフォル
トでは日数になります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolDomain
AWS::Cognito::UserPoolDomain リソースは、ユーザープールの新しいドメインを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolDomain",
"Properties" : {
"CustomDomainConfig" : CustomDomainConfigType (p. 1980),
"Domain" : String,
"UserPoolId" : String
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolDomain
Properties:
CustomDomainConfig:
CustomDomainConfigType (p. 1980)
Domain: String
UserPoolId: String

プロパティ
CustomDomainConfig
アプリケーションのサインアップページおよびサインインページをホストするカスタムドメインの設
定。このオブジェクトを使用して、ACM によって管理される SSL 証明書を指定します。
必須: いいえ
タイプ: CustomDomainConfigType (p. 1980)
Update requires: No interruption
Domain
アプリケーションのサインアップページおよびサインインページをホストするドメインのドメイン
名。例: auth.example.com。プレフィックスドメインを使用している場合、このフィールドは
.auth.[region].amazoncognito.com の前のドメインの最初の部分を示します。
この文字列で使用できるのは、小文字の英文字、数字、ハイフンのみです。最初または最後の文字に
ハイフンを使用しないでください。サブドメイン名は、ピリオドで区切ります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 63
パターン: ^[a-z0-9](?:[a-z0-9\-]{0,61}[a-z0-9])?$
Update requires: Replacement
UserPoolId
ユーザープールドメインを関連付けるユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: physicalResourceId
(「Domain」)。次に例を示します。
{ "Ref": "your-test-domain" }
Amazon Cognito ユーザープールドメイン your-test-domain の場合、Ref はユーザープールドメイン
の名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ユーザープールの新しいカスタムドメインの作成
次の例では、参照されたユーザープールにカスタムドメイン「my-test-user-pool-domain」を作成します。

JSON
{

"UserPoolDomain":{
"Type":"AWS::Cognito::UserPoolDomain",
"Properties":{
"UserPoolId":{
"Ref":"UserPool"
},
"Domain":"my-test-user-pool-domain.myapplication.com",
"CustomDomainConfig":{
"CertificateArn":{
"Ref":"CertificateArn"
}
}
}
}

API バージョン 2010-05-15
1979

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Cognito
}

YAML
UserPoolDomain:
Type: AWS::Cognito::UserPoolDomain
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
Domain: "my-test-user-pool-domain.myapplication.com"
CustomDomainConfig:
CertificateArn: !Ref CertificateArn

ユーザープールの新しいデフォルトドメインの作成
次の例では、参照されるユーザープールに新しいデフォルトドメイン「my-test-user-pool-domain」を作成
します。

JSON
{

}

"UserPoolDomain":{
"Type":"AWS::Cognito::UserPoolDomain",
"Properties":{
"UserPoolId":{
"Ref":"UserPool"
},
"Domain":"my-test-user-pool-domain"
}
}

YAML
UserPoolDomain:
Type: AWS::Cognito::UserPoolDomain
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
Domain: "my-test-user-pool-domain"

AWS::Cognito::UserPoolDomain CustomDomainConfigType
アプリケーションのサインアップおよびサインインウェブページをホストするカスタムドメインの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateArn" : String

YAML
CertificateArn: String
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プロパティ
CertificateArn
AWS Certificate Manager SSL 証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。この証明書は、カスタムド
メインのサブドメインに使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolGroup
識別されたユーザープールで新しいグループを指定します。
このアクションを呼び出すには、開発者の認証情報が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GroupName" : String,
"Precedence" : Double,
"RoleArn" : String,
"UserPoolId" : String
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolGroup
Properties:
Description: String
GroupName: String
Precedence: Double
RoleArn: String
UserPoolId: String

プロパティ
Description
グループの説明を含む文字列。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
Update requires: No interruption
GroupName
グループの名前。一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: Replacement
Precedence
ユーザーがユーザープールで属することができるその他のグループに対するこのグループの優先
順位を指定する正の整数。ゼロが最優先順位値です。低い Precedence の値を持つグループは、
高いまたは null Precedence 値を持つグループよりも優先されます。ユーザーが複数のグルー
プに属している場合、これは ARN ロールがユーザーの ID トークンで cognito:roles および
cognito:preferred_role クレームに使用される、最も優先順位の値が低いグループです。
2 つのグループは、同じ Precedence の値を持つことができます。その場合は、どちらのグループ
も他方に対して優先されません。同じ Precedence を持つ 2 つのグループのロール ARN が同じであ
る場合、そのロールは各グループのユーザーのトークンの cognito:preferred_role クレームで
使用されます。2 つのグループのロール ARN が異なる場合、cognito:preferred_role クレーム
は、ユーザーのトークンで設定されません。
デフォルト Precedence 値は null です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 0
Update requires: No interruption
RoleArn
グループのロール ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption
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UserPoolId
ユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ユーザープールグループの名前 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返し
ます: 。例: Admins。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider リソースは、ユーザープールの ID プロバイダーを作
成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties" : {
"AttributeMapping" : Json,
"IdpIdentifiers" : [ String, ... ],
"ProviderDetails" : Json,
"ProviderName" : String,
"ProviderType" : String,
"UserPoolId" : String
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
AttributeMapping: Json
IdpIdentifiers:
- String
ProviderDetails: Json
ProviderName: String
ProviderType: String
UserPoolId: String
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プロパティ
AttributeMapping
ID プロバイダー属性の標準およびカスタムユーザープール属性へのマッピング。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
IdpIdentifiers
ID プロバイダー 識別子のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ProviderDetails
ID プロバイダの詳細。以下のリストは、各 ID プロバイダの種類のプロバイダ詳細キーを示していま
す。
• Google と Login with Amazon の場合:
• client_id
• client_secret
• authorize_scopes
• Facebook の場合:
• client_id
• client_secret
• authorize_scopes
• api_version
• Sign in with Apple の場合:
• client_id
• team_id
• key_id
• private_key
• authorize_scopes
• OIDC プロバイダの場合:
• client_id
• client_secret
• attributes_request_method
•
•
•
•
•

oidc_issuer
authorize_scopes
oidc_issuer キーで指定された検出 URL から利用できない場合は authorize_url
oidc_issuer キーで指定された検出 URL から利用できない場合は token_url
oidc_issuer キーで指定された検出 URL から利用できない場合は attributes_url

• oidc_issuer キーで指定された検出 URL から利用できない場合は jwks_uri
• SAML プロバイダの場合:
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• MetadataFile または MetadataURL
• IDPSignout オプション
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ProviderName
ID プロバイダー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [^_][\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}][^_]+
Update requires: Replacement
ProviderType
ID プロバイダーのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Facebook | Google | LoginWithAmazon | OIDC | SAML |
SignInWithApple
Update requires: Replacement
UserPoolId
ユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: physicalResourceId。これ
は「ProviderName」です。次に例を示します。
{ "Ref": "testProvider" }
Amazon Cognito ID プロバイダー testProvider の場合、Ref は ID プロバイダーの名前を返します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
新しい Login with Amazon ID プロバイダの作成
次の例では、参照されるユーザープールに Login with Amazon ID プロバイダを作成します。

JSON
{

}

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"ProviderName": "LoginWithAmazon",
"ProviderDetails": {
"client_id": "YourLoginWithAmazonAppId",
"client_secret": "YourLoginWithAmazonAppSecret",
"authorize_scopes": "profile postal_code"
},
"ProviderType": "LoginWithAmazon",
"AttributeMapping": {
"email": "email"
}
}
}

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "LoginWithAmazon"
ProviderDetails:
client_id: "YourLoginWithAmazonAppId"
client_secret: "YourLoginWithAmazonAppSecret"
authorize_scopes: "profile postal_code"
ProviderType: "LoginWithAmazon"
AttributeMapping:
email: "email"

新しい Google ID プロバイダの作成
次の例では、参照されるユーザープールに Google ID プロバイダを作成します。

JSON
{

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"ProviderName": "Google",
"ProviderDetails": {
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"client_id": "YourGoogleAppId",
"client_secret": "YourGoogleAppSecret",
"authorize_scopes": "profile email openid"

}

}

}

},
"ProviderType": "Google",
"AttributeMapping": {
"email": "email"
}

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "Google"
ProviderDetails:
client_id: "YourGoogleAppId"
client_secret: "YourGoogleAppSecret"
authorize_scopes: "profile email openid"
ProviderType: "Google"
AttributeMapping:
email: "email"

新しい Facebook ID プロバイダの作成
次の例では、参照されるユーザープールに Facebook プロバイダを作成します。

JSON
{

}

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"ProviderName": "Facebook",
"ProviderDetails": {
"client_id": "YourFacebookAppId",
"client_secret": "YourFacebookAppSecret",
"authorize_scopes": "public_profile,email"
},
"ProviderType": "Facebook",
"AttributeMapping": {
"email": "email"
}
}
}

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "Facebook"
ProviderDetails:
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client_id: "YourFacebookAppId"
client_secret: "YourFacebookAppSecret"
authorize_scopes: "public_profile,email"
ProviderType: "Facebook"
AttributeMapping:
email: "email"

新しい Sign in With Apple ID プロバイダの作成
次の例では、参照されるユーザープールに Sign in with Apple ID プロバイダを作成します。

JSON
{

}

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"ProviderName": "SignInWithApple",
"ProviderDetails": {
"client_id": "YourAppleServicesId",
"team_id": "YourAppleTeamId",
"key_id": "YourApplePrivateKeyID",
"private_key": "YourApplePrivateKey",
"authorize_scopes": "public_profile,email"
},
"ProviderType": "SignInWithApple",
"AttributeMapping": {
"email": "email"
}
}
}

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "SignInWithApple"
ProviderDetails:
client_id: "YourSign"
team_id: "YourAppleTeamId",
key_id: "YourApplePrivateKeyID",
private_key: "YourApplePrivateKey",
authorize_scopes: "public_profile,email"
ProviderType: "SignInWithApple"
AttributeMapping:
email: "email"

新しい OIDC ID プロバイダの作成
次の例では、参照されたユーザープールに OIDC ID プロバイダ「YourOIDCProviderName」を作成しま
す。

JSON
{
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}

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"ProviderName": "YourOIDCProviderName",
"ProviderDetails": {
"client_id": "YourOIDCClientId",
"client_secret": "YourOIDCClientSecret",
"attributes_request_method": "GET",
"oidc_issuer": "YourOIDCIssuerURL",
"authorize_scopes": "email profile openid"
},
"ProviderType": "OIDC",
"AttributeMapping": {
"email": "email"
},
"IdpIdentifiers": [
"IdpIdentifier"
]
}
}

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "YourOIDCProviderName"
ProviderDetails:
client_id: "YourOIDCClientId"
client_secret: "YourOIDCClientSecret"
attributes_request_method: "GET"
oidc_issuer: "YourOIDCIssuerURL"
authorize_scopes: "email profile openid"
ProviderType: "OIDC"
AttributeMapping:
email: "email"
IdpIdentifiers:
- "IdpIdentifier"

新しい SAML ID プロバイダの作成
次の例では、参照されたユーザープールに SAML ID プロバイダ「YourProviderName」を作成します。

JSON
{

"UserPoolIdentityProvider": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider",
"Properties": {
"UserPoolId": {"Ref": "UserPool"},
"ProviderName": "YourProviderName",
"ProviderDetails": {
"MetadataURL": "YourMetadataURL"
},
"ProviderType": "SAML",
"AttributeMapping": {
"email": "Attribute"
},
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}

}

}

"IdpIdentifiers": [
"IdpIdentifier"
]

YAML
UserPoolIdentityProvider:
Type: AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ProviderName: "YourProviderName"
ProviderDetails:
MetadataURL: "YourMetadataURL"
ProviderType: "SAML"
AttributeMapping:
email: "Attribute"
IdpIdentifiers:
- "IdpIdentifier"

AWS::Cognito::UserPoolResourceServer
AWS::Cognito::UserPoolResourceServer リソースは、新しい OAuth 2.0 リソースサーバーを作成
してそのサーバーでカスタムスコープを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolResourceServer",
"Properties" : {
"Identifier" : String,
"Name" : String,
"Scopes" : [ ResourceServerScopeType (p. 1992), ... ],
"UserPoolId" : String
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolResourceServer
Properties:
Identifier: String
Name: String
Scopes:
- ResourceServerScopeType (p. 1992)
UserPoolId: String

プロパティ
Identifier
リソースサーバーの一意のリソースサーバー識別子。これは、リソースサーバーが存在する HTTPS
エンドポイントにすることもできます。例: https://my-weather-api.example.com。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\x21\x23-\x5B\x5D-\x7E]+
Update requires: Replacement
Name
リソースサーバーのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\w\s+=,.@-]+
Update requires: No interruption
Scopes
スコープのリスト。各スコープは、キー ScopeName と ScopeDescription を含むマップです。
必須: いいえ
タイプ: ResourceServerScopeType (p. 1992) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: physicalResourceId。リ
ソースサーバー識別子「Identifier」です。次に例を示します。
{ "Ref": "yourResourceServerIdentifier" }
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Amazon Cognito リソースサーバー yourResourceServerIdentifier の場合、Ref はリソースサー
バーの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ユーザープールの新しいリソースサーバーを作成する
次の例では、参照されるユーザープールに識別子「Identifier」を持つリソースサーバー「Name」を作成し
ます。

JSON
{

"UserPoolResourceServer": {
"Type": "AWS::Cognito::UserPoolResourceServer",
"Properties": {
"UserPoolId": {
"Ref": "UserPool"
},
"Identifier": "Identifier",
"Name": "Name",
"Scopes": [{
"ScopeName": "ScopeName1",
"ScopeDescription": "description"
}, {
"ScopeName": "ScopeName2",
"ScopeDescription": "description"
}]
}
}

}

YAML
UserPoolResourceServer:
Type: AWS::Cognito::UserPoolResourceServer
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
Identifier: "Identifier"
Name: "Name"
Scopes:
- ScopeName: "ScopeName1"
ScopeDescription: "description"
- ScopeName: "ScopeName2"
ScopeDescription: "description"

AWS::Cognito::UserPoolResourceServer ResourceServerScopeType
リソースサーバーのスコープ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ScopeDescription" : String,
"ScopeName" : String

YAML
ScopeDescription: String
ScopeName: String

プロパティ
ScopeDescription
スコープの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
ScopeName
スコープの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\x21\x23-\x2E\x30-\x5B\x5D-\x7E]+
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment リソースは、Amazon Cognito の高度な
セキュリティ機能に使用されるリスク設定を設定します。
1 つのクライアント（特定の clientId を持つ）またはすべてのクライアント（clientId を ALL に設
定して）のリスク設定を指定できます。ALL を指定した場合は、以前にリスクが設定されていないすべ
てのクライアントにデフォルトの設定が使用されます。特定のクライアントにリスク設定を指定した場
合、ALL 設定にフォールバックされなくなります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment",
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"Properties" : {
"AccountTakeoverRiskConfiguration" : AccountTakeoverRiskConfigurationType (p. 1999),
"ClientId" : String,
"CompromisedCredentialsRiskConfiguration" : CompromisedCredentialsRiskConfigurationType (p. 2001),
"RiskExceptionConfiguration" : RiskExceptionConfigurationType (p. 2004),
"UserPoolId" : String
}

}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
Properties:
AccountTakeoverRiskConfiguration:
AccountTakeoverRiskConfigurationType (p. 1999)
ClientId: String
CompromisedCredentialsRiskConfiguration:
CompromisedCredentialsRiskConfigurationType (p. 2001)
RiskExceptionConfiguration:
RiskExceptionConfigurationType (p. 2004)
UserPoolId: String

プロパティ
AccountTakeoverRiskConfiguration
アカウントの乗っ取り時に取る、NotifyConfiguration オブジェクトおよび Actions を含むアカ
ウントの乗っ取りリスク設定オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AccountTakeoverRiskConfigurationType (p. 1999)
Update requires: No interruption
ClientId
アプリクライアント ID。1 つのクライアント (特定の ClientId を持つ) またはすべてのクライアント
(ClientId を ALL に設定して) のリスク設定を指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+]+
Update requires: Replacement
CompromisedCredentialsRiskConfiguration
EventFilter および EventAction などの漏洩した認証情報のリスク設定オブジェクト
必須: いいえ
タイプ: CompromisedCredentialsRiskConfigurationType (p. 2001)
Update requires: No interruption
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RiskExceptionConfiguration
リスク決定を上書きする設定。
必須: いいえ
タイプ: RiskExceptionConfigurationType (p. 2004)
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: physicalResourceId
(「UserPoolRiskConfigurationAttachment-UserPoolId-ClientId」)。次に例を示します。
{ "Ref": “UserPoolRiskConfigurationAttachment-useast-1_FAKEPOOLID-2asc123fakeclientidajjulj6bh” }
Amazon Cognito リスク設定アタッチメント UserPoolRiskConfigurationAttachment-useast-1_FAKEPOOLID-2asc123fakeclientidajjulj6bh の場合、Ref はリスク設定アタッチメント
の名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ユーザープールの新しいリスク設定アタッチメントの作成
次の例では、参照されるユーザープールおよびクライアントでリスク設定を設定します。

JSON
{

"UserPoolRiskConfiguration":{
"Type":"AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment",
"Properties":{
"UserPoolId":{
"Ref":"UserPool"
},
"ClientId":{
"Ref":"Client"
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},
"AccountTakeoverRiskConfiguration":{
"Actions":{
"HighAction":{
"EventAction":"MFA_REQUIRED",
"Notify":true,
},
"MediumAction":{
"EventAction":"MFA_IF_CONFIGURED",
"Notify":true
},
"LowAction":{
"EventAction":{
"Ref":"EventAction"
},
"Notify":false
}

},
"NotifyConfiguration":{
"BlockEmail":{
"HtmlBody":"html body",
"Subject":"Your account got blocked",
"TextBody":"Your account got blocked"
},
"MfaEmail":{
"HtmlBody":"html body",
"Subject":"Your account needs MFA verification",
"TextBody":"Your account needs MFA verification"
},
"NoActionEmail":{
"HtmlBody":{
"Ref":"HtmlBody"
},
"Subject":{
"Ref":"Subject"
},
"TextBody":{
"Ref":"TextBody"
},
},
"From":"your-from-email@amazon.com",
"SourceArn":{
"Ref":"SourceArn"
},
"ReplyTo":"your-reply-to@amazon.com"

}
},
"CompromisedCredentialsRiskConfiguration":{
"Actions":{
"EventAction":"BLOCKED"
},
"EventFilter":[
{
"Ref":"EventFilter"
},
]
},
"RiskExceptionConfiguration":{
"BlockedIPRangeList":[
"198.0.0.1"
],
"SkippedIPRangeList":[
"198.0.0.1"
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}

}

}

}

]

YAML
UserPoolRiskConfiguration:
Type: AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ClientId: !Ref Client
AccountTakeoverRiskConfiguration:
Actions:
HighAction:
EventAction: "MFA_REQUIRED"
Notify: True
MediumAction:
EventAction: "MFA_IF_CONFIGURED"
Notify: True
LowAction:
EventAction: !Ref LowEventAction
Notify: False
NotifyConfiguration:
BlockEmail:
HtmlBody: "html body"
Subject: "Your account got blocked"
TextBody: "Your account got blocked"
MfaEmail:
HtmlBody: "html body"
Subject: "Your account needs MFA verification"
TextBody: "Your account needs MFA verification"
NoActionEmail:
HtmlBody: !Ref HtmlBody
Subject: !Ref Subject
TextBody: !Ref TextBody
From: "your-from-email@amazon.com"
SourceArn: !Ref SourceArn
ReplyTo: "your-reply-to@amazon.com"
CompromisedCredentialsRiskConfiguration:
Actions:
EventAction: "BLOCKED"
EventFilter: - !Ref EventFilter
RiskExceptionConfiguration:
BlockedIPRangeList:
- "198.0.0.1"
SkippedIPRangeList:
- "198.0.0.1"

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
AccountTakeoverActionsType
アカウントの乗っ取りアクションタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"HighAction" : AccountTakeoverActionType (p. 1998),
"LowAction" : AccountTakeoverActionType (p. 1998),
"MediumAction" : AccountTakeoverActionType (p. 1998)

YAML
HighAction:
AccountTakeoverActionType (p. 1998)
LowAction:
AccountTakeoverActionType (p. 1998)
MediumAction:
AccountTakeoverActionType (p. 1998)

プロパティ
HighAction
高リスクに対して実行するアクション。
必須: いいえ
タイプ: AccountTakeoverActionType (p. 1998)
Update requires: No interruption
LowAction
低リスクに対して実行するアクション。
必須: いいえ
タイプ: AccountTakeoverActionType (p. 1998)
Update requires: No interruption
MediumAction
中程度のリスクに対して実行するアクション。
必須: いいえ
タイプ: AccountTakeoverActionType (p. 1998)
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
AccountTakeoverActionType
アカウントの乗っ取りアクションタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"EventAction" : String,
"Notify" : Boolean
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}

YAML
EventAction: String
Notify: Boolean

プロパティ
EventAction
イベントアクション。
• BLOCK このアクションを選択すると、リクエストがブロックされます。
• MFA_IF_CONFIGURED ユーザーが MFA チャレンジを設定している場合は MFA チャレンジをス
ローし、そうでない場合はリクエストを許可します。
• MFA_REQUIRED ユーザーが MFA チャレンジを設定している場合は MFA チャレンジをスローし、
そうでない場合はリクエストをブロックします。
• NO_ACTION ユーザーのサインインを許可します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BLOCK | MFA_IF_CONFIGURED | MFA_REQUIRED | NO_ACTION
Update requires: No interruption
Notify
通知を送信するかどうかを指定するフラグ。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
AccountTakeoverRiskConfigurationType
アカウントの乗っ取りの可能性について検出されたさまざまなレベルのリスクに対するリスク緩和アク
ションと通知の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : AccountTakeoverActionsType (p. 1997),
"NotifyConfiguration" : NotifyConfigurationType (p. 2001)

YAML
Actions:
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AccountTakeoverActionsType (p. 1997)
NotifyConfiguration:
NotifyConfigurationType (p. 2001)

プロパティ
Actions
アカウントの乗っ取りリスク設定アクション
必須: はい
タイプ: AccountTakeoverActionsType (p. 1997)
Update requires: No interruption
NotifyConfiguration
E メール通知の作成に使用される通知設定。
必須: いいえ
タイプ: NotifyConfigurationType (p. 2001)
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
CompromisedCredentialsActionsType
漏洩した認証情報のアクションタイプ

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EventAction" : String

YAML
EventAction: String

プロパティ
EventAction
イベントアクション。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BLOCK | NO_ACTION
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2000

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Cognito

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
CompromisedCredentialsRiskConfigurationType
漏洩した認証情報のリスク設定タイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : CompromisedCredentialsActionsType (p. 2000),
"EventFilter" : [ String, ... ]

YAML
Actions:
CompromisedCredentialsActionsType (p. 2000)
EventFilter:
- String

プロパティ
Actions
漏洩した認証情報のリスク設定アクション。
必須: はい
タイプ: CompromisedCredentialsActionsType (p. 2000)
Update requires: No interruption
EventFilter
これらのイベントに対してアクションを実行します。デフォルトでは、イベントフィルタが指定され
ていない場合、すべてのイベントが実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment NotifyConfigurationType
通知設定タイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BlockEmail" : NotifyEmailType (p. 2003),
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}

"From" : String,
"MfaEmail" : NotifyEmailType (p. 2003),
"NoActionEmail" : NotifyEmailType (p. 2003),
"ReplyTo" : String,
"SourceArn" : String

YAML
BlockEmail:
NotifyEmailType (p. 2003)
From: String
MfaEmail:
NotifyEmailType (p. 2003)
NoActionEmail:
NotifyEmailType (p. 2003)
ReplyTo: String
SourceArn: String

プロパティ
BlockEmail
検出されたリスクイベントがブロックされたときに使用される E メールテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: NotifyEmailType (p. 2003)
Update requires: No interruption
From
E メールを送信している E メールアドレス。Amazon SES で個別に検証するか、Amazon SES で検証
済みのドメインから検証する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MfaEmail
検出されたリスクの一部として MFA がチャレンジされる場合に使用される MFA の E メールテンプ
レート。
必須: いいえ
タイプ: NotifyEmailType (p. 2003)
Update requires: No interruption
NoActionEmail
検出されたリスクイベントが許可されるときに使用される E メールテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: NotifyEmailType (p. 2003)
Update requires: No interruption
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ReplyTo
E メールの受信者が返信する送信先。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceArn
送信承認ポリシーに関連付けられている ID の Amazon リソースネーム (ARN)。これにより、Amazon
Cognito が From パラメータで指定された E メールアドレスに送信することを許可します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:[\w+=/,.@-]+:[\w+=/,.@-]+:([\w+=/,.@-]*)?:[0-9]+:[\w+=/,.@-]+(:
[\w+=/,.@-]+)?(:[\w+=/,.@-]+)?
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment NotifyEmailType
通知 E メールタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HtmlBody" : String,
"Subject" : String,
"TextBody" : String

YAML
HtmlBody: String
Subject: String
TextBody: String

プロパティ
HtmlBody
HTML 本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
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最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]+
Update requires: No interruption
Subject
件名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s]+
Update requires: No interruption
TextBody
テキスト本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 20000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}\s*]+
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
RiskExceptionConfigurationType
リスク決定を上書きする設定のタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BlockedIPRangeList" : [ String, ... ],
"SkippedIPRangeList" : [ String, ... ]

YAML
BlockedIPRangeList:
- String
SkippedIPRangeList:
- String
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プロパティ
BlockedIPRangeList
事前認証リクエストを常にブロックするリスク決定を上書きします。IP 範囲は CIDR 表記です。これ
は、IP アドレスとそれに関連付けられたルーティングプレフィックスをコンパクトに表現したもので
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
SkippedIPRangeList
リスク検出は、範囲リストの IP アドレスでは実行されません。IP 範囲は CIDR 表記です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment
AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment リソースは、ユーザープールの組み込みア
プリ UI の UI のカスタマイズ情報を設定します。
単一のクライアント (clientId) またはすべてのクライアント (clientId を ALL に設定) にアプリ UI の
カスタマイズ設定を指定できます。ALL を指定した場合は、以前に UI のカスタマイズが設定されていな
いすべてのクライアントにデフォルトの設定が使用されます。特定のクライアントに UI のカスタマイズ設
定が指定される場合、ALL 設定にフォールバックされなくなります。

Note
このリソースを作成する前に、ユーザープールにドメインが関連付けられている必要がありま
す。最初に、このユーザープールで AWS::Cognito::UserPoolDomain リソースを作成できま
す。
ロゴイメージの設定は、AWS CloudFormation ではサポートされていません。Amazon Cognito の
SetUICustomization API オペレーションを使用してイメージを設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment",
"Properties" : {
"ClientId" : String,
"CSS" : String,
"UserPoolId" : String
}
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}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment
Properties:
ClientId: String
CSS: String
UserPoolId: String

プロパティ
ClientId
クライアントアプリのクライアント ID。単一のクライアント (特定の clientId を持つ) またはすべての
クライアント (clientId を ALL に設定) に UI のカスタマイズ設定を指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+]+
Update requires: Replacement
CSS
UI カスタマイズの CSS 値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolId
ユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: physicalResourceId
(「UserPoolUICustomizationAttachment-UserPoolId-ClientId」)。次に例を示します。
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{ "Ref": "UserPoolUICustomizationAttachment-useast-1_FAKEPOOLID-2asc123fakeclientidajjulj6bh" }
Amazon Cognito ユーザープールドメイン UserPoolUICustomizationAttachment-useast-1_FAKEPOOLID-2asc123fakeclientidajjulj6bh の場合、Ref は UI カスタマイズアタッチメ
ントの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ユーザープールの新しい UI カスタマイズアタッチメントの作成
次の例では、参照されるユーザープールおよびクライアントで UI カスタマイズ設定を設定します。

JSON
{

}

"UserPoolUICustomization":{
"Type":"AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment",
"Properties":{
"UserPoolId":{
"Ref":"UserPool"
},
"ClientId":{
"Ref":"Client"
},
"CSS":".banner-customizable {\nbackground:
linear-gradient(#9940B8, #C27BDB)\n}"
}
}

YAML
UserPoolUICustomization:
Type: AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment
Properties:
UserPoolId: !Ref UserPool
ClientId: !Ref Client
CSS: ".banner-customizable {
background: linear-gradient(#9940B8, #C27BDB)
}"

AWS::Cognito::UserPoolUser
AWS::Cognito::UserPoolUser リソースによって、Amazon Cognito ユーザープールユーザーが作成さ
れます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolUser",
"Properties" : {
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}

}

"ClientMetadata" : Json,
"DesiredDeliveryMediums" : [ String, ... ],
"ForceAliasCreation" : Boolean,
"MessageAction" : String,
"UserAttributes" : [ AttributeType (p. 2011), ... ],
"Username" : String,
"UserPoolId" : String,
"ValidationData" : [ AttributeType (p. 2011), ... ]

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolUser
Properties:
ClientMetadata: Json
DesiredDeliveryMediums:
- String
ForceAliasCreation: Boolean
MessageAction: String
UserAttributes:
- AttributeType (p. 2011)
Username: String
UserPoolId: String
ValidationData:
- AttributeType (p. 2011)

プロパティ
ClientMetadata
サインアップ前トリガーによって呼び出されるカスタムワークフローの入力として指定できるカスタ
ムのキーと値のペアのマップ。
カスタムワークフローを作成するには、AWS Lambda 関数をユーザープールトリガーに割り当て
ます。UserPoolUser リソースを作成して ClientMetadata プロパティを含めると、Amazon
Cognito は、サインアップ前トリガーに割り当てられている関数を呼び出します。Amazon Cognito が
この関数を呼び出すと、JSON ペイロードが渡され、関数が入力として受け取ります。このペイロー
ドには、ClientMetadata プロパティに割り当てたデータを提供する clientMetadata 属性が含まれ
ています。AWS Lambda の関数コードでは、clientMetadata 値を処理して、特定のニーズに合わ
せてワークフローを拡張できます。
詳細については、Amazon Cognito 開発者ガイドの「AWS Lambda トリガーを使用したユーザープー
ルワークフローのカスタマイズ」を参照してください。

Note
ClientMetadata パラメータを使用する場合は、次の制限事項を考慮してください。
• Amazon Cognito は ClientMetadata 値を保存しません。このデータは、カスタムワークフ
ローをサポートするためにユーザープールに割り当てられた AWS Lambda トリガーでのみ
使用できます。ユーザープール設定にトリガーが含まれていない場合、ClientMetadata パ
ラメータは何の意味もありません。
• Amazon Cognito は、ClientMetadata 値を検証しません。
• Amazon Cognito は ClientMetadata 値を暗号化しないため、機密情報を提供するために使
用しないでください。
必須: いいえ
タイプ: Json
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Update requires: Replacement
DesiredDeliveryMediums
E メールを使用してウェルカムメッセージを送信する場合は、"EMAIL" を指定します。電話番号が使
用される場合は、"SMS" を指定します。デフォルト値は "SMS" です。複数の値を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ForceAliasCreation
このパラメータは、phone_number_verified または email_verified 属性が True に設定され
ている場合にのみ使用されます。それ以外の場合は無視されます。
このパラメータを True に設定した場合、UserAttributes パラメータで指定した E メールアドレスま
たは電話番号がすでに別のユーザーのエイリアスとして存在していると、API の呼び出しで以前の
ユーザーのエイリアスが新しく作成されたユーザーに移行されます。以前のユーザーはそのエイリア
スを使用してログインできなくなります。
このパラメータが False に設定されており、エイリアスがすでに存在している場合、API は
AliasExistsException エラーをスローします。デフォルト値は False です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
MessageAction
既存のユーザーに招待メッセージを再送信してそのユーザーのアカウントの有効期限をリセットする
には、"RESEND" に設定します。メッセージの送信を抑止するには、"SUPPRESS" に設定します。1
つの値のみを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: RESEND | SUPPRESS
Update requires: Replacement
UserAttributes
作成するユーザーに設定するユーザー属性と属性値。これらは名前と値のペアです。Username 以外
の属性を指定せずにユーザーを作成できます。ただし、(https://docs.aws.amazon.com/cognito-useridentity-pools/latest/APIReference/API_CreateUserPool.html、またはコンソールの [属性] タブで) 自
分で必須と指定した属性は、(AdminCreateUser の呼び出し時に) 自分で、または (ウェルカムメッ
セージに応答してサインアップする時に) ユーザーが指定する必要があります。
カスタム属性の場合、属性名に custom: プレフィックスを付加する必要があります。
ユーザーにサインアップを促すメッセージを送信するには、ユーザーのメールアドレスまたは電話番
号を指定する必要があります。これは、AdminCreateUser の呼び出し、またはユーザープールを管理
するための Amazon Cognito コンソールの [ユーザー] タブで実行できます。
AdminCreateUser への呼び出しで、email_verified 属性を True に設定
し、phone_number_verified 属性を True に設定できます。(https://docs.aws.amazon.com/
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cognito-user-identity-pools/latest/APIReference/API_AdminUpdateUserAttributes.html を呼び出してこ
れを行うこともできます)
• email: コードとユーザー名を含むメッセージが送信されるユーザーの E メールアドレ
ス。email_verified 属性が True に設定されている場合、または DesiredDeliveryMediums
パラメータで "EMAIL" が指定されている場合に必要です。
• phone_number: コードとユーザー名を含むメッセージが送信されるユーザーの電
話番号。phone_number_verified 属性が True に設定されている場合、または
DesiredDeliveryMediums パラメータで "SMS" が指定されている場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: AttributeType (p. 2011) のリスト
Update requires: Replacement
Username
ユーザーのユーザー名。ユーザープール内で一意である必要があります。1～128 文字の UTF-8 文字
列である必要があります。ユーザーが作成されたら、ユーザー名を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: Replacement
UserPoolId
ユーザーが作成されるユーザープールの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement
ValidationData
ユーザーの検証データ。登録できるユーザーアカウントのタイプを制限するなどのカスタム検証に使
用する、ユーザー属性と属性値が格納されている名前と値のペアの配列。たとえば、ユーザードメイ
ンに基づき、ユーザーのサインアップを許可または拒否することができます。
カスタム検証を設定するには、「Amazon Cognito 開発者ガイド」の説明に従って、ユーザープール
のプレサインアップ Lambda トリガーを作成する必要があります。Lambda トリガーは検証データを
受け取り、検証プロセスで使用します。
ユーザーの検証データは保持されません。
必須: いいえ
タイプ: AttributeType (p. 2011) のリスト
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ユーザーの名前 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。例:
admin。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Cognito::UserPoolUser AttributeType
属性が標準であるかカスタムであるかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
属性の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: No interruption
Value
属性の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
Update requires: No interruption
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AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment
指定のグループに指定のユーザーを追加します。
このアクションを呼び出すには、開発者の認証情報が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment",
"Properties" : {
"GroupName" : String,
"Username" : String,
"UserPoolId" : String
}

YAML
Type: AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment
Properties:
GroupName: String
Username: String
UserPoolId: String

プロパティ
GroupName
グループ名｡
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
Update requires: Replacement
Username
ユーザーのユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
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Update requires: Replacement
UserPoolId
ユーザープールのユーザープール ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 55
パターン: [\w-]+_[0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
UserToGroupAttachment-YejJvzrEXAMPLE などの生成された ID このリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS Config リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Config::AggregationAuthorization (p. 2013)
• AWS::Config::ConfigRule (p. 2022)
• AWS::Config::ConfigurationAggregator (p. 2035)
• AWS::Config::ConfigurationRecorder (p. 2040)
• AWS::Config::ConformancePack (p. 2044)
• AWS::Config::DeliveryChannel (p. 2048)
• AWS::Config::OrganizationConfigRule (p. 2052)
• AWS::Config::OrganizationConformancePack (p. 2060)
• AWS::Config::RemediationConfiguration (p. 2064)
• AWS::Config::StoredQuery (p. 2071)

AWS::Config::AggregationAuthorization
アグリゲータアカウントとリージョンに付与された承認を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Config::AggregationAuthorization",
"Properties" : {
"AuthorizedAccountId" : String,
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}

}

"AuthorizedAwsRegion" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::Config::AggregationAuthorization
Properties:
AuthorizedAccountId: String
AuthorizedAwsRegion: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AuthorizedAccountId
データを集約する権限を持つアカウントの 12 桁のアカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: \d{12}
Update requires: Replacement
AuthorizedAwsRegion
集約されたデータを収集する権限を持つリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
Tags
タグオブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:config:us-east-1:123456789012:aggregation-authorization/987654321012/
us-west-2 などの AggregationAuthorization の ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡
すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
他のアカウントの承認
次の例では、AWS Config データを指定のリージョンに集計する別のアカウントを認証する
AggregationAuthorization を作成します。

JSON
"AggregationAuthorization": {
"Type": "AWS::Config::AggregationAuthorization",
"Properties": {
"AuthorizedAccountId": 123456789012,
"AuthorizedAwsRegion": "us-west-2"
}
}

YAML
AggregationAuthorization:
Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization"
Properties:
AuthorizedAccountId: 123456789012
AuthorizedAwsRegion: us-west-2

集計の承認
次の例では、AWS Config を有効にし、AWS Config ルール、アグリゲータ、および承認を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Enable Config",
"Metadata": {
"AWS::CloudFormation::Interface": {
"ParameterGroups": [
{
"Label": {
"default": "Configuration Recorder Configuration"
},
"Parameters": [
"GlobalResourceTypesRegion"
]
},
{
"Label": {
"default": "Configuration Aggregator Configuration"
},
"Parameters": [
"AggregatorAccount",
"AggregatorRegion",
"SourceAccounts",
"SourceRegions"
]
}
],
"ParameterLabels": {
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}

}

"GlobalResourceTypesRegion": {
"default": "Global resource types region"
},
"AggregatorAccount": {
"default": "Aggregator account"
},
"AggregatorRegion": {
"default": "Aggregator region"
},
"SourceAccounts": {
"default": "Source accounts"
},
"SourceRegions": {
"default": "Source regions"
}

},
"Parameters": {
"GlobalResourceTypesRegion": {
"Type": "String",
"Default": "us-east-1",
"Description": "AWS region used to record global resources types"
},
"AggregatorAccount": {
"Type": "String",
"Description": "Account ID of the aggregator"
},
"AggregatorRegion": {
"Type": "String",
"Default": "us-east-1",
"Description": "AWS region of the aggregator"
},
"SourceAccounts": {
"Type": "CommaDelimitedList",
"Description": "List of source accounts to aggregate"
},
"SourceRegions": {
"Type": "CommaDelimitedList",
"Description": "List of regions to aggregate"
}
},
"Conditions": {
"IncludeGlobalResourceTypes": {
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "GlobalResourceTypesRegion"
},
{
"Ref": "AWS::Region"
}
]
},
"CreateAggregator": {
"Fn::And": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "AggregatorAccount"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
}
]
},
{
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]

}

"Fn::Equals": [
{
"Ref": "AggregatorRegion"
},
{
"Ref": "AWS::Region"
}
]

},
"CreateAuthorization": {
"Fn::Not": [
{
"Fn::Equals": [
{
"Ref": "AggregatorAccount"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
}
]
}
]
}

},
"Resources": {
"ConfigBucket": {
"DeletionPolicy": "Retain",
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"ConfigBucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "ConfigBucket"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"config.amazonaws.com"
]
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": [
{
"Fn::Sub": "arn:aws:s3:::${ConfigBucket}"
}
]
},
{
"Sid": "AWSConfigBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"config.amazonaws.com"
]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": [
{
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"Fn::Sub": "arn:aws:s3:::${ConfigBucket}/AWSLogs/

${AWS::AccountId}/*"

}

}

]

}

]

}

},
"ConfigRecorderRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"config.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRole"
]
}
},
"ConfigRecorder": {
"Type": "AWS::Config::ConfigurationRecorder",
"DependsOn": [
"ConfigRecorderRole",
"ConfigBucketPolicy"
],
"Properties": {
"RoleARN": {
"Fn::GetAtt": [
"ConfigRecorderRole",
"Arn"
]
},
"RecordingGroup": {
"AllSupported": true,
"IncludeGlobalResourceTypes": {
"Fn::If": [
"IncludeGlobalResourceTypes",
true,
false
]
}
}
}
},
"DeliveryChannel": {
"Type": "AWS::Config::DeliveryChannel",
"DependsOn": [
"ConfigBucketPolicy"
],
"Properties": {
"Name": "default",
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"S3BucketName": {
"Ref": "ConfigBucket"
}

}

}

}
},
"S3BucketPublicReadRule": {
"Type": "AWS::Config::ConfigRule",
"DependsOn": [
"ConfigRecorder"
],
"Properties": {
"ConfigRuleName": "stackset-s3-bucket-public-read-prohibited",
"Description": "s3-bucket-public-read-prohibited from stackset",
"Scope": {
"ComplianceResourceTypes": [
"AWS::S3::Bucket"
]
},
"Source": {
"Owner": "AWS",
"SourceIdentifier": "S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED"
}
}
},
"ConfigAggregator": {
"Type": "AWS::Config::ConfigurationAggregator",
"Condition": "CreateAggregator",
"Properties": {
"Name": "name",
"AccountAggregationSources": [
{
"AccountIds": {
"Ref": "SourceAccounts"
},
"AwsRegions": {
"Ref": "SourceRegions"
}
}
]
}
},
"AggregationAuthorization": {
"Type": "AWS::Config::AggregationAuthorization",
"Condition": "CreateAuthorization",
"Properties": {
"AuthorizedAccountId": {
"Ref": "AggregatorAccount"
},
"AuthorizedAwsRegion": {
"Ref": "AggregatorRegion"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Enable Config
Metadata:
AWS::CloudFormation::Interface:
ParameterGroups:

API バージョン 2010-05-15
2019

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Config
- Label:
default: Configuration Recorder Configuration
Parameters:
- GlobalResourceTypesRegion
- Label:
default: Configuration Aggregator Configuration
Parameters:
- AggregatorAccount
- AggregatorRegion
- SourceAccounts
- SourceRegions
ParameterLabels:
GlobalResourceTypesRegion:
default: Global resource types region
AggregatorAccount:
default: Aggregator account
AggregatorRegion:
default: Aggregator region
SourceAccounts:
default: Source accounts
SourceRegions:
default: Source regions
Parameters:
GlobalResourceTypesRegion:
Type: String
Default: us-east-1
Description: AWS region used to record global resources types
AggregatorAccount:
Type: String
Description: Account ID of the aggregator
AggregatorRegion:
Type: String
Default: us-east-1
Description: AWS region of the aggregator
SourceAccounts:
Type: CommaDelimitedList
Description: List of source accounts to aggregate
SourceRegions:
Type: CommaDelimitedList
Description: List of regions to aggregate
Conditions:
IncludeGlobalResourceTypes: !Equals
- !Ref GlobalResourceTypesRegion
- !Ref AWS::Region
CreateAggregator: !And
- !Equals
- !Ref AggregatorAccount
- !Ref AWS::AccountId
- !Equals
- !Ref AggregatorRegion
- !Ref AWS::Region
CreateAuthorization: !Not
- !Equals
- !Ref AggregatorAccount
- !Ref AWS::AccountId
Resources:
ConfigBucket:
DeletionPolicy: Retain
Type: AWS::S3::Bucket
ConfigBucketPolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
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Properties:
Bucket: !Ref ConfigBucket
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: AWSConfigBucketPermissionsCheck
Effect: Allow
Principal:
Service:
- config.amazonaws.com
Action: s3:GetBucketAcl
Resource:
- !Sub "arn:aws:s3:::${ConfigBucket}"
- Sid: AWSConfigBucketDelivery
Effect: Allow
Principal:
Service:
- config.amazonaws.com
Action: s3:PutObject
Resource:
- !Sub "arn:aws:s3:::${ConfigBucket}/AWSLogs/${AWS::AccountId}/*"
ConfigRecorderRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- config.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: /
ManagedPolicyArns:
- arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRole
ConfigRecorder:
Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
DependsOn:
- ConfigRecorderRole
- ConfigBucketPolicy
Properties:
RoleARN: !GetAtt ConfigRecorderRole.Arn
RecordingGroup:
AllSupported: True
IncludeGlobalResourceTypes: !If
- IncludeGlobalResourceTypes
- True
- False
DeliveryChannel:
Type: AWS::Config::DeliveryChannel
DependsOn:
- ConfigBucketPolicy
Properties:
Name: default
S3BucketName: !Ref ConfigBucket
S3BucketPublicReadRule:
Type: AWS::Config::ConfigRule
DependsOn:
- ConfigRecorder
Properties:
ConfigRuleName: stackset-s3-bucket-public-read-prohibited
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Description: s3-bucket-public-read-prohibited from stackset
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
ConfigAggregator:
Type: AWS::Config::ConfigurationAggregator
Condition: CreateAggregator
Properties:
ConfigurationAggregatorName: name
AccountAggregationSources:
- AccountIds: !Ref SourceAccounts
AwsRegions: !Ref SourceRegions
AggregationAuthorization:
Type: AWS::Config::AggregationAuthorization
Condition: CreateAuthorization
Properties:
AuthorizedAccountId: !Ref AggregatorAccount
AuthorizedAwsRegion: !Ref AggregatorRegion

AWS::Config::ConfigRule
AWS リソースが目的の設定に準拠しているかどうかを評価する AWS Config ルールを指定します。
このアクションは、カスタム AWS Config ルールと AWS マネージド Config ルールに使用できます。カ
スタム AWS Config ルールは、ユーザーが開発し維持するルールです。AWS マネージド Config ルール
は、AWS Config が提供するカスタマイズ可能な事前定義されたルールです。
新しいカスタム AWS Config ルールを追加する場合は、まず、リソースを評価するためにルールが呼び出
す AWS Lambda 関数を作成する必要があります。PutConfigRule アクションを使用して AWS Config
にルールを追加するときは、AWS Lambda がその機能に割り当てる Amazon リソースネーム (ARN) を指
定する必要があります。SourceIdentifier キーの ARN を指定します。このキーは Source オブジェ
クトの一部で、ConfigRule オブジェクトの一部です。
AWS マネージド Config ルールを追加する場合は、SourceIdentifier キーにルールの識別子を指定し
てください。AWS マネージド Config ルールの識別子を参照するには、About AWS Managed Config Rules
を参照してください。
新しいルールを追加する場合は、ConfigRule オブジェクトに ConfigRuleName を指定しま
す。ConfigRuleArn または ConfigRuleId を指定しないでください。これらの値は、新しいルールの
ために AWS Config によって生成されます。
以前に追加したルールを更新している場合は、このリクエストで使用する ConfigRule データ型に
ConfigRuleName、ConfigRuleId、または ConfigRuleArn でルールを指定できます。
AWS Config がサポートするルールの最大数は 150 です。
ルール制限の引き上げリクエストについては、AWS 全般のリファレンスのガイドの AWS Config Limits を
参照してください。
AWS Config ルールの開発と使用の詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Evaluating AWS
Resource Configurations with AWS Config を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::ConfigRule",
"Properties" : {
"ConfigRuleName" : String,
"Description" : String,
"InputParameters" : Json,
"MaximumExecutionFrequency" : String,
"Scope" : Scope (p. 2031),
"Source" : Source (p. 2033)
}

YAML
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: String
Description: String
InputParameters: Json
MaximumExecutionFrequency: String
Scope:
Scope (p. 2031)
Source:
Source (p. 2033)

プロパティ
ConfigRuleName
AWS Config ルールの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成
し、その ID をルール名として使用します。詳細については、Name タイプを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Description
AWS Config ルール用に入力した説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
InputParameters
AWS Config ルールの Lambda 関数に渡される JSON 形式の文字列。
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必須: いいえ
タイプ: Json
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
MaximumExecutionFrequency
AWS Config がルールの評価を実行する最大頻度。次の場合に MaximumExecutionFrequency に値
を指定できます。
• 定期的に発生する AWS マネージドルールを使用しています。
• カスタムルールは、AWS Config が設定スナップショットを配信したときにトリガーされます。詳
細については、「ConfigSnapshotDeliveryProperties」を参照してください。

Note
デフォルトでは、定期的トリガーを持つルールは 24 時間ごとに評価されます。頻度を変更す
るには、MaximumExecutionFrequency パラメータに有効な値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: One_Hour | Six_Hours | Three_Hours | Twelve_Hours |
TwentyFour_Hours
Update requires: No interruption
Scope
どのリソースがルールの評価をトリガーできるかを定義します。範囲には、1 つ以上のリソースタイ
プ、1 つのリソースタイプと 1 つのリソース ID の組み合わせ、またはタグキーと値の組み合わせを含
めることができます。ルールの評価をトリガーできるリソースを制限するための範囲を指定します。
範囲を指定しないと、レコーディンググループ内のリソースが変更されたときに評価がトリガーされ
ます。

Note
スコープは空でもかまいません。
必須: いいえ
タイプ: スコープ (p. 2031)
Update requires: No interruption
Source
ルール所有者 (AWS またはお客様)、ルール ID、および関数に AWS リソースを評価させる通知を提供
します。
必須: はい
タイプ: ソース (p. 2033)
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2024

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Config

戻り値
参照番号
mystack-MyConfigRule-12ABCFPXHV4OV などの ルール名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
AWS Config ルールの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:config:useast-1:123456789012:config-rule/config-rule-a1bzhi など)。
Compliance.Type
AWS Config ルールの準拠ステータス (COMPLIANT や NON_COMPLIANT など)。
ConfigRuleId
AWS Config ルールの ID (config-rule-a1bzhi など)。

例
Config ルール
次の例では、EC2 ボリュームリソースタイプに CostCenter タグがあるかどうかを確認する、AWS マネー
ジドルールを使用します。

JSON
"ConfigRuleForVolumeTags": {
"Type": "AWS::Config::ConfigRule",
"Properties": {
"InputParameters": {"tag1Key": "CostCenter"},
"Scope": {
"ComplianceResourceTypes": ["AWS::EC2::Volume"]
},
"Source": {
"Owner": "AWS",
"SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
}
}
}

YAML
ConfigRuleForVolumeTags:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
InputParameters:
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tag1Key: CostCenter
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- "AWS::EC2::Volume"
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: "REQUIRED_TAGS"

Lambda 関数を使用してルールを作成する
次の例では、Lambda 関数を使用するカスタム設定ルールを作成します。この関数は、EC2 ボリュー
ムの AutoEnableIO プロパティセットが true に設定されているかどうかを確認します。設定ルールに
は、Lambda ポリシーへの依存関係があるため、ルールは許可された後にのみ関数を呼び出すという点に
注意してください。
Lambda を使用してルールを作成したら、特定のルール ARN のみが Lambda 関数を呼び出すように制限
する、SourceArn ベースの許可を持つ Lambda 関数を使用してルールを更新するの例に基づいて許可を更
新することをお勧めします。これにより、AWS Lambda が想定されるユーザーとシナリオのためにのみ、
リソースにアクセスできるようにするのに役立ちます。

JSON
"ConfigPermissionToCallLambda": {
"Type": "AWS::Lambda::Permission",
"Properties": {
"FunctionName": {"Fn::GetAtt": ["VolumeAutoEnableIOComplianceCheck", "Arn"]},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Principal": "config.amazonaws.com",
"SourceAccount": {"Ref": "AWS::AccountId" }
}
},
"VolumeAutoEnableIOComplianceCheck": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Code": {
"ZipFile": {"Fn::Join": ["\n", [
"var aws = require('aws-sdk');",
"var config = new aws.ConfigService();",
"var ec2 = new aws.EC2();",
"exports.handler = function(event, context) {",
"
compliance = evaluateCompliance(event, function(compliance, event) {",
"
var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;",
"
var putEvaluationsRequest = {",
"
Evaluations: [{",
"
ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,",
"
ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,",
"
ComplianceType: compliance,",
"
OrderingTimestamp:
configurationItem.configurationItemCaptureTime",
"
}],",
"
ResultToken: event.resultToken",
"
};",
"
config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) {",
"
if (err) context.fail(err);",
"
else context.succeed(data);",
"
});",
"
});",
"};",
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"function evaluateCompliance(event, doReturn) {",
"
var configurationItem = JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;",
"
var status = configurationItem.configurationItemStatus;",
"
if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Volume' ||
event.eventLeftScope || (status !== 'OK' && status !== 'ResourceDiscovered'))",
"
doReturn('NOT_APPLICABLE', event);",
"
else ec2.describeVolumeAttribute({VolumeId: configurationItem.resourceId,
Attribute: 'autoEnableIO'}, function(err, data) {",
"
if (err) context.fail(err);",
"
else if (data.AutoEnableIO.Value) doReturn('COMPLIANT', event);",
"
else doReturn('NON_COMPLIANT', event);",
"
});",
"}"
]]}
},
"Handler": "index.handler",
"Runtime": "nodejs12.x",
"Timeout": "30",
"Role": {"Fn::GetAtt": ["LambdaExecutionRole", "Arn"]}
}
},
"ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO": {
"Type": "AWS::Config::ConfigRule",
"Properties": {
"ConfigRuleName": "ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO",
"Scope": {
"ComplianceResourceId": {"Ref": "Ec2Volume"},
"ComplianceResourceTypes": ["AWS::EC2::Volume"]
},
"Source": {
"Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
"SourceDetails": [{
"EventSource": "aws.config",
"MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
}],
"SourceIdentifier": {"Fn::GetAtt": ["VolumeAutoEnableIOComplianceCheck", "Arn"]}
}
},
"DependsOn": "ConfigPermissionToCallLambda"
}

YAML
ConfigPermissionToCallLambda:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName:
Fn::GetAtt:
- VolumeAutoEnableIOComplianceCheck
- Arn
Action: "lambda:InvokeFunction"
Principal: "config.amazonaws.com"
SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId'
VolumeAutoEnableIOComplianceCheck:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
ZipFile:
!Sub |
var aws = require('aws-sdk');
var config = new aws.ConfigService();
var ec2 = new aws.EC2();
exports.handler = function(event, context) {
compliance = evaluateCompliance(event, function(compliance, event) {
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var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;
var putEvaluationsRequest = {
Evaluations: [{
ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,
ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,
ComplianceType: compliance,
OrderingTimestamp:
configurationItem.configurationItemCaptureTime
}],
ResultToken: event.resultToken
};
config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) {
if (err) context.fail(err);
else context.succeed(data);
});
});
};
function evaluateCompliance(event, doReturn) {
var configurationItem = JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;
var status = configurationItem.configurationItemStatus;
if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Volume' ||
event.eventLeftScope || (status !== 'OK' && status !== 'ResourceDiscovered'))
doReturn('NOT_APPLICABLE', event);
else ec2.describeVolumeAttribute({VolumeId: configurationItem.resourceId,
Attribute: 'autoEnableIO'}, function(err, data) {
if (err) context.fail(err);
else if (data.AutoEnableIO.Value) doReturn('COMPLIANT', event);
else doReturn('NON_COMPLIANT', event);
});
}
Handler: "index.handler"
Runtime: nodejs12.x
Timeout: 30
Role:
Fn::GetAtt:
- LambdaExecutionRole
- Arn
ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO
Scope:
ComplianceResourceId:
Ref: Ec2Volume
ComplianceResourceTypes:
- "AWS::EC2::Volume"
Source:
Owner: "CUSTOM_LAMBDA"
SourceDetails:
EventSource: "aws.config"
MessageType: "ConfigurationItemChangeNotification"
SourceIdentifier:
Fn::GetAtt:
- VolumeAutoEnableIOComplianceCheck
- Arn
DependsOn: ConfigPermissionToCallLambda

SourceArn ベースの許可を持つ Lambda 関数を使用してルールを更新する
AWS Config ルールが作成されると、Lambda 関数を呼び出している AWS Config ルールの ARN である
sourceARN が存在するようになります。次の例には、特定のルール ARN のみが Lambda 関数を呼び出す
ように制限する sourceARN ベースの許可が含まれています。ルールを作成した後で、AWS Lambda が想
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定されるユーザーとシナリオのためにのみ、リソースにアクセスできるようにするのに役立てるために、
これらをより制限的な許可で更新することをお勧めします。

JSON
"ConfigPermissionToCallLambda": {
"Type": "AWS::Lambda::Permission",
"Properties": {
"FunctionName": {"Fn::GetAtt": ["VolumeAutoEnableIOComplianceCheck", "Arn"]},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Principal": "config.amazonaws.com",
"SourceAccount": {"Ref": "AWS::AccountId" },
"SourceArn": {"Fn::GetAtt": [ "ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO", "Arn" ] }
}
},
"VolumeAutoEnableIOComplianceCheck": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Code": {
"ZipFile": {"Fn::Join": ["\n", [
"var aws = require('aws-sdk');",
"var config = new aws.ConfigService();",
"var ec2 = new aws.EC2();",
"exports.handler = function(event, context) {",
"
compliance = evaluateCompliance(event, function(compliance, event) {",
"
var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;",
"
var putEvaluationsRequest = {",
"
Evaluations: [{",
"
ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,",
"
ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,",
"
ComplianceType: compliance,",
"
OrderingTimestamp:
configurationItem.configurationItemCaptureTime",
"
}],",
"
ResultToken: event.resultToken",
"
};",
{",

"

config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data)

"
if (err) context.fail(err);",
"
else context.succeed(data);",
"
});",
"
});",
"};",

"function evaluateCompliance(event, doReturn) {",
"
var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;",
"
var status = configurationItem.configurationItemStatus;",
"
if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Volume' ||
event.eventLeftScope || (status !== 'OK' && status !== 'ResourceDiscovered'))",
"
doReturn('NOT_APPLICABLE', event);",
"
else ec2.describeVolumeAttribute({VolumeId:
configurationItem.resourceId, Attribute: 'autoEnableIO'}, function(err, data) {",
"
if (err) context.fail(err);",
"
else if (data.AutoEnableIO.Value) doReturn('COMPLIANT', event);",
"
else doReturn('NON_COMPLIANT', event);",
"
});",
"}"
]]}
},
"Handler": "index.handler",
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"Runtime": "nodejs12.x",
"Timeout": "30",
"Role": {"Fn::GetAtt": ["LambdaExecutionRole", "Arn"]}

}
},
"ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO": {
"Type": "AWS::Config::ConfigRule",
"Properties": {
"ConfigRuleName": "ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO",
"Scope": {
"ComplianceResourceId": {"Ref": "Ec2Volume"},
"ComplianceResourceTypes": ["AWS::EC2::Volume"]
},
"Source": {
"Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
"SourceDetails": [{
"EventSource": "aws.config",
"MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
}],
"SourceIdentifier": {"Fn::GetAtt": ["VolumeAutoEnableIOComplianceCheck",
"Arn"]}
}
},
"DependsOn": "ConfigPermissionToCallLambda"
}

YAML
ConfigPermissionToCallLambda:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName:
Fn::GetAtt:
- VolumeAutoEnableIOComplianceCheck
- Arn
Action: "lambda:InvokeFunction"
Principal: "config.amazonaws.com"
SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId'
SourceArn:
Fn::GetAtt:
- VolumeAutoEnableIOComplianceCheck
- Arn
VolumeAutoEnableIOComplianceCheck:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
ZipFile:
!Sub |
var aws = require('aws-sdk');
var config = new aws.ConfigService();
var ec2 = new aws.EC2();
exports.handler = function(event, context) {
compliance = evaluateCompliance(event, function(compliance, event) {
var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;
var putEvaluationsRequest = {
Evaluations: [{
ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,
ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,
ComplianceType: compliance,
OrderingTimestamp:
configurationItem.configurationItemCaptureTime
}],
ResultToken: event.resultToken
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};
config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) {
if (err) context.fail(err);
else context.succeed(data);
});

});
};
function evaluateCompliance(event, doReturn) {
var configurationItem =
JSON.parse(event.invokingEvent).configurationItem;
var status = configurationItem.configurationItemStatus;
if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Volume' ||
event.eventLeftScope || (status !== 'OK' && status !== 'ResourceDiscovered'))
doReturn('NOT_APPLICABLE', event);
else ec2.describeVolumeAttribute({VolumeId: configurationItem.resourceId,
Attribute: 'autoEnableIO'}, function(err, data) {
if (err) context.fail(err);
else if (data.AutoEnableIO.Value) doReturn('COMPLIANT', event);
else doReturn('NON_COMPLIANT', event);
});
}
Handler: "index.handler"
Runtime: nodejs12.x
Timeout: 30
Role:
Fn::GetAtt:
- LambdaExecutionRole
- Arn
ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: ConfigRuleForVolumeAutoEnableIO
Scope:
ComplianceResourceId:
Ref: Ec2Volume
ComplianceResourceTypes:
- "AWS::EC2::Volume"
Source:
Owner: "CUSTOM_LAMBDA"
SourceDetails:
EventSource: "aws.config"
MessageType: "ConfigurationItemChangeNotification"
SourceIdentifier:
Fn::GetAtt:
- VolumeAutoEnableIOComplianceCheck
- Arn
DependsOn: ConfigPermissionToCallLambda

AWS::Config::ConfigRule Scope
AWS Config ルールの評価をトリガーするリソースを定義します。範囲には、1 つ以上のリソースタイプ、
タグキーと値の組み合わせ、または 1 つのリソースタイプと 1 つのリソース ID の組み合わせを含めるこ
とができます。ルールの評価をトリガーするリソースを制限するための範囲を指定します。それ以外の
場合は、レコーディンググループ内のいずれかのリソースの設定が変更されたときにルールの評価がトリ
ガーされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ComplianceResourceId" : String,
"ComplianceResourceTypes" : [ String, ... ],
"TagKey" : String,
"TagValue" : String

YAML
ComplianceResourceId: String
ComplianceResourceTypes:
- String
TagKey: String
TagValue: String

プロパティ
ComplianceResourceId
ルールの評価をトリガーする唯一の AWS リソースの ID。リソース ID を指定した場合
は、ComplianceResourceTypes にリソースタイプを 1 つ指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 768
Update requires: No interruption
ComplianceResourceTypes
ルールの評価をトリガーする AWS リソースのみのリソースタイプ。ComplianceResourceId にリ
ソース ID も指定した場合は、1 つのタイプしか指定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
TagKey
ルールの評価をトリガーする AWS リソースにのみ適用されるタグキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
TagValue
ルールの評価をトリガーする AWS リソースにのみ適用されるタグ値。TagValue に値を指定する場
合、TagKey の値も指定する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConfigRule Source
AWS Config ルールの所有者 (AWS またはお客様)、ルール識別子、および AWS リソースの評価をトリ
ガーするイベントを提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Owner" : String,
"SourceDetails" : [ SourceDetail (p. 2034), ... ],
"SourceIdentifier" : String

YAML
Owner: String
SourceDetails:
- SourceDetail (p. 2034)
SourceIdentifier: String

プロパティ
Owner
AWS Config ルールを所有および管理しているのが AWS またはお客様のいずれであるかを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AWS | CUSTOM_LAMBDA
Update requires: No interruption
SourceDetails
AWS Config による AWS リソースの評価を引き起こすイベントのソースとタイプを提供します。
必須: いいえ
タイプ: SourceDetail (p. 2034) のリスト
最大: 25
Update requires: No interruption
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SourceIdentifier
AWS Config マネージドルールの場合は、リスト内の事前定義された識別子。たとえ
ば、IAM_PASSWORD_POLICY はマネージドルールです。マネージドルールを参照するには、AWS
Config マネージドルールの使用を参照してください。
カスタムルールの場合、識別子は、ルールの AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:custom_rule_name など) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConfigRule SourceDetail
AWS Config をトリガーし、AWS リソースをルールに対して評価する、ソースとメッセージタイプを提供
します。また、トリガータイプが定期的である場合に AWS Config で実行するルールの評価の頻度も提供
します。SourceDetail のパラメータ値は、カスタムルールの場合のみ指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EventSource" : String,
"MaximumExecutionFrequency" : String,
"MessageType" : String

YAML
EventSource: String
MaximumExecutionFrequency: String
MessageType: String

プロパティ
EventSource
AWS リソースを評価するために AWS Config をトリガーするイベントのソース (AWS のサービスな
ど)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: aws.config
Update requires: No interruption
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MaximumExecutionFrequency
定期的トリガーを使用して AWS Config でカスタムルールに対する評価を実行する
頻度。MaximumExecutionFrequency の値を指定した場合、MessageType は
ScheduledNotification の値を使用する必要があります。

Note
デフォルトでは、定期的トリガーを持つルールは 24 時間ごとに評価されます。頻度を変更す
るには、MaximumExecutionFrequency パラメータに有効な値を指定します。
選択した有効値に基づいて、AWS Config は有効値ごとに 1 回評価を実行します。例え
ば、Three_Hours を選択した場合、AWS Config は 3 時間ごとに評価を実行します。この場
合、Three_Hours がこのルールの頻度です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: One_Hour | Six_Hours | Three_Hours | Twelve_Hours |
TwentyFour_Hours
Update requires: No interruption
MessageType
AWS Config によるルールの評価をトリガーする通知のタイプ。以下の通知タイプを指定できます。
• ConfigurationItemChangeNotification - AWS Config がリソース変更の結果として設定項目
を配信するときに評価をトリガーします。
• OversizedConfigurationItemChangeNotification - AWS Config がサイズを超過した設
定項目を配信したときに評価をトリガーします。AWS Config は、リソースが変更され、通知が
Amazon SNS で許可される最大サイズを超えた場合に、この通知タイプを生成します。
• ScheduledNotification - MaximumExecutionFrequency に指定された頻度で定期的な評価
をトリガーします。
• ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted - AWS Config が設定スナップショットを配信す
るときに定期的な評価をトリガーします。
設定変更によってカスタムルールをトリガーする場合
は、ConfigurationItemChangeNotification 用と
OversizedConfigurationItemChangeNotification 用の 2 つの SourceDetail オブジェクトを
指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ConfigurationItemChangeNotification
| ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted |
OversizedConfigurationItemChangeNotification | ScheduledNotification
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConfigurationAggregator
ソースアカウント、リージョン、およびアグリゲータのメタデータに関する情報を含む、設定アグリゲー
タに関する詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::ConfigurationAggregator",
"Properties" : {
"AccountAggregationSources" : [ AccountAggregationSource (p. 2038), ... ],
"ConfigurationAggregatorName" : String,
"OrganizationAggregationSource" : OrganizationAggregationSource (p. 2039),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Config::ConfigurationAggregator
Properties:
AccountAggregationSources:
- AccountAggregationSource (p. 2038)
ConfigurationAggregatorName: String
OrganizationAggregationSource:
OrganizationAggregationSource (p. 2039)
Tags:
- Tag

プロパティ
AccountAggregationSources
集約するソースアカウントとリージョンのリストを提供します。
必須: いいえ
タイプ: List of AccountAggregationSource (p. 2038)
最大: 1
Update requires: No interruption
ConfigurationAggregatorName
アグリゲータの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\w\-]+
Update requires: Replacement
OrganizationAggregationSource
組織と集約するリージョンのリストを提供します。
必須: いいえ
タイプ: OrganizationAggregationSource (p. 2039)
Update requires: No interruption
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Tags
タグオブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
myConfigurationAggregator などの ConfigurationAggregatorName このリソースの論理 ID を組み込
みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
ConfigurationAggregatorArn
Property description not available.

例
複数のアカウントと複数のリージョンを含む設定アグリゲータ
次の例では、ConfigurationAggregator を作成します。

JSON
"ConfigurationAggregator": {
"Type": "AWS::Config::ConfigurationAggregator",
"Properties": {
"AccountAggregationSources": [
{
"AccountIds": [
"123456789012",
"987654321012"
],
"AwsRegions": [
"us-west-2",
"us-east-1"
],
"AllAwsRegions": false
}
],
"ConfigurationAggregatorName": "MyConfigurationAggregator"
}
}

YAML
ConfigurationAggregator:
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Type: 'AWS::Config::ConfigurationAggregator'
Properties:
AccountAggregationSources:
- AccountIds:
- '123456789012'
- '987654321012'
AwsRegions:
- us-west-2
- us-east-1
AllAwsRegions: false
ConfigurationAggregatorName: MyConfigurationAggregator

組織の設定アグリゲータ
次の例では、組織の ConfigurationAggregator を作成します。

JSON
"ConfigurationAggregator": {
"Type": "AWS::Config::ConfigurationAggregator",
"Properties": {
"OrganizationAggregationSource": {
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678912:role/aws-service-role/
organizations.amazonaws.com/AWSServiceRoleForOrganizations",
"AwsRegions": [
"us-west-2",
"us-east-1"
],
"AllAwsRegions": false
}
"ConfigurationAggregatorName": "MyConfigurationAggregator"
}
}

YAML
ConfigurationAggregator:
Type: 'AWS::Config::ConfigurationAggregator'
Properties:
OrganizationAggregationSource:
RoleArn: >arn:aws:iam::012345678912:role/aws-service-role/organizations.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForOrganizations
AwsRegions:
- us-west-2
- us-east-1
AllAwsRegions: false
ConfigurationAggregatorName: MyConfigurationAggregator

AWS::Config::ConfigurationAggregator AccountAggregationSource
アカウントやリージョンのコレクション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"AccountIds" : [ String, ... ],
"AllAwsRegions" : Boolean,
"AwsRegions" : [ String, ... ]

YAML
AccountIds:
- String
AllAwsRegions: Boolean
AwsRegions:
- String

プロパティ
AccountIds
集約されるアカウントの 12 桁のアカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AllAwsRegions
true の場合は、既存の AWS Config リージョンおよび今後追加されるリージョンを集約します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AwsRegions
集約されているソースリージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConfigurationAggregator OrganizationAggregationSource
このオブジェクトには、アグリゲータを設定するためのリージョンと、組織の詳細を取得するための IAM
ロールが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AllAwsRegions" : Boolean,
"AwsRegions" : [ String, ... ],
"RoleArn" : String
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}

YAML
AllAwsRegions: Boolean
AwsRegions:
- String
RoleArn: String

プロパティ
AllAwsRegions
true の場合は、既存の AWS Config リージョンおよび今後追加されるリージョンを集約します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AwsRegions
集約されているソースリージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
アグリゲータアカウントに関連付けられた AWS Organizations の詳細を取得するために使用される
IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConfigurationRecorder
AWS::Config::ConfigurationRecorder リソースは、AWS Config がリソースの設定変更を記録する AWS リ
ソースタイプを記述します。設定レコーダーは、サポートされるリソースの設定を設定項目としてアカウ
ントに保存します。

Note
AWS Config を有効にするには、設定レコーダーと配信チャネルを作成する必要がありま
す。AWS Config は配信チャネルを使用して、Amazon S3 バケットまたは Amazon SNS トピッ
クに設定変更を配信します。詳細については、「AWS::Config::DeliveryChannel」を参照してくだ
さい。
AWS CloudFormation は、配信チャネルが利用可能になるとすぐにレコーダーを起動します。
レコーダーを停止して削除するには、スタックから設定レコーダーを削除します。レコーダーを削除せず
に停止するには、AWS Config API の StopConfigurationRecorder アクションを直接呼び出します。
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詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Configuration Recorder を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::ConfigurationRecorder",
"Properties" : {
"Name" : String,
"RecordingGroup" : RecordingGroup (p. 2042),
"RoleARN" : String
}

YAML
Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
Properties:
Name: String
RecordingGroup:
RecordingGroup (p. 2042)
RoleARN: String

プロパティ
Name
設定レコーダーの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation CloudFormation は一意の物理
ID を生成し、その ID を設定レコーダー名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を
参照してください。

Note
設定レコーダーを作成すると、その名前を変更することはできません。AWS CloudFormation
により生成された名前を使用しない場合、このプロパティの値を指定します。
アップデートはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
RecordingGroup
サポートされるすべてのリソースまたはリソースタイプのリストの設定を記録するかどうかを示しま
す。リストするリソースタイプは、AWS Config によりサポートされている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: RecordingGroup (p. 2042)
Update requires: No interruption
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RoleARN
IAM (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。指定した配信チャネルに読み取りまたは書き込
みリクエストを行い、サポートされている AWS リソースの設定の詳細を取得するために使用されま
す。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Permissions for the IAM Role Assigned to
AWS Config を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
デフォルトなどの設定レコーダー名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
設定レコーダー
次の例では、EC2 ボリュームの設定レコーダーを作成します。

JSON
"ConfigRecorder": {
"Type": "AWS::Config::ConfigurationRecorder",
"Properties": {
"Name": "default",
"RecordingGroup": {
"ResourceTypes": ["AWS::EC2::Volume"]
},
"RoleARN": {"Fn::GetAtt": ["ConfigRole", "Arn"]}
}
}

YAML
ConfigRecorder:
Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
Properties:
Name: default
RecordingGroup:
ResourceTypes:
- "AWS::EC2::Volume"
RoleARN:
Fn::GetAtt:
- ConfigRole
- Arn

AWS::Config::ConfigurationRecorder RecordingGroup
AWS Config が設定変更を記録する AWS リソースのタイプを指定します。
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記録グループ内で、すべてのサポートされているタイプのリソースを記録するか、特定のタイプのリソー
スを記録するかを指定します。
デフォルトでは、AWS Config が実行されているリージョンで検出したすべてのサポートされているタイ
プのリージョナルリソースの設定変更が AWS Config で記録されます。リージョナルリソースは特定の
リージョンに結び付けられており、そのリージョンでのみ使用できます。リージョナルリソースの例は
EC2 インスタンスと EBS ボリュームです。
サポートされているタイプのグローバルリソース (IAM リソースなど) の AWS Config 記録設定の変更を含
めることもできます。グローバルリソースは、個別のリージョンに結び付けられていないため、すべての
リージョンで使用できます。

Important
グローバルリソースの設定詳細はすべてのリージョンで共通です。グローバルリソースを記録す
るように複数のリージョンで AWS Config をカスタマイズすると、グローバルリソースが変更さ
れるたびに、複数の設定項目 (リージョンごとに 1 つの設定項目) が作成されます。これらの設定
項目の内容は同じです。設定項目の重複を防ぐには、複数のリージョンで設定項目を利用する場
合を除いて、1 つのリージョンでのみグローバルリソースを記録するように AWS Config をカス
タマイズする必要があります。
AWS Config ですべてのリソースを記録しないようにするには、resourceTypes パラメータを使用し
て、記録するリソースのタイプを指定します。
サポートされるリソースタイプのリストについては、サポートされているリソースタイプを参照してくだ
さい。
詳細については、Selecting Which Resources AWS Config Records を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllSupported" : Boolean,
"IncludeGlobalResourceTypes" : Boolean,
"ResourceTypes" : [ String, ... ]

YAML
AllSupported: Boolean
IncludeGlobalResourceTypes: Boolean
ResourceTypes:
- String

プロパティ
AllSupported
AWS Config がサポートされているすべてのタイプのリージョナルリソースの設定変更を記録するか
どうかを指定します。
このオプションを true に設定した場合、AWS Config が新しいタイプのリージョナルリソースのサ
ポートを追加すると、そのタイプのリソースの記録が自動的に開始されます。
このオプションを true に設定した場合、resourceTypes のリストを列挙することはできません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeGlobalResourceTypes
AWS Config に、サポートされているすべてのタイプのグローバルリソース (IAM リソースなど) を、
記録するリソースとともに含めるかどうかを指定します。
このオプションを true に設定する前に、AllSupported オプションを true に設定する必要があり
ます。
このオプションを true に設定した場合、AWS Config が新しいタイプのグローバルリソースのサ
ポートを追加すると、そのタイプのリソースの記録が自動的に開始されます。
グローバルリソースの設定詳細はすべてのリージョンで共通です。設定項目の重複を防ぐために、1
つのリージョンのみで AWS Config をカスタマイズしてグローバルリソースを記録することを考慮し
てください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourceTypes
AWS Config が設定変更を記録する AWS リソースのタイプを指定するカンマ区切りのリスト
(AWS::EC2::Instance、AWS::CloudTrail::Trail など)。
すべての設定変更を記録するには、AllSupported オプションを false に設定する必要がありま
す。
このオプションを true に設定した場合は、AWS Config が新しいタイプのリソースのサポートを追
加したときに、そのタイプのリソースを手動で記録グループに追加しない限り、そのタイプのリソー
スは記録されません。
有効な resourceTypes 値のリストについては、サポートされている AWS リソースタイプの
resourceType の値の列を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Config::ConformancePack
コンフォーマンスパックとは、アカウントとリージョンに簡単にデプロイできる AWS Config ルールと修
復アクションの集まりです。ConformancePack は、アカウントにサービスリンクされたロールを作成しま
す。サービスにリンクされたロールは、ロールがアカウントに存在しない場合にのみ作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Config::ConformancePack",
"Properties" : {
"ConformancePackInputParameters" : [ ConformancePackInputParameter (p. 2047), ... ],
"ConformancePackName" : String,
"DeliveryS3Bucket" : String,
"DeliveryS3KeyPrefix" : String,
"TemplateBody" : String,
"TemplateS3Uri" : String
}

YAML
Type: AWS::Config::ConformancePack
Properties:
ConformancePackInputParameters:
- ConformancePackInputParameter (p. 2047)
ConformancePackName: String
DeliveryS3Bucket: String
DeliveryS3KeyPrefix: String
TemplateBody: String
TemplateS3Uri: String

プロパティ
ConformancePackInputParameters
ConformancePackInputParameter オブジェクトのリスト。
必須: いいえ
タイプ: ConformancePackInputParameter (p. 2047) のリスト
Update requires: No interruption
ConformancePackName
作成するコンフォーマンスパックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeliveryS3Bucket
AWS Config によるコンフォーマンスパックテンプレートの保存先の Amazon S3 バケット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeliveryS3KeyPrefix
Amazon S3 バケットのプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2045

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Config

TemplateBody
完全なコンフォーマンスパックテンプレートの本文を含む文字列。最少長が 1 バイトで最大長が
51,200 バイトのテンプレート本文がある構造。

Note
YAML テンプレートは、1 つのリソースタイプ (config ルールと修復アクション) でのみ使用
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateS3Uri
テンプレート本文を含むファイルの場所 (s3://bucketname/prefix)。URI は、Amazon S3 バケットにあ
るコンフォーマンステンプレート (最大サイズ: 300 KB) を指している必要があります。

Note
Amazon S3 バケットを読み取るには、アクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: コンフォーマンスパックの
名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
コンフォーマンスパック
次の例では、コンフォーマンスパックを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"ConformancePack": {
"Type": "AWS::Config::ConformancePack",
"Properties": {
"ConformancePackName": "ConformancePackName",
"DeliveryS3Bucket": "DeliveryS3Bucket",
"TemplateS3Uri": "s3://bucketname/prefix"
}
}
}
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YAML
--AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
CloudFormationCanaryPack:
Type: AWS::Config::ConformancePack
Properties:
ConformancePackName: ConformancePackName
DeliveryS3Bucket: DeliveryS3Bucket
TemplateS3Uri: s3://bucketname/prefix

AWS::Config::ConformancePack ConformancePackInputParameter
コンフォーマンスパックのキーと値のペア形式の入力パラメータ。どちらもユーザーが定義します。キー
の最大文字数は 255 文字で、値の最大文字数は 4096 文字です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ParameterName" : String,
"ParameterValue" : String

YAML
ParameterName: String
ParameterValue: String

プロパティ
ParameterName
キーと値のペアの一部。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 255
Update requires: No interruption
ParameterValue
キーと値のペアの別の部分。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 4096
Update requires: No interruption

AWS::Config::DeliveryChannel
Amazon S3 バケットおよび Amazon SNS トピックに設定情報を配信する配信チャネルオブジェクトを指
定します。
配信チャネルを作成する前に、設定レコーダーを作成する必要があります。このアクションを使用して、
既存の配信チャネルの Amazon S3 バケットまたは Amazon SNS トピックを変更できます。Amazon S3
バケットまたは Amazon SNS トピックを変更するには、このアクションを呼び出して、S3 バケットおよ
び SNS トピックの変更値を指定します。S3 バケットトピックまたは SNS トピックのいずれかに別の値
を指定した場合、このアクションによって、変更されていないパラメータの既存の値が維持されます。
配信チャネルは、各リージョンの AWS アカウントごとに 1 つに制限されており、AWS Config を使用す
るには配信チャネルが必要です。

Note
AWS Config では、オブジェクトロックが有効になっている Amazon S3 バケットへの配信チャネ
ルをサポートしていません。詳細については、How S3 Object Lock works を参照してください。
配信チャネルを作成する場合は、以下を指定することができます。AWS Config が Amazon S3 バケット
に設定成スナップショットを配信する頻度 (24 時間など)、AWS Config が設定スナップショットと設定
履歴ファイルを送信する S3 バケット、および AWS Config が更新されたリソース、AWS Config ルール
の評価、AWS Config が設定スナップショットを S3 バケットに配信するときなど、設定の変更に関する
通知を送信する Amazon SNS トピック。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Deliver
Configuration Items を参照してください。

Note
AWS Config を有効にするには、設定レコーダーと配信チャネルを作成する必要があります。個
別にリソースを作成する場合は、配信チャネルを作成する前に設定レコーダーを作成する必要が
あります。AWS Config は設定レコーダーを使用してリソースへの設定の変更をキャプチャしま
す。詳細については、「AWS::Config::ConfigurationRecorder」を参照してください。
詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Managing the Delivery Channel を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::DeliveryChannel",
"Properties" : {
"ConfigSnapshotDeliveryProperties" : ConfigSnapshotDeliveryProperties (p. 2051),
"Name" : String,
"S3BucketName" : String,
"S3KeyPrefix" : String,
"S3KmsKeyArn" : String,
"SnsTopicARN" : String
}
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YAML
Type: AWS::Config::DeliveryChannel
Properties:
ConfigSnapshotDeliveryProperties:
ConfigSnapshotDeliveryProperties (p. 2051)
Name: String
S3BucketName: String
S3KeyPrefix: String
S3KmsKeyArn: String
SnsTopicARN: String

プロパティ
ConfigSnapshotDeliveryProperties
AWS Config が Amazon S3 バケットに設定スナップショットを配信する頻度のオプション。
必須: いいえ
タイプ: ConfigSnapshotDeliveryProperties (p. 2051)
Update requires: No interruption
Name
配信チャネルの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その
ID を配信チャネル名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
アップデートはサポートされていません。名前を変更するには、2 つの別個の更新を実行する必要が
あります。1 回目の更新でこのリソースを削除し、2 回目の更新で新しい名前を使用して再作成しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
S3BucketName
AWS Config が設定スナップショットおよび設定履歴ファイルを配信する先の Amazon S3 バケットの
名前。
別の AWS アカウント に属するバケットを指定する場合、そのバケットには AWS Config に許可を付
与するポリシーが必要です。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Permissions for the
Amazon S3 Bucket を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3KeyPrefix
指定した Amazon S3 バケットのプレフィックス。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3KmsKeyArn
AWS Config によって配信されるオブジェクトの暗号化に使用される AWS Key Management Service
(AWS KMS) AWS KMS key (KMS キー) の Amazon リソースネーム (ARN)。出力先の S3 バケットと
同じリージョンに属している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnsTopicARN
AWS Config から設定変更に関する通知を送信する先の Amazon SNS トピックの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
別のアカウントのトピックを選択する場合、そのトピックには AWS Config に許可を付与するポリ
シーが必要です。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの Permissions for the Amazon
SNS Topic を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
デフォルトなどの 配信チャネル名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
配信チャネル
以下の例では、指定された Amazon SNS トピックに通知を送信する配信チャネルを作成します。配信チャ
ネルは、指定された S3 バケットに設定変更とスナップショットも送信します。

JSON
"DeliveryChannel": {
"Type": "AWS::Config::DeliveryChannel",
"Properties": {
"ConfigSnapshotDeliveryProperties": {
"DeliveryFrequency": "Six_Hours"
},
"S3BucketName": {"Ref": "ConfigBucket"},
"SnsTopicARN": {"Ref": "ConfigTopic"}
}
}
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YAML
DeliveryChannel:
Type: AWS::Config::DeliveryChannel
Properties:
ConfigSnapshotDeliveryProperties:
DeliveryFrequency: "Six_Hours"
S3BucketName:
Ref: ConfigBucket
SnsTopicARN:
Ref: ConfigTopic

AWS::Config::DeliveryChannel ConfigSnapshotDeliveryProperties
AWS Config が配信チャネルで Amazon S3 バケットに設定スナップショットを配信する方法のオプション
を提供します。

Note
AWS Config が設定スナップショットを配信するときにリソースの評価をトリガーするルールを
作成する場合は、以下を参照してください。
AWS Config が設定スナップショットを配信するときにリソースの評価をトリガーするルールの頻度は、
どちらの頻度が低いかによって、2 つの値のいずれかに設定されます。
• 配信チャネル設定内の deliveryFrequency パラメータの値。AWS Config が設定スナップショットを
配信する頻度を設定します。この値は、AWS Config が AWS Config ルールの評価を呼び出す頻度も設
定します。
• MaximumExecutionFrequency パラメータの値。AWS Config がルールの評価を呼び出す最大頻度を
設定します。詳細については、「ConfigRule」を参照してください。
deliveryFrequency 値がルールの MaximumExecutionFrequency 値よりも低い頻度である場
合、AWS Config は deliveryFrequency 値と同じ頻度でのみルールを呼び出します。
1. 例えば、AWS Config が設定スナップショットを配信するときにルールで評価を実行することができま
す。
2. MaximumExecutionFrequency 値を Six_Hours に設定します。
3. 次に、配信チャネルの deliveryFrequency 値を TwentyFour_Hours に設定します。
4. deliveryFrequency の値は MaximumExecutionFrequency よりも頻度が低いため、AWS Config
は 24 時間ごとにルールの評価を呼び出します。
MaximumExecutionFrequency の値は、deliveryFrequency 値と同じ頻度以上に設定する必要があ
ります。deliveryFrequency 値を表示するには、DescribeDeliveryChannnels アクションを使用
します。
AWS Config が設定スナップショットを配信する deliveryFrequency を更新するに
は、PutDeliveryChannel アクションを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryFrequency" : String
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YAML
DeliveryFrequency: String

プロパティ
DeliveryFrequency
AWS Config が設定スナップショットを配信する頻度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: One_Hour | Six_Hours | Three_Hours | Twelve_Hours |
TwentyFour_Hours
Update requires: No interruption

AWS::Config::OrganizationConfigRule
AWS Config がメンバーアカウントで作成する設定ルールに関する情報を含む組織設定ルール。マスター
アカウントのみが、組織の設定ルールを作成または更新できます。
OrganizationConfigRule リソースは、 EnableAWSServiceAccess アクションを通じて組織サー
ビスにアクセスできるようにし、組織のマスターアカウントにサービスにリンクされたロールを作成しま
す。サービスにリンクされたロールは、ロールがマスターアカウントに存在しない場合にのみ作成されま
す。AWS Config は、GetRole アクションを伴うロールの存在を検証します。
一元化された Lambda 機能を使用してカスタムの組織設定ルールを作成する場合、サブアカウントへの
Lambda アクセス許可を認めて、Lambda 関数に渡す IAM ロールを作成する必要があります。詳細につい
ては、「複数の AWS アカウントにまたがる AWS Config ルールを一元管理する方法」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::OrganizationConfigRule",
"Properties" : {
"ExcludedAccounts" : [ String, ... ],
"OrganizationConfigRuleName" : String,
"OrganizationCustomRuleMetadata" : OrganizationCustomRuleMetadata (p. 2055),
"OrganizationManagedRuleMetadata" : OrganizationManagedRuleMetadata (p. 2058)
}

YAML
Type: AWS::Config::OrganizationConfigRule
Properties:
ExcludedAccounts:
- String
OrganizationConfigRuleName: String
OrganizationCustomRuleMetadata:
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OrganizationCustomRuleMetadata (p. 2055)
OrganizationManagedRuleMetadata:
OrganizationManagedRuleMetadata (p. 2058)

プロパティ
ExcludedAccounts
組織設定ルールから除外されるアカウントのカンマ区切りリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption
OrganizationConfigRuleName
組織設定ルールに割り当てる名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
OrganizationCustomRuleMetadata
OrganizationCustomRuleMetadata オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: OrganizationCustomRuleMetadata (p. 2055)
Update requires: No interruption
OrganizationManagedRuleMetadata
OrganizationManagedRuleMetadata オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: OrganizationManagedRuleMetadata (p. 2058)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
OrganizationConfigRuleName。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
マネージドルール
次の例では、マネージド型の組織設定ルールを作成します。

JSON
{

}

"BasicOrganizationConfigRule": {
"Type": "AWS::Config::OrganizationConfigRule",
"Properties": {
"OrganizationConfigRuleName": "OrganizationConfigRuleName",
"OrganizationManagedRuleMetadata": {
"RuleIdentifier": "CLOUD_TRAIL_ENABLED",
"Description": "Cloudtrail enabled rule"
},
"ExcludedAccounts": [
"accountId"
]
}
}

YAML
BasicOrganizationConfigRule:
Type: "AWS::Config::OrganizationConfigRule"
Properties:
OrganizationConfigRuleName: "OrganizationConfigRuleName"
OrganizationManagedRuleMetadata:
RuleIdentifier: "CLOUD_TRAIL_ENABLED"
Description: "Cloudtrail enabled rule"
ExcludedAccounts:
- "accountId"

カスタムルール
次の例では、カスタム組織設定ルールを作成します。

JSON
{

"BasicOrganizationConfigRule": {
"Type": "AWS::Config::OrganizationConfigRule",
"Properties": {
"OrganizationConfigRuleName": "OrganizationConfigRuleName",
"OrganizationCustomRuleMetadata": {
"LambdaFunctionArn": "CustomRuleLambdaArn",
"OrganizationConfigRuleTriggerTypes": [
"ScheduledNotification"
]
},
"ExcludedAccounts": [
"accountId"
]
}
}
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}

YAML
BasicOrganizationConfigRule:
Type: "AWS::Config::OrganizationConfigRule"
Properties:
OrganizationConfigRuleName: "OrganizationConfigRuleName"
OrganizationCustomRuleMetadata:
LambdaFunctionArn: "CustomRuleLambdaArn"
OrganizationConfigRuleTriggerTypes:
- "ScheduledNotification"
ExcludedAccounts:
- "accountId"

AWS::Config::OrganizationConfigRule OrganizationCustomRuleMetadata
組織のカスタムルールメタデータ (リソースタイプ、AWS リソースのリソース ID、Lambda 関数 ARN、
組織トリガータイプなど) を指定し、ルールに対して AWS Configリソースを評価するために AWS をトリ
ガーするオブジェクト。また、トリガータイプが定期的である場合に AWS Config で実行するルールの評
価の頻度も提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"InputParameters" : String,
"LambdaFunctionArn" : String,
"MaximumExecutionFrequency" : String,
"OrganizationConfigRuleTriggerTypes" : [ String, ... ],
"ResourceIdScope" : String,
"ResourceTypesScope" : [ String, ... ],
"TagKeyScope" : String,
"TagValueScope" : String

YAML
Description: String
InputParameters: String
LambdaFunctionArn: String
MaximumExecutionFrequency: String
OrganizationConfigRuleTriggerTypes:
- String
ResourceIdScope: String
ResourceTypesScope:
- String
TagKeyScope: String
TagValueScope: String

プロパティ
Description
組織設定ルールに入力した説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
InputParameters
組織設定ルールの Lambda 関数に渡される JSON 形式の文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
LambdaFunctionArn
Lambda 関数の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
MaximumExecutionFrequency
AWS Config がルールの評価を実行する最大頻度。カスタムルールは、AWS Config
が設定スナップショットを配信したときにトリガーされます。詳細については、
「ConfigSnapshotDeliveryProperties」を参照してください。

Note
デフォルトでは、定期的トリガーを持つルールは 24 時間ごとに評価されます。頻度を変更す
るには、MaximumExecutionFrequency パラメータに有効な値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: One_Hour | Six_Hours | Three_Hours | Twelve_Hours |
TwentyFour_Hours
Update requires: No interruption
OrganizationConfigRuleTriggerTypes
AWS Config によるルールの評価をトリガーする通知のタイプ。以下の通知タイプを指定できます。
• ConfigurationItemChangeNotification - AWS Config がリソース変更の結果として設定項目
を配信するときに評価をトリガーします。
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• OversizedConfigurationItemChangeNotification - AWS Config がサイズを超過した設
定項目を配信したときに評価をトリガーします。AWS Config は、リソースが変更され、通知が
Amazon SNS で許可される最大サイズを超えた場合に、この通知タイプを生成します。
• ScheduledNotification - MaximumExecutionFrequency に指定された頻度で定期的な評価
をトリガーします。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ResourceIdScope
評価された AWS リソースの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 768
Update requires: No interruption
ResourceTypesScope
評価された AWS リソースのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
TagKeyScope
タグを構成するキーと値のペアの一部。キーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、
一般的なラベルです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
TagValueScope
タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機能し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
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Update requires: No interruption

AWS::Config::OrganizationConfigRule OrganizationManagedRuleMetadata
組織のマネージドルールメタデータ (リソースタイプや AWS リソースの ID など) とルール識別子を指定す
るオブジェクト。また、トリガータイプが定期的である場合に AWS Config で実行するルールの評価の頻
度も提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"InputParameters" : String,
"MaximumExecutionFrequency" : String,
"ResourceIdScope" : String,
"ResourceTypesScope" : [ String, ... ],
"RuleIdentifier" : String,
"TagKeyScope" : String,
"TagValueScope" : String

YAML
Description: String
InputParameters: String
MaximumExecutionFrequency: String
ResourceIdScope: String
ResourceTypesScope:
- String
RuleIdentifier: String
TagKeyScope: String
TagValueScope: String

プロパティ
Description
組織設定ルールに入力した説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
InputParameters
組織設定ルールの Lambda 関数に渡される JSON 形式の文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
MaximumExecutionFrequency
AWS Config がルールの評価を実行する最大頻度。定期的に発生する AWS Config マネージドルール
を使用しています。

Note
デフォルトでは、定期的トリガーを持つルールは 24 時間ごとに評価されます。頻度を変更す
るには、MaximumExecutionFrequency パラメータに有効な値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: One_Hour | Six_Hours | Three_Hours | Twelve_Hours |
TwentyFour_Hours
Update requires: No interruption
ResourceIdScope
評価された AWS リソースの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 768
Update requires: No interruption
ResourceTypesScope
評価された AWS リソースのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
RuleIdentifier
組織の設定マネージドルールの場合は、リスト内の事前定義された識別子。たとえ
ば、IAM_PASSWORD_POLICY はマネージドルールです。マネージドルールを参照するには、AWS
Config マネージドルールの使用を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
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TagKeyScope
タグを構成するキーと値のペアの一部。キーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、
一般的なラベルです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
TagValueScope
タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機能し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::Config::OrganizationConformancePack
OrganizationConformancePack は、AWS Organizations のメンバーアカウントに、コンフォーマンスパッ
クをデプロイします。OrganizationConformancePack は、EnableAWSServiceAccess アクションを介
して config-multiaccountsetup.amazonaws.com への組織サービスアクセスを有効にし、組織のマ
スターアカウントでサービスがリンクしたロールを作成します。サービスにリンクされたロールは、ロー
ルがマスターアカウントに存在しない場合にのみ作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::OrganizationConformancePack",
"Properties" : {
"ConformancePackInputParameters" : [ ConformancePackInputParameter (p. 2063), ... ],
"DeliveryS3Bucket" : String,
"DeliveryS3KeyPrefix" : String,
"ExcludedAccounts" : [ String, ... ],
"OrganizationConformancePackName" : String,
"TemplateBody" : String,
"TemplateS3Uri" : String
}

YAML
Type: AWS::Config::OrganizationConformancePack
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Properties:
ConformancePackInputParameters:
- ConformancePackInputParameter (p. 2063)
DeliveryS3Bucket: String
DeliveryS3KeyPrefix: String
ExcludedAccounts:
- String
OrganizationConformancePackName: String
TemplateBody: String
TemplateS3Uri: String

プロパティ
ConformancePackInputParameters
ConformancePackInputParameter オブジェクトのリスト。
必須: いいえ
タイプ: ConformancePackInputParameter (p. 2063) のリスト
最大: 60
Update requires: No interruption
DeliveryS3Bucket
AWS Config によるコンフォーマンスパックテンプレートの保存先の Amazon S3 バケット。

Note
このフィールドはオプションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 63
Update requires: No interruption
DeliveryS3KeyPrefix
Amazon S3 バケットに追加する任意のフォルダ構成。

Note
このフィールドはオプションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
ExcludedAccounts
組織コンフォーマンスパックから除外されるアカウントのカンマ区切りリスト。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption
OrganizationConformancePackName
組織コンフォーマンスパックに割り当てる名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z][-a-zA-Z0-9]*
Update requires: Replacement
TemplateBody
完全なコンフォーマンスパックテンプレートの本文を含む文字列。最少長が 1 バイトで最大長が
51,200 バイトのテンプレート本文がある構造。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateS3Uri
テンプレート本文を含むファイルの場所。URI は、コンフォーマンスパックテンプレート (最大サイ
ズ: 300 KB) を指している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 組織コンフォーマンスパッ
クの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
組織コンフォーマンスパック
次の例では、組織コンフォーマンスパックを作成します。
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JSON
{

}

"Resources": {
"OrganizationConformancePack": {
"Type": "AWS::Config::OrganizationConformancePack",
"Properties": {
"OrganizationConformancePackName": "OrganizationConformancePackName",
"DeliveryS3Bucket": "DeliveryS3Bucket",
"TemplateS3Uri": "s3://bucketname/prefix"
}
}
}

YAML
--Resources:
OrganizationConformancePack:
Type: AWS::Config::OrganizationConformancePack
Properties:
OrganizationConformancePackName: OrganizationConformancePackName
DeliveryS3Bucket: DeliveryS3Bucket
TemplateS3Uri: s3://bucketname/prefix

AWS::Config::OrganizationConformancePack ConformancePackInputParameter
コンフォーマンスパックのキーと値のペア形式の入力パラメータ。どちらもユーザーが定義します。キー
の最大文字数は 255 文字で、値の最大文字数は 4096 文字です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ParameterName" : String,
"ParameterValue" : String

YAML
ParameterName: String
ParameterValue: String

プロパティ
ParameterName
キーと値のペアの一部。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 255
Update requires: No interruption
ParameterValue
キーと値のペアの一部。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 255
Update requires: No interruption

AWS::Config::RemediationConfiguration
修復アクション、パラメータ、アクションを実行するためのデータなど、修復設定に関する詳細を表すオ
ブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::RemediationConfiguration",
"Properties" : {
"Automatic" : Boolean,
"ConfigRuleName" : String,
"ExecutionControls" : ExecutionControls (p. 2068),
"MaximumAutomaticAttempts" : Integer,
"Parameters" : Json,
"ResourceType" : String,
"RetryAttemptSeconds" : Integer,
"TargetId" : String,
"TargetType" : String,
"TargetVersion" : String
}

YAML
Type: AWS::Config::RemediationConfiguration
Properties:
Automatic: Boolean
ConfigRuleName: String
ExecutionControls:
ExecutionControls (p. 2068)
MaximumAutomaticAttempts: Integer
Parameters: Json
ResourceType: String
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RetryAttemptSeconds: Integer
TargetId: String
TargetType: String
TargetVersion: String

プロパティ
Automatic
修復は自動的にトリガーされます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ConfigRuleName
AWS Config ルールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
ExecutionControls
ExecutionControls オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ExecutionControls (p. 2068)
Update requires: No interruption
MaximumAutomaticAttempts
自動修復の試行失敗の最大数。数値を選択しない場合、デフォルトは 5 です。
例えば、MaximumAutomaticAttempts を 5 に設定し、RetryAttemptSeconds を 50 秒に設定した場
合、AWS Config はユーザーに代わって、50 秒以内に 5 回目の試行が失敗したリソースに対して
RemediationException をプットします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 25
Update requires: No interruption
Parameters
RemediationParameterValue のオブジェクトです。
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Note
タイプは、RemediationParameterValueへの文字列のマップです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ResourceType
リソースのタイプです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RetryAttemptSeconds
AWS Config が自動修復を実行する最大時間 (秒)。数値を選択しない場合、デフォルトは 60 秒です。
例えば、RetryAttemptSeconds を 50 秒、MaximumAutomaticAttempts を 5 と指定した場合、AWS
Config は 50 秒以内に 5 回自動修復を実行して例外をスローします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TargetId
Target ID は公開ドキュメントの名前です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
TargetType
ターゲットのタイプ。ターゲットは修復を実行します。たとえば、SSM ドキュメントです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SSM_DOCUMENT
Update requires: No interruption
TargetVersion
ターゲットのバージョンです。たとえば、バージョンの SSM ドキュメントです。

Note
SSM ドキュメントに下位互換性のない変更を加えた場合は、PutRemediationConfiguration
API を再度呼び出して、修復を実行できるようにする必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
関連付けられたアクションとともに修復アクションこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
修復設定
次の例では、AWS Systems Manager ドキュメントを使用して修復設定が作成されます。

JSON
{

}

"BasicRemediationConfiguration": {
"Type": "AWS::Config::RemediationConfiguration",
"Properties": {
"ConfigRuleName": "configRuleName",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": {
"StaticValue": {
"Values": [
"automationAssumeRole"
]
}
},
"InstanceId": {
"StaticValue": {
"Values": [
"instanceId"
]
}
}
},
"TargetId": "AWS-StartEC2Instance",
"TargetType": "SSM_DOCUMENT",
"TargetVersion": "1"
}
}

YAML
BasicRemediationConfiguration:
Type: "AWS::Config::RemediationConfiguration"
Properties:
ConfigRuleName: configRuleName
Parameters:
AutomationAssumeRole:
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StaticValue:
Values:
- automationAssumeRole
InstanceId:
StaticValue:
Values:
- instanceId
TargetId: "AWS-StartEC2Instance"
TargetType: "SSM_DOCUMENT"
TargetVersion: "1"

AWS::Config::RemediationConfiguration ExecutionControls
ExecutionControls オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SsmControls" : SsmControls (p. 2070)

YAML
SsmControls:
SsmControls (p. 2070)

プロパティ
SsmControls
SsmControls オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: SsmControls (p. 2070)
Update requires: No interruption

AWS::Config::RemediationConfiguration RemediationParameterValue
この値は、動的な (リソース) 値または静的な値です。動的な値または静的な値を選択する必要がありま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceValue" : ResourceValue (p. 2069),
"StaticValue" : StaticValue (p. 2070)
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YAML
ResourceValue:
ResourceValue (p. 2069)
StaticValue:
StaticValue (p. 2070)

プロパティ
ResourceValue
値は動的であり、実行時に変化します。
必須: いいえ
タイプ: ResourceValue (p. 2069)
Update requires: No interruption
StaticValue
値は静的であり、実行時に変更されません。
必須: いいえ
タイプ: StaticValue (p. 2070)
Update requires: No interruption

AWS::Config::RemediationConfiguration ResourceValue
リソースの動的な値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Value" : String

YAML
Value: String

プロパティ
Value
この値はリソース ID です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: RESOURCE_ID
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Update requires: No interruption

AWS::Config::RemediationConfiguration SsmControls
AWS Systems Manager (SSM) 固有の修復コントロール。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConcurrentExecutionRatePercentage" : Integer,
"ErrorPercentage" : Integer

YAML
ConcurrentExecutionRatePercentage: Integer
ErrorPercentage: Integer

プロパティ
ConcurrentExecutionRatePercentage
その特定のルールの非準拠リソースで並行して実行できる修復アクションの最大割合。10% などの割
合を指定できます。デフォルト値は 10 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
ErrorPercentage
SSM がその特定のルールの非準拠リソースで自動化の実行を停止するまでに許容されるエラーの割
合。エラーの割合 (10% など) を指定できます。割合を指定しない場合、デフォルトは 50% です。た
とえば、10 の非準拠リソースに対して ErrorPercentage を 40% に設定した場合、SSM では 5 番目の
エラーを受信したときに自動化の実行を停止します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Config::RemediationConfiguration StaticValue
リソースの静的な値。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Values" : [ String, ... ]

YAML
Values:
- String

プロパティ
Values
値のリスト。たとえば、引き受けたロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 25
Update requires: No interruption

AWS::Config::StoredQuery
格納されたクエリの詳細を入力します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Config::StoredQuery",
"Properties" : {
"QueryDescription" : String,
"QueryExpression" : String,
"QueryName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Config::StoredQuery
Properties:
QueryDescription: String
QueryExpression: String
QueryName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
QueryDescription
クエリの一意の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryExpression
クエリの式。例: SELECT resourceId, resourceType,
supplementaryConfiguration.BucketVersioningConfiguration.status
WHERE resourceType = 'AWS::S3::Bucket' AND
supplementaryConfiguration.BucketVersioningConfiguration.status = 'Off'.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryName
クエリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
QueryArn
Property description not available.
QueryId
Property description not available.
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Amazon Connect リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Connect::QuickConnect (p. 2073)

AWS::Connect::QuickConnect
AWS::Connect::QuickConnnect リソースは、指定した Amazon Connect インスタンスのクイックコ
ネクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Connect::QuickConnect",
"Properties" : {
"Description" : String,
"InstanceArn" : String,
"Name" : String,
"QuickConnectConfig" : QuickConnectConfig (p. 2076),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Connect::QuickConnect
Properties:
Description: String
InstanceArn: String
Name: String
QuickConnectConfig:
QuickConnectConfig (p. 2076)
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
クイックコネクトの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 250
Update requires: No interruption
InstanceArn
インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
クイックコネクトの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 127
Update requires: No interruption
QuickConnectConfig
クイックコネクトに関する情報が含まれています。
必須: はい
タイプ: QuickConnectConfig (p. 2076)
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: クイックコネクト名。次に
例を示します。
{ "Ref": "myQuickConnectName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
QuickConnectArn
クイックコネクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
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AWS::Connect::QuickConnect PhoneNumberQuickConnectConfig
クイックコネクトの電話番号に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PhoneNumber" : String

YAML
PhoneNumber: String

プロパティ
PhoneNumber
この電話番号は E.164 形式です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Connect::QuickConnect QueueQuickConnectConfig
クイックコネクトのキューに関する情報が含まれます。問い合わせフローは、Transfer to Queue のタイプ
である必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ContactFlowArn" : String,
"QueueArn" : String

YAML
ContactFlowArn: String
QueueArn: String

プロパティ
ContactFlowArn
連絡先フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
QueueArn
ユーザーの Amazon リソースネーム（ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Connect::QuickConnect QuickConnectConfig
クイックコネクトの構成設定が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PhoneConfig" : PhoneNumberQuickConnectConfig (p. 2075),
"QueueConfig" : QueueQuickConnectConfig (p. 2075),
"QuickConnectType" : String,
"UserConfig" : UserQuickConnectConfig (p. 2077)

YAML
PhoneConfig:
PhoneNumberQuickConnectConfig (p. 2075)
QueueConfig:
QueueQuickConnectConfig (p. 2075)
QuickConnectType: String
UserConfig:
UserQuickConnectConfig (p. 2077)

プロパティ
PhoneConfig
電話の設定。これは、QuickConnectType が PHONE_NUMBER の場合にのみ必須です。
必須: いいえ
タイプ: PhoneNumberQuickConnectConfig (p. 2075)
Update requires: No interruption
QueueConfig
キューの設定。これは、QuickConnectType が QUEUE の場合にのみ必須です。
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必須: いいえ
タイプ: QueueQuickConnectConfig (p. 2075)
Update requires: No interruption
QuickConnectType
クイックコネクトのタイプ。Amazon Connect コンソールで、クイックコネクトを作成すると、
[Agent (USER)] (エージェント (USER))、[External (PHONE_NUMBER)] (外部 (PHONE_NUMBER))、
または [Queue (QUEUE)] (キュー (QUEUE)) のいずれかのタイプを割り当てるよう求められます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: PHONE_NUMBER | QUEUE | USER
Update requires: No interruption
UserConfig
ユーザーの設定。これは、QuickConnectType が USER の場合にのみ必須です。
必須: いいえ
タイプ: UserQuickConnectConfig (p. 2077)
Update requires: No interruption

AWS::Connect::QuickConnect UserQuickConnectConfig
ユーザーのクイックコネクト構成設定に関する情報が含まれます。問い合わせフローは、Transfer to
Agent のタイプである必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ContactFlowArn" : String,
"UserArn" : String

YAML
ContactFlowArn: String
UserArn: String

プロパティ
ContactFlowArn
連絡先フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 500
Update requires: No interruption
UserArn
ユーザーの Amazon リソースネーム（ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon Connect Customer Profiles リソースタイプの
リファレンス
リソースタイプ
• AWS::CustomerProfiles::Domain (p. 2078)
• AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080)
• AWS::CustomerProfiles::ObjectType (p. 2097)

AWS::CustomerProfiles::Domain
AWS::CustomerProfiles::Domain リソースは、Amazon Connect Customer Profiles Domain を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CustomerProfiles::Domain",
"Properties" : {
"DeadLetterQueueUrl" : String,
"DefaultEncryptionKey" : String,
"DefaultExpirationDays" : Integer,
"DomainName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::CustomerProfiles::Domain
Properties:
DeadLetterQueueUrl: String
DefaultEncryptionKey: String
DefaultExpirationDays: Integer
DomainName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
DeadLetterQueueUrl
SQS デッドレターキューの URL。サードパーティーアプリケーションからのデータの取り込
みに関連するエラーを報告するために使用されます。Amazon Connect Customer Profiles が
DeadLetterQueue にメッセージを送信できるようにするには、SendMessage オペレーション用の
DeadLetterQueue にポリシーを設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultEncryptionKey
デフォルトの暗号化キー (AWS マネージドキー) は、特定の種類の暗号化キーが指定されていない場
合に使用されます。永続的または半永続的なストレージに配置する前に、すべてのデータを暗号化す
るために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultExpirationDays
ドメイン内のデータが失効するまでのデフォルトの日数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DomainName
ドメインの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースの整理、追跡、またはアクセスの制御に使用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ドメインの
DomainName。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreatedAt
ドメインが作成された時刻のタイムスタンプ。
LastUpdatedAt
ドメインが最後に編集された時刻のタイムスタンプ。

例
次の例では、ドメインを作成します。

YAML
Resources:
Domain:
Type: "AWS::CustomerProfiles::Domain"
Properties:
DomainName: "ExampleDomain"
DefaultEncryptionKey: "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1988472d-6b77-4bb6ae39-efce5EXAMPLE"
DeadLetterQueueUrl: "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:DLQName"
DefaultExpirationDays: 6

JSON
{

"Resources": {
"Domain": {
"Type": "AWS::CustomerProfiles::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "ExampleDomain",
"DefaultEncryptionKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1988472d-6b77-4bb6ae39-efce5EXAMPLE",
"DeadLetterQueueUrl": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:DLQName",
"DefaultExpirationDays": 6
}
}
}
}

AWS::CustomerProfiles::Integration
AWS::CustomerProfiles::Integration リソースは、Amazon Connect Customer Profiles Integration を指定し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::CustomerProfiles::Integration",
"Properties" : {
"DomainName" : String,
"FlowDefinition" : FlowDefinition (p. 2084),
"ObjectTypeName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Uri" : String
}

YAML
Type: AWS::CustomerProfiles::Integration
Properties:
DomainName: String
FlowDefinition:
FlowDefinition (p. 2084)
ObjectTypeName: String
Tags:
- Tag
Uri: String

プロパティ
DomainName
ドメインの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FlowDefinition
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: FlowDefinition (p. 2084)
Update requires: No interruption
ObjectTypeName
使用するプロファイルオブジェクトタイプマッピングの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースの整理、追跡、またはアクセスの制御に使用されるタグ。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Uri
S3 バケットまたは他のタイプのデータソースの URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DomainName と統合の
URI。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreatedAt
統合が作成された時刻のタイムスタンプ。
LastUpdatedAt
統合が最後に編集された時刻のタイムスタンプ。

例
次の例では、Domain が存在した場合、統合を作成します。

YAML
Resources:
Integration:
Type: "AWS::CustomerProfiles::Integration"
Properties:
DomainName: "ExampleDomain"
ObjectTypeName: "CTR"
Uri: "arn:aws:connect:useast-1:123456789012:instance/11111111-1111-1111-1111-111111111111"

JSON
{
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"Resources": {
"TestIntegration": {
"Type": "AWS::CustomerProfiles::Integration",
"Properties": {
"DomainName": "ExampleDomain",
"ObjectTypeName": "CTR",
"Uri": "arn:aws:connect:useast-1:123456789012:instance/11111111-1111-1111-1111-111111111111"
}
}
}
}

AWS::CustomerProfiles::Integration ConnectorOperator
ConnectorOperator プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Marketo" : String,
"S3" : String,
"Salesforce" : String,
"ServiceNow" : String,
"Zendesk" : String

YAML
Marketo: String
S3: String
Salesforce: String
ServiceNow: String
Zendesk: String

プロパティ
Marketo
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Salesforce
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceNow
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Zendesk
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# CustomerProfiles::Integration FlowDefinition
FlowDefinition プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"FlowName" : String,
"KmsArn" : String,
"SourceFlowConfig" : SourceFlowConfig (p. 2092),
"Tasks" : [ Task (p. 2093), ... ],
"TriggerConfig" : TriggerConfig (p. 2095)

YAML
Description: String
FlowName: String
KmsArn: String
SourceFlowConfig:
SourceFlowConfig (p. 2092)
Tasks:
- Task (p. 2093)
TriggerConfig:
TriggerConfig (p. 2095)
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プロパティ
Description
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FlowName
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsArn
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceFlowConfig
Property description not available.
必須: はい
タイプ: SourceFlowConfig (p. 2092)
Update requires: No interruption
Tasks
Property description not available.
必須: はい
タイプ: Task (p. 2093) のリスト
Update requires: No interruption
TriggerConfig
Property description not available.
必須: はい
タイプ: TriggerConfig (p. 2095)
Update requires: No interruption

AWS# CustomerProfiles# Integration IncrementalPullConfig
IncrementalPullConfig プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatetimeTypeFieldName" : String

YAML
DatetimeTypeFieldName: String

プロパティ
DatetimeTypeFieldName
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# CustomerProfiles# Integration MarketoSourceProperties
MarketoSourceProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::CustomerProfiles::Integration S3SourceProperties
S3SourceProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String

プロパティ
BucketName
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BucketPrefix
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# CustomerProfiles# Integration SalesforceSourceProperties
SalesforceSourceProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"EnableDynamicFieldUpdate" : Boolean,
"IncludeDeletedRecords" : Boolean,
"Object" : String
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}

YAML
EnableDynamicFieldUpdate: Boolean
IncludeDeletedRecords: Boolean
Object: String

プロパティ
EnableDynamicFieldUpdate
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeDeletedRecords
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Object
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration ScheduledTriggerProperties
ScheduledTriggerProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataPullMode" : String,
"FirstExecutionFrom" : Double,
"ScheduleEndTime" : Double,
"ScheduleExpression" : String,
"ScheduleOffset" : Integer,
"ScheduleStartTime" : Double,
"Timezone" : String
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YAML
DataPullMode: String
FirstExecutionFrom: Double
ScheduleEndTime: Double
ScheduleExpression: String
ScheduleOffset: Integer
ScheduleStartTime: Double
Timezone: String

プロパティ
DataPullMode
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FirstExecutionFrom
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ScheduleEndTime
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScheduleOffset
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScheduleStartTime
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Timezone
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration ServiceNowSourceProperties
ServiceNowSourceProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration SourceConnectorProperties
SourceConnectorProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Marketo" : MarketoSourceProperties (p. 2086),
"S3" : S3SourceProperties (p. 2087),
"Salesforce" : SalesforceSourceProperties (p. 2087),
"ServiceNow" : ServiceNowSourceProperties (p. 2090),
"Zendesk" : ZendeskSourceProperties (p. 2096)

YAML
Marketo:
MarketoSourceProperties (p. 2086)
S3:
S3SourceProperties (p. 2087)
Salesforce:
SalesforceSourceProperties (p. 2087)
ServiceNow:
ServiceNowSourceProperties (p. 2090)
Zendesk:
ZendeskSourceProperties (p. 2096)

プロパティ
Marketo
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: MarketoSourceProperties (p. 2086)
Update requires: No interruption
S3
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ:S3SourceProperties (p. 2087)
Update requires: No interruption
Salesforce
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ:SalesforceSourceProperties (p. 2087)
Update requires: No interruption
ServiceNow
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ:ServiceNowSourceProperties (p. 2090)
Update requires: No interruption
Zendesk
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ: ZendeskSourceProperties (p. 2096)
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration SourceFlowConfig
SourceFlowConfig プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorProfileName" : String,
"ConnectorType" : String,
"IncrementalPullConfig" : IncrementalPullConfig (p. 2085),
"SourceConnectorProperties" : SourceConnectorProperties (p. 2090)

YAML
ConnectorProfileName: String
ConnectorType: String
IncrementalPullConfig:
IncrementalPullConfig (p. 2085)
SourceConnectorProperties:
SourceConnectorProperties (p. 2090)

プロパティ
ConnectorProfileName
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectorType
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncrementalPullConfig
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: IncrementalPullConfig (p. 2085)
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Update requires: No interruption
SourceConnectorProperties
Property description not available.
必須: はい
タイプ: SourceConnectorProperties (p. 2090)
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration Task
Task プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorOperator" : ConnectorOperator (p. 2083),
"DestinationField" : String,
"SourceFields" : [ String, ... ],
"TaskProperties" : [ TaskPropertiesMap (p. 2094), ... ],
"TaskType" : String

YAML
ConnectorOperator:
ConnectorOperator (p. 2083)
DestinationField: String
SourceFields:
- String
TaskProperties:
- TaskPropertiesMap (p. 2094)
TaskType: String

プロパティ
ConnectorOperator
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ConnectorOperator (p. 2083)
Update requires: No interruption
DestinationField
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
SourceFields
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TaskProperties
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ : TaskPropertiesMap (p. 2094) のリスト
Update requires: No interruption
TaskType
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration TaskPropertiesMap
TaskPropertiesMap プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OperatorPropertyKey" : String,
"Property" : String

YAML
OperatorPropertyKey: String
Property: String

プロパティ
OperatorPropertyKey
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Property
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration TriggerConfig
TriggerConfig プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TriggerProperties" : TriggerProperties (p. 2095),
"TriggerType" : String

YAML
TriggerProperties:
TriggerProperties (p. 2095)
TriggerType: String

プロパティ
TriggerProperties
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: TriggerProperties (p. 2095)
Update requires: No interruption
TriggerType
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration.TriggerProperties
TriggerProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Scheduled" : ScheduledTriggerProperties (p. 2088)

YAML
Scheduled:
ScheduledTriggerProperties (p. 2088)

プロパティ
Scheduled
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ:ScheduledTriggerProperties (p. 2088)
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::Integration ZendeskSourceProperties
ZendeskSourceProperties プロパティタイプは、Property description not available. に
AWS::CustomerProfiles::Integration (p. 2080) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Object" : String

YAML
Object: String

プロパティ
Object
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::CustomerProfiles::ObjectType
AWS::CustomerProfiles::ObjectType リソースは、Amazon Connect Customer Profiles Object Type
Mapping を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CustomerProfiles::ObjectType",
"Properties" : {
"AllowProfileCreation" : Boolean,
"Description" : String,
"DomainName" : String,
"EncryptionKey" : String,
"ExpirationDays" : Integer,
"Fields" : [ FieldMap (p. 2101), ... ],
"Keys" : [ KeyMap (p. 2101), ... ],
"ObjectTypeName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateId" : String
}

YAML
Type: AWS::CustomerProfiles::ObjectType
Properties:
AllowProfileCreation: Boolean
Description: String
DomainName: String
EncryptionKey: String
ExpirationDays: Integer
Fields:
- FieldMap (p. 2101)
Keys:
- KeyMap (p. 2101)
ObjectTypeName: String
Tags:
- Tag
TemplateId: String

プロパティ
AllowProfileCreation
このタイプのオブジェクトについてプロファイルが存在しない場合、データが受信されたときにプロ
ファイルが作成されるべきかどうかを示します。デフォルト: FALSE。AllowProfileCreation フラグが
FALSE に設定されている場合、サービスは標準プロファイルを取得し、このオブジェクトをプロファ
イルに関連付けようと試みます。TRUE に設定されており、かつ、一致が見つからない場合、サービ
スは新しい標準プロファイルを作成します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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Description
プロファイルオブジェクトタイプマッピングの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainName
ドメインの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EncryptionKey
このプロファイルオブジェクトタイプマッピングで作成されるプロファイルオブジェクトを暗号化す
るために、顧客が指定したキー。指定しない場合、システムはドメインの暗号化キーを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExpirationDays
このタイプのデータの有効期限が切れるまでの日数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Fields
オブジェクトタイプマッピングのフィールド定義のリスト。
必須: いいえ
タイプ: FieldMap (p. 2101) のリスト
Update requires: No interruption
Keys
データをプロファイルにマップしたり、プロファイルを検索したりするために使用できるキーのリス
ト。
必須: いいえ
タイプ: KeyMap (p. 2101) のリスト
Update requires: No interruption
ObjectTypeName
プロファイルオブジェクトタイプの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースの整理、追跡、またはアクセスの制御に使用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TemplateId
テンプレートマッピングの一意の識別子。これは、Keys プロパティと Fields プロパティを直接指定
する代わりに使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: オブジェクトタイプの
DomainName と ObjectTypeName。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreatedAt
オブジェクトタイプが作成された時刻のタイムスタンプ。
LastUpdatedAt
オブジェクトタイプが最後に編集されたときのタイムスタンプ。

例
次の例では、Domain が存在した場合、オブジェクトタイプを作成します。

YAML
Resources:
ObjectType:
Type: "AWS::CustomerProfiles::ObjectType"
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Properties:
DomainName: "ExampleDomain"
ObjectTypeName: "ExampleObjectType"
AllowProfileCreation: false
Description: "Description Example"
ExpirationDays: 1
Fields:
- Name: "email"
ObjectTypeField:
Source: "_source.email"
Target: "_profile.BusinessEmail"
ContentType: "EMAIL_ADDRESS"
Keys:
- Name: "_email"
ObjectTypeKeyList:
- FieldNames:
- "email"
StandardIdentifiers:
- "PROFILE"
- "UNIQUE"

JSON
{

}

"Resources": {
"ObjectType": {
"Type": "AWS::CustomerProfiles::ObjectType",
"Properties": {
"DomainName": "ExampleDomain",
"ObjectTypeName": "ExampleObjectType",
"AllowProfileCreation": false,
"Description": "Description Example",
"ExpirationDays": 1,
"Fields": [
{
"Name": "email",
"ObjectTypeField": {
"Source": "_source.email",
"Target": "_profile.BusinessEmail",
"ContentType": "EMAIL_ADDRESS"
}
}
],
"Keys": [
{
"Name": "_email",
"ObjectTypeKeyList": [
{
"FieldNames": [
"email"
],
"StandardIdentifiers": [
"PROFILE",
"UNIQUE"
]
}
]
}
]
}
}
}
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AWS::CustomerProfiles::ObjectType FieldMap
名前と ObjectType フィールドのマップ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"ObjectTypeField" : ObjectTypeField (p. 2102)

YAML
Name: String
ObjectTypeField:
ObjectTypeField (p. 2102)

プロパティ
Name
フィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ObjectTypeField
ProfileObjectType のフィールドを表します。
必須: いいえ
タイプ: ObjectTypeField (p. 2102)
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::ObjectType KeyMap
データをプロファイルにマッピングするために使用できる一意のキーマップ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"ObjectTypeKeyList" : [ ObjectTypeKey (p. 2103), ... ]
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YAML
Name: String
ObjectTypeKeyList:
- ObjectTypeKey (p. 2103)

プロパティ
Name
キーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ObjectTypeKeyList
ObjectTypeKey のリスト。
必須: いいえ
タイプ: ObjectTypeKey (p. 2103) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::ObjectType ObjectTypeField
ProfileObjectType のフィールドを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContentType" : String,
"Source" : String,
"Target" : String

YAML
ContentType: String
Source: String
Target: String

プロパティ
ContentType
フィールドのコンテンツタイプ。検索時に等価性を判断するために使用されます。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
2102

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Connect Customer Profiles

タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source
ProfileObject のフィールド。例: _source.FirstName。ここで、「_source」は Zendesk ユーザーの
ProfileObjectType で、「FirstName」はその ObjectType 内のフィールドです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Target
標準 ProfileObject モデル内のデータの場所。例: _profile.Address.PostalCode。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::CustomerProfiles::ObjectType ObjectTypeKey
ProfileObject の Key 要素を定義するオブジェクト。Key は、顧客プロファイルを検索するために使用でき
る特別な要素です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldNames" : [ String, ... ],
"StandardIdentifiers" : [ String, ... ]

YAML
FieldNames:
- String
StandardIdentifiers:
- String

プロパティ
FieldNames
フィールドマップのキー名の参照。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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StandardIdentifiers
ProfileObject が持つことができるキーの種類。各 ProfileObject が持つことのできる UNIQUE キーは 1
つだけですが、複数の PROFILE キーを持つことができます。PROFILE は、このキーを使用してオブ
ジェクトを PROFILE に紐付けることができることを意味します。UNIQUE は、オブジェクトを一意
に識別するために使用できることを意味します。キー a が SECONDARY としてマークされている場
合、他のすべての PROFILE キーが検索された後、プロファイルを検索するためにそのキーが使用さ
れます。LOOKUP_ONLY キーは、プロファイルのマッチングにのみ使用されますが、プロファイル
の検索に使用されるために永続化されることはありません。NEW_ONLY キーは、オブジェクトが取
り込まれる前にプロファイルがまだ存在していない場合にのみ使用されます。それ以外の場合は、オ
ブジェクトとプロファイルとのマッチングにのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS Cost Explorer リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::CE::AnomalyMonitor (p. 2104)
• AWS::CE::AnomalySubscription (p. 2110)
• AWS::CE::CostCategory (p. 2115)

AWS::CE::AnomalyMonitor
AWS::CE::AnomalyMonitor リソースは Cost Explorer のリソースタイプで、MonitorType および
MonitorSpecification に基づいて、アカウントのコストデータに異常がないかどうかを継続的に検査
します。その内容は詳細メタデータおよびモニターオブジェクトの現在の状態で構成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties" : {
"MonitorDimension" : String,
"MonitorName" : String,
"MonitorSpecification" : String,
"MonitorType" : String
}

YAML
Type: AWS::CE::AnomalyMonitor
Properties:
MonitorDimension: String
MonitorName: String
MonitorSpecification: String
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MonitorType: String

プロパティ
MonitorDimension
評価するディメンション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SERVICE
Update requires: Replacement
MonitorName
モニターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: [\S\s]*
Update requires: No interruption
MonitorSpecification
JSON 配列形式の MonitorSpecification の配列。例えば、MonitorSpecification を使用し
て、カスタム異常モニターのタグ、コストカテゴリ、またはリンクされたアカウントを指定できま
す。詳細については、このページの「例」のセクションをご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MonitorType
可能なタイプの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CUSTOM | DIMENSIONAL
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: MonitorArn。以下に例を
示します。
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{ "Ref": "myAnomalySubscriptionLogicalName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationDate
モニターが作成された日。
DimensionalValueCount
評価されたディメンションの値。
LastEvaluatedDate
モニターが異常について最後に評価した日。
LastUpdatedDate
モニターが最後に更新された日。
MonitorArn
モニターの Amazon リソースネーム (ARN) の値。

例
サービスモニター
次の例では、サービス異常モニターを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"AnomalyServiceMonitor": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "DIMENSIONAL",
"MonitorDimension": "SERVICE"
}
}
}

YAML
Resources:
AnomalyServiceMonitor:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: 'MonitorName'
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MonitorType: 'DIMENSIONAL'
MonitorDimension: 'SERVICE'

タグによる異常モニター
次の例では、タグを使用してカスタム異常モニターを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"CustomAnomalyMonitorWithTags": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "CUSTOM",
"MonitorSpecification": " { \"Tags\" : { \"Key\" : \"Tag Key\", \"Values\" :
[ \"TagValue1\", \"TagValue2\" ] } }"
}
}
}

}

YAML
Resources:
CustomAnomalyMonitorWithTags:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: "MonitorName"
MonitorType: "CUSTOM"
MonitorSpecification: '
{
"Tags" : {
"Key" : "Tag Key",
"Values" : [ "TagValue1", "TagValue2" ]
}
}'

コストカテゴリによる異常モニター
次の例では、コストカテゴリを使用してカスタム異常モニターを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"CustomAnomalyMonitorWithCC": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "CUSTOM",
"MonitorSpecification": " { \"CostCategories\" : { \"Key\" : \"CostCategoryKey\",
\"Values\" : [ \"CostCategoryValue\" ] } }"
}
}
}

}
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YAML
Resources:
CustomAnomalyMonitorWithCC:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: "MonitorName"
MonitorType: "CUSTOM"
MonitorSpecification: '
{
"CostCategories" : {
"Key" : "CostCategoryKey",
"Values" : [ "CostCategoryValue" ]
}
}'

リンクされたアカウントによる異常モニター
次の例では、リンクされたアカウントを使用してカスタム異常モニターを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "CUSTOM",
"MonitorSpecification": " { \"Dimensions\" : { \"Key\" : \"LINKED_ACCOUNT\",
\"Values\" : [ \"123456789012\", \"123456789013\" ] } }"
}
}
}

}

YAML
Resources:
CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: "MonitorName"
MonitorType: "CUSTOM"
MonitorSpecification: '
{
"Dimensions" : {
"Key" : "LINKED_ACCOUNT",
"Values" : [ "123456789012", "123456789013" ]
}
}'

モニターへのサブスクリプションのアタッチ
次の例では、異常サブスクリプションにアタッチされた 2 つの異常モニターを示します。
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JSON
{

"Resources": {
"CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "CUSTOM",
"MonitorSpecification": " { \"Dimensions\" : { \"Key\" : \"LINKED_ACCOUNT\",
\"Values\" : [ \"123456789012\", \"123456789013\" ] } }"
}
},
"AnomalyServiceMonitor": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "DIMENSIONAL",
"MonitorDimension": "SERVICE"
}
},
"AnomalySubscription": {
"Type": "AWS::CE::AnomalySubscription",
"Properties": {
"SubscriptionName": "SubscriptionName",
"Threshold": 100,
"Frequency": "DAILY",
"MonitorArnList": [
"CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount",
"AnomalyServiceMonitor"
],
"Subscribers": [
{
"Type": "EMAIL",
"Address": "abc@def.com"
}
]
}
}
}

}

YAML
Resources:
CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: "MonitorName"
MonitorType: "CUSTOM"
MonitorSpecification: '
{
"Dimensions" : {
"Key" : "LINKED_ACCOUNT",
"Values" : [ "123456789012", "123456789013" ]
}
}'
AnomalyServiceMonitor:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: 'MonitorName'
MonitorType: 'DIMENSIONAL'
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MonitorDimension: 'SERVICE'
AnomalySubscription:
Type: 'AWS::CE::AnomalySubscription'
Properties:
SubscriptionName: "SubscriptionName"
Threshold: 100
Frequency: "DAILY"
MonitorArnList: [
!Ref CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount,
!Ref AnomalyServiceMonitor
]
Subscribers: [
{
"Type": "EMAIL",
"Address": "abc@def.com"
}
]

以下の資料も参照してください。
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの AnomalyMonitor
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの CreateAnomalyMonitor
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの DeleteAnomalyMonitor
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの GetAnomalyMonitors
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの UpdateAnomalyMonitor

AWS::CE::AnomalySubscription
AWS::CE::AnomalySubscription リソースは、モニター、しきい値、およびサブスクライバーのリス
トを関連付ける、Cost Explorer のリソースタイプです。モニターによって検出された、しきい値を超える
異常に関する通知を配信します。その内容は詳細メタデータおよび AnomalySubscription オブジェク
トの現在の状態で構成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CE::AnomalySubscription",
"Properties" : {
"Frequency" : String,
"MonitorArnList" : [ String, ... ],
"Subscribers" : [ Subscriber (p. 2114), ... ],
"SubscriptionName" : String,
"Threshold" : Double
}

YAML
Type: AWS::CE::AnomalySubscription
Properties:
Frequency: String
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MonitorArnList:
- String
Subscribers:
- Subscriber (p. 2114)
SubscriptionName: String
Threshold: Double

プロパティ
Frequency
異常レポートが E メールで送信される頻度。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DAILY | IMMEDIATE | WEEKLY
Update requires: No interruption
MonitorArnList
コスト異常モニターのリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Subscribers
通知するサブスクライバーのリスト。
必須: はい
タイプ: Subscriber (p. 2114) のリスト
Update requires: No interruption
SubscriptionName
サブスクリプションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: [\S\s]*
Update requires: No interruption
Threshold
しきい値を超えた場合に通知をトリガーするドル価値。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: SubscriptionArn。以下
に例を示します。
{ "Ref": "myAnomalyMonitorLogicalName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AccountId
お客様の一意のアカウント ID。
SubscriptionArn
AnomalySubscription Amazon リソースネーム (ARN)。

例
モニターへのサブスクリプションのアタッチ
次の例は、サブスクリプションにアタッチされた 2 つのモニターを示しています。

JSON
{

"Resources": {
"CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "CUSTOM",
"MonitorSpecification": " { \"Dimensions\" : { \"Key\" : \"LINKED_ACCOUNT\",
\"Values\" : [ \"123456789012\", \"123456789013\" ] } }"
}
},
"AnomalyServiceMonitor": {
"Type": "AWS::CE::AnomalyMonitor",
"Properties": {
"MonitorName": "MonitorName",
"MonitorType": "DIMENSIONAL",
"MonitorDimension": "SERVICE"
}
},
"AnomalySubscription": {
"Type": "AWS::CE::AnomalySubscription",
"Properties": {
"SubscriptionName": "SubscriptionName",
"Threshold": 100,
"Frequency": "DAILY",

API バージョン 2010-05-15
2112

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Cost Explorer

}

}

}

}

"MonitorArnList": [
{"Ref": "CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount"},
{"Ref": "AnomalyServiceMonitor"}
],
"Subscribers": [
{
"Type": "EMAIL",
"Address": "abc@def.com"
}
]

YAML
Resources:
CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: "MonitorName"
MonitorType: "CUSTOM"
MonitorSpecification: '
{
"Dimensions" : {
"Key" : "LINKED_ACCOUNT",
"Values" : [ "123456789012", "123456789013" ]
}
}'
AnomalyServiceMonitor:
Type: 'AWS::CE::AnomalyMonitor'
Properties:
MonitorName: 'MonitorName'
MonitorType: 'DIMENSIONAL'
MonitorDimension: 'SERVICE'
AnomalySubscription:
Type: 'AWS::CE::AnomalySubscription'
Properties:
SubscriptionName: "SubscriptionName"
Threshold: 100
Frequency: "DAILY"
MonitorArnList: [
!Ref CustomAnomalyMonitorWithLinkedAccount,
!Ref AnomalyServiceMonitor
]
Subscribers: [
{
"Type": "EMAIL",
"Address": "abc@def.com"
}
]

以下の資料も参照してください。
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの AnomalySubscription
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの CreateAnomalySubscription
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの DeleteAnomalySubscription
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの GetAnomalySubscriptions
API バージョン 2010-05-15
2113

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Cost Explorer

• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの UpdateAnomalySubscription

AWS::CE::AnomalySubscription Subscriber
AnomalySubscription 通知の受信者。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Address" : String,
"Status" : String,
"Type" : String

YAML
Address: String
Status: String
Type: String

プロパティ
Address
メールアドレスまたは SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) (Type によります)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 302
パターン: (^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+=?^_‘{|}~-]+@[a-zA-Z0-9_-]+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+
$)|(^arn:(aws[a-zA-Z-]*):sns:[a-zA-Z0-9-]+:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9_-]+$)
Update requires: No interruption
Status
サブスクライバーが通知を受け入れるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CONFIRMED | DECLINED
Update requires: No interruption
Type
通知配信チャネル。
必須: はい
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タイプ: 文字列
許可された値: EMAIL | SNS
Update requires: No interruption

AWS::CE::CostCategory
AWS::CE::CostCategory リソースは、Cost Explorer およびや AWS Budgets など、AWS Billing and
Cost Management コンソールの製品全体で使用できるコストのグループを作成します。詳細について
は、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの Cost Categories によるコストの管理を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CE::CostCategory",
"Properties" : {
"DefaultValue" : String,
"Name" : String,
"Rules" : String,
"RuleVersion" : String,
"SplitChargeRules" : String
}

YAML
Type: AWS::CE::CostCategory
Properties:
DefaultValue: String
Name: String
Rules: String
RuleVersion: String
SplitChargeRules: String

プロパティ
DefaultValue
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
Cost Category の一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Rules
JSON 配列形式の CostCategoryRule の配列。

Note
ルールは順番に処理されます。明細項目に一致するルールが複数ある場合、照合する最初の
ルールを使用して、Cost Category 値が決定されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
RuleVersion
この特定の Cost Categoryのルールスキーマバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SplitChargeRules
コストカテゴリの値間で料金を割り当てるために使用する分割請求ルール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: テンプレートによって作成
される Cost Category の ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下の属性を使用できま
す。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Cost Category の一意の識別子。
EffectiveStart
Cost Category の有効開始日。
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例
2 つのルールを持つ Cost Category 部署
次の例では、2 つのルールを持つ Cost Category「部署」を作成します。

JSON
{

"CostCategoryDepartment": {
"Type": "AWS::CE::CostCategory",
"Properties": {
"Name": "Department",
"RuleVersion": "CostCategoryExpression.v1",
"Rules": "[
{
\"Value\":\"Engineering\",
\"Rule\": {
\"Dimensions\": {
\"Key\": \"LINKED_ACCOUNT\",
\"Values\": [ \"111111111111\" ]
}
}
},
{
\"Value\": \"Marketing\",
\"Rule\": {
\"Dimensions\": {
\"Key\": \"LINKED_ACCOUNT\",
\"Values\": [ \"222222222222\" ]
}
}
}
]"
}
}
}

YAML
CostCategoryDepartment:
Type: 'AWS::CE::CostCategory'
Properties:
Name: Department
RuleVersion: CostCategoryExpression.v1
Rules: '
[
{
"Value":"Engineering",
"Rule": {
"Dimensions": {
"Key": "LINKED_ACCOUNT",
"Values": [ "111111111111" ]
}
}
},
{
"Value":"Marketing",
"Rule": {
"Dimensions": {
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}

"Key": "LINKED_ACCOUNT",
"Values": [ "222222222222" ]
}

]'

以下の資料も参照してください。
• AWS Billing and Cost Management API リファレンスの CostCategory

AWS コストと使用状況レポート リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::CUR::ReportDefinition (p. 2118)

AWS::CUR::ReportDefinition
AWS コストと使用状況のレポートの定義。定義では、レポート名、時間単位、レポート形式、圧縮形
式、S3 バケット、追加のアーティファクト、およびスキーマ要素を指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::CUR::ReportDefinition",
"Properties" : {
"AdditionalArtifacts" : [ String, ... ],
"AdditionalSchemaElements" : [ String, ... ],
"BillingViewArn" : String,
"Compression" : String,
"Format" : String,
"RefreshClosedReports" : Boolean,
"ReportName" : String,
"ReportVersioning" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Prefix" : String,
"S3Region" : String,
"TimeUnit" : String
}

YAML
Type: AWS::CUR::ReportDefinition
Properties:
AdditionalArtifacts:
- String
AdditionalSchemaElements:

API バージョン 2010-05-15
2118

AWS CloudFormation ユーザーガイド
CUR
- String
BillingViewArn: String
Compression: String
Format: String
RefreshClosedReports: Boolean
ReportName: String
ReportVersioning: String
S3Bucket: String
S3Prefix: String
S3Region: String
TimeUnit: String

プロパティ
AdditionalArtifacts
このレポート用にアマゾン ウェブ サービスで作成するマニフェストのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AdditionalSchemaElements
アマゾン ウェブ サービスがレポートに含む追加のコンテンツを示す文字列のリスト (個別のリソース
ID など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
BillingViewArn
請求ビューの Amazon リソースネーム (ARN)。この値は、請求表示サービスのパブリック API を使用
して取得できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Compression
Amazon Web Services がレポートに使用する圧縮形式。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Format
Amazon Web Services がレポートを保存する形式。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RefreshClosedReports
アマゾン ウェブ サービスが過去の月に関連する料金を検出した場合において、レポートが確定され
た後にアマゾン ウェブ サービスでレポートを更新するかどうか。これらの料金には、返金、クレジッ
ト、またはサポート料金が含まれることがあります。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ReportName
作成するレポートの名前。名前は一意でなければならず、大文字と小文字が区別され、スペースを含
めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReportVersioning
アマゾン ウェブ サービスで各レポートの以前のバージョンを上書きするか、または以前のバージョン
に加えてレポートを配信するか。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CREATE_NEW_REPORT | OVERWRITE_REPORT
Update requires: Replacement
S3Bucket
Amazon Web Services がレポートを配信する S3 バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3Prefix
Amazon Web Services がレポートを配信するときに Amazon Web Services がレポート名に追加する
プレフィックス。プレフィックスにスペースを含めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3Region
Amazon Web Services がレポートを配信する S3 バケットのリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
TimeUnit
レポート内の行項目の詳細度。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
{ "Ref": "ReportName" }
作成するレポートの名前。名前は一意でなければならず、大文字と小文字が区別され、スペースを含める
ことはできません。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS Glue DataBrew リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::DataBrew::Dataset (p. 2121)
• AWS::DataBrew::Job (p. 2138)
• AWS::DataBrew::Project (p. 2158)
• AWS::DataBrew::Recipe (p. 2161)
• AWS::DataBrew::Schedule (p. 2189)

AWS::DataBrew::Dataset
新しい DataBrew データセットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataBrew::Dataset",
"Properties" : {
"Format" : String,
"FormatOptions" : FormatOptions (p. 2133),
"Input" : Input (p. 2134),
"Name" : String,
"PathOptions" : PathOptions (p. 2135),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::DataBrew::Dataset
Properties:
Format: String
FormatOptions:
FormatOptions (p. 2133)
Input:
Input (p. 2134)
Name: String
PathOptions:
PathOptions (p. 2135)
Tags:
- Tag

プロパティ
Format
Amazon S3 ファイルまたはフォルダから作成されるデータセットのファイル形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | EXCEL | JSON | PARQUET
Update requires: No interruption
FormatOptions
DataBrew がデータセット内のデータをどのように解釈するかを定義するオプション。
必須: いいえ
タイプ: FormatOptions (p. 2133)
Update requires: No interruption
Input
AWS Glue Data Catalog または Amazon S3 で、DataBrew がデータセットをどのように検索できるか
について説明します。
必須: はい
タイプ: Input (p. 2134)
Update requires: No interruption
Name
データセットの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
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PathOptions
DataBrew がデータセットの Amazon S3 パスを解釈する方法を定義する一連のオプション。
必須: いいえ
タイプ: PathOptions (p. 2135)
Update requires: No interruption
Tags
データセットに適用されたメタデータタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はリソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "myDataset" }
myDataset という名前の AWS Glue DataBrew データセットの場合、Ref はデータセットの名前を返し
ます。

例
データセットの作成
次の例では、新しい DataBrew データセットを作成します。

YAML
Resources:
TestDataBrewDataset:
Type: AWS::DataBrew::Dataset
Properties:
Name: dataset-name
Input:
S3InputDefinition:
Bucket: !Join [ '', ['databrew-cfn-integration-tests-', !Ref 'AWS::Region',
'-', !Ref 'AWS::AccountId' ] ]
Key: cocktails.json
FormatOptions:
Json:
MultiLine: True

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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}

}

"Description": "This CloudFormation template creates a DataBrew Dataset",
"Resources": {
"TestDataBrewDataset": {
"Type": "AWS::DataBrew::Dataset",
"Properties": {
"Name": "cf-test-dataset1",
"Input": {
"S3InputDefinition": {
"Bucket": "test-location",
"Key": "test.xlsx"
}
},
"FormatOptions": {
"Excel": {
"SheetNames": ["test"]
}
},
"Tags": [
{
"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}

AWS::DataBrew::Dataset CsvOptions
DataBrew がファイルからデータセットを作成するときにコンマ区切り値 (CSV) ファイルを読み取る方法
を定義する一連のオプションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Delimiter" : String,
"HeaderRow" : Boolean

YAML
Delimiter: String
HeaderRow: Boolean

プロパティ
Delimiter
CSV ファイルで使用されている区切り文字を指定する 1 文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 1
Update requires: No interruption
HeaderRow
ファイルの最初の行をヘッダーとして解析するかどうかを指定する変数。この値が false の場合、列
名は自動生成されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset DatabaseInputDefinition
データベースに保存されているデータセット入力ファイルの接続情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatabaseTableName" : String,
"GlueConnectionName" : String,
"TempDirectory" : S3Location (p. 2137)

YAML
DatabaseTableName: String
GlueConnectionName: String
TempDirectory:
S3Location (p. 2137)

プロパティ
DatabaseTableName
ターゲットデータベース内のテーブル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlueConnectionName
ターゲットデータベースの接続情報を保存する AWS Glue Connection。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TempDirectory
AWS Glue Data Catalog が一時ディレクトリとして使用できる Amazon の場所。
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必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2137)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset DataCatalogInputDefinition
AWS Glue Data Catalog に格納されたメタデータが、DataBrew データセットでどのように定義されるか
を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"TableName" : String,
"TempDirectory" : S3Location (p. 2137)

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
TableName: String
TempDirectory:
S3Location (p. 2137)

プロパティ
CatalogId
データ保存先であるデータカタログを保持する AWS アカウント の一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
DatabaseName
データカタログ内のデータベースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
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TableName
データカタログ内のデータベーステーブルの名前。このテーブルは、DatabRew データセットに対応
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
TempDirectory
AWS Glue Data Catalog が一時ディレクトリとして使用できる Amazon の場所。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2137)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset DatasetParameter
データセットの Amazon S3 パス内にあるパラメータのタイプと条件を定義するデータセットパラメータ
を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CreateColumn" : Boolean,
"DatetimeOptions" : DatetimeOptions (p. 2128),
"Filter" : FilterExpression (p. 2131),
"Name" : String,
"Type" : String

YAML
CreateColumn: Boolean
DatetimeOptions:
DatetimeOptions (p. 2128)
Filter:
FilterExpression (p. 2131)
Name: String
Type: String

プロパティ
CreateColumn
このパラメータのキャプチャ値をデータセットに追加列としてロードする必要があるかどうかを定義
するオプションのブール値。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DatetimeOptions
フォーマットやタイムゾーンなどの追加のパラメータオプション。datetime パラメータには必須で
す。
必須: いいえ
タイプ: DatetimeOptions (p. 2128)
Update requires: No interruption
Filter
パラメータに追加の一致条件を適用するためのオプションのフィルター式構造。
必須: いいえ
タイプ: FilterExpression (p. 2131)
Update requires: No interruption
Name
データセットの Amazon S3 パスで使用するパラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
データセットパラメータのタイプは、「文字列」、「数値」または「日付」のいずれかになります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset DatetimeOptions
データセットの Amazon S3 パスで使用する日時パラメータを正しく解釈するための追加オプションを表
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Format" : String,
"LocaleCode" : String,
"TimezoneOffset" : String
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YAML
Format: String
LocaleCode: String
TimezoneOffset: String

プロパティ
Format
Amazon S3 パスの日付パラメータに使用される日時形式を定義する必須オプション。サポートされて
いる日時指定子と区切り文字のみを使用する必要があります。すべての a～z または A～Z 文字は、一
重引用符で囲む必要があります。例:「MM.dd.yyyy-'at'-HH:mm」。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LocaleCode
一部の日付形式を正しく解釈するために必要な、米国以外のロケールコードのオプションの値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimezoneOffset
Amazon S3 パスの datetime パラメータ値のタイムゾーンオフセットオプションの値。このパラメー
タのフォーマットにタイムゾーンフィールドが含まれている場合は、使用しないでください。オフ
セットが指定されていない場合は、UTC を想定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset ExcelOptions
DataBrew が Microsoft Excel ファイルからデータセットを作成する際に、そのファイルをどのように解釈
するかを定義する一連のオプションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HeaderRow" : Boolean,
"SheetIndexes" : [ Integer, ... ],
"SheetNames" : [ String, ... ]
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YAML
HeaderRow: Boolean
SheetIndexes:
- Integer
SheetNames:
- String

プロパティ
HeaderRow
ファイルの最初の行をヘッダーとして解析するかどうかを指定する変数。この値が false の場合、列
名は自動生成されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SheetIndexes
Excel ファイル内の 1 つまたは複数のシート番号。データセットに含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
SheetNames
データセットに含まれる Excel ファイル内の 1 つまたは複数の名前付きシート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset FilesLimit
接続された Amazon S3 パスからデータセットに対して選択する必要がある Amazon S3 ファイルの数に課
せられる制限を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaxFiles" : Integer,
"Order" : String,
"OrderedBy" : String
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YAML
MaxFiles: Integer
Order: String
OrderedBy: String

プロパティ
MaxFiles
選択する Amazon S3 ファイルの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Order
選択する前に Amazon S3 ファイルのソートに使用する基準。デフォルトでは、降順を使用します。
つまり、最新のファイルが最初に選択されます。別の場合、値は昇順です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrderedBy
選択する前に Amazon S3 ファイルのソートに使用する基準。デフォルトでは、並べ替え条件として
LAST_MODIFIED_DATE を使用します。現在許容されている唯一の値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset FilterExpression
パラメータ条件を定義するための構造を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Expression" : String,
"ValuesMap" : [ FilterValue (p. 2132), ... ]

YAML
Expression: String
ValuesMap:
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- FilterValue (p. 2132)

プロパティ
Expression
条件名とそれに続く置換変数を含む式。グループ化され、他の条件と組み合わされる可能性があ
ります。たとえば、「(starts_with :prefix1 または starts_with :prefix2) と (ends_with :suffix1 または
ends_with :suffix2)」などです。置換変数は「:」記号で始まる必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ValuesMap
このフィルター式で使用される値への置換変数名のマップ。
必須: はい
タイプ: FilterValue (p. 2132) 一覧
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset FilterValue
FilterExpression の ValuesMap にある単一のエントリを表します。FilterValue は、式の置換変
数の名前をその値に関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Value" : String,
"ValueReference" : String

YAML
Value: String
ValueReference: String

プロパティ
Value
置換変数に関連付ける値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ValueReference
置換変数参照。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset FormatOptions
カンマ区切り値 (CSV)、Excel、または JSON 入力のいずれかの構造を定義する一連のオプションを表し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Csv" : CsvOptions (p. 2124),
"Excel" : ExcelOptions (p. 2129),
"Json" : JsonOptions (p. 2135)

YAML
Csv:
CsvOptions (p. 2124)
Excel:
ExcelOptions (p. 2129)
Json:
JsonOptions (p. 2135)

プロパティ
Csv
DataBrew によって CSV 入力がどのように解釈されるかを定義するオプション。
必須: いいえ
タイプ: CsvOptions (p. 2124)
Update requires: No interruption
Excel
Excel 入力が DataBrew によってどのように解釈されるかを定義するオプション。
必須: いいえ
タイプ: ExcelOptions (p. 2129)
Update requires: No interruption
Json
JSON 入力が DataBrew によってどのように解釈されるかを定義するオプション。
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必須: いいえ
タイプ: JsonOptions (p. 2135)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset Input
AWS Glue Data Catalog または Amazon S3 で DataBrew がデータを検索する方法に関する情報を表しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatabaseInputDefinition" : DatabaseInputDefinition (p. 2125),
"DataCatalogInputDefinition" : DataCatalogInputDefinition (p. 2126),
"S3InputDefinition" : S3Location (p. 2137)

YAML
DatabaseInputDefinition:
DatabaseInputDefinition (p. 2125)
DataCatalogInputDefinition:
DataCatalogInputDefinition (p. 2126)
S3InputDefinition:
S3Location (p. 2137)

プロパティ
DatabaseInputDefinition
データベースに保存されているデータセット入力ファイルの接続情報。
必須: いいえ
タイプ: DatabaseInputDefinition (p. 2125)
Update requires: No interruption
DataCatalogInputDefinition
データの AWS Glue Data Catalog パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DataCatalogInputDefinition (p. 2126)
Update requires: No interruption
S3InputDefinition
データが保存される Amazon S3 の場所。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2137)
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Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset JsonOptions
AWS Glue DataBrew による入力の解釈方法を定義する JSON 固有のオプションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MultiLine" : Boolean

YAML
MultiLine: Boolean

プロパティ
MultiLine
JSON 入力に埋め込みの新しい改行文字が含まれるかどうかを指定する値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset PathOptions
DataBrew がデータセット内にある特定の Amazon S3 パスのファイルを選択する方法を定義する一連のオ
プションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FilesLimit" : FilesLimit (p. 2130),
"LastModifiedDateCondition" : FilterExpression (p. 2131),
"Parameters" : [ PathParameter (p. 2136), ... ]

YAML
FilesLimit:
FilesLimit (p. 2130)
LastModifiedDateCondition:
FilterExpression (p. 2131)
Parameters:
- PathParameter (p. 2136)
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プロパティ
FilesLimit
この構造を指定した場合、選択する必要のあるファイル数に制限が課されます。
必須: いいえ
タイプ: FilesLimit (p. 2130)
Update requires: No interruption
LastModifiedDateCondition
この構造を指定した場合、Amazon S3 の LastModifiedDate 属性に基づいて、Amazon S3 オブジェク
トを一致させる日付範囲を定義します。
必須: いいえ
タイプ: FilterExpression (p. 2131)
Update requires: No interruption
Parameters
データセットの Amazon S3 パスで使用されるパラメータの名前をそれらの定義にマップする構造。
必須: いいえ
タイプ: PathParameter (p. 2136) 一覧
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset PathParameter
データセットのパスパラメータ内にある単一のエントリを表します。各 PathParameter は、名前とパラ
メータ定義で構成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatasetParameter" : DatasetParameter (p. 2127),
"PathParameterName" : String

YAML
DatasetParameter:
DatasetParameter (p. 2127)
PathParameterName: String

プロパティ
DatasetParameter
パスパラメータの定義。
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必須: はい
タイプ: DatasetParameter (p. 2127)
Update requires: No interruption
PathParameterName
パスパラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Dataset S3Location
DataBrew が入力データの読み込みや、ジョブの出力の書き込みを行える Amazon S3 の場所 (バケット名
はオブジェクトキー) を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
Update requires: No interruption
Key
バケット内のオブジェクトの一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 1280
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job
新しい DataBrew ジョブを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataBrew::Job",
"Properties" : {
"DatabaseOutputs" : [ DatabaseOutput (p. 2146), ... ],
"DataCatalogOutputs" : [ DataCatalogOutput (p. 2147), ... ],
"DatasetName" : String,
"EncryptionKeyArn" : String,
"EncryptionMode" : String,
"JobSample" : JobSample (p. 2149),
"LogSubscription" : String,
"MaxCapacity" : Integer,
"MaxRetries" : Integer,
"Name" : String,
"OutputLocation" : OutputLocation (p. 2152),
"Outputs" : [ Output (p. 2150), ... ],
"ProfileConfiguration" : ProfileConfiguration (p. 2153),
"ProjectName" : String,
"Recipe" : Recipe (p. 2154),
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Timeout" : Integer,
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::DataBrew::Job
Properties:
DatabaseOutputs:
- DatabaseOutput (p. 2146)
DataCatalogOutputs:
- DataCatalogOutput (p. 2147)
DatasetName: String
EncryptionKeyArn: String
EncryptionMode: String
JobSample:
JobSample (p. 2149)
LogSubscription: String
MaxCapacity: Integer
MaxRetries: Integer
Name: String
OutputLocation:
OutputLocation (p. 2152)
Outputs:
- Output (p. 2150)
ProfileConfiguration:

API バージョン 2010-05-15
2138

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DataBrew
ProfileConfiguration (p. 2153)
ProjectName: String
Recipe:
Recipe (p. 2154)
RoleArn: String
Tags:
- Tag
Timeout: Integer
Type: String

プロパティ
DatabaseOutputs
DataBrew レシピジョブの書き込み先を定義する JDBC データベース出力オブジェクトのリストを表
します。
必須: いいえ
タイプ: DatabaseOutput (p. 2146) のリスト
Update requires: No interruption
DataCatalogOutputs
ジョブの実行からの AWS Glue Data Catalog 出力を表す 1 つ以上のアーティファクト。
必須: いいえ
タイプ: DataCatalogOutput (p. 2147) のリスト
Update requires: No interruption
DatasetName
ジョブが処理するデータセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
EncryptionKeyArn
ジョブの出力を保護するために使用される暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細につい
ては、「DataBrew ジョブによって書き込まれたデータの暗号化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
EncryptionMode
ジョブの暗号化モード。次のいずれかになります。
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• SSE-KMS - AWS KMS で管理されたキーによるサーバー側の暗号化。
• SSE-S3 - Amazon S3 で管理されたキーによるサーバー側の暗号化。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SSE-KMS | SSE-S3
Update requires: No interruption
JobSample
プロファイルジョブのみの設定例。プロファイルジョブが実行される行の数を決定しま
す。JobSample 値が指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。デフォルト値は、
モードパラメータの場合は CUSTOM_ROWS、サイズパラメータの場合は 20,000 です。
必須: いいえ
タイプ: JobSample (p. 2149)
Update requires: No interruption
LogSubscription
ジョブの Amazon CloudWatch ログの現在のステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLE | ENABLE
Update requires: No interruption
MaxCapacity
ジョブがデータを処理するときに消費できるノードの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxRetries
ジョブ実行の失敗後に、このジョブを再試行する最大回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
Name
ジョブの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 240
Update requires: Replacement
OutputLocation
ジョブが出力を書き込む Amazon S3 または AWS Glue Data Catalog の場所。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocation (p. 2152)
Update requires: No interruption
Outputs
ジョブの実行からの出力を表す 1 つ以上のアーティファクト。
必須: いいえ
タイプ: 出力 (p. 2150)のリスト
Update requires: No interruption
ProfileConfiguration
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ProfileConfiguration (p. 2153)
Update requires: No interruption
ProjectName
ジョブが関連付けられているプロジェクトの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Recipe
ジョブが実行する一連のデータ変換ステップ。
必須: いいえ
タイプ: レシピ (p. 2154)
Update requires: No interruption
RoleArn
このジョブで引き受けるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
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最大: 2048
Update requires: No interruption
Tags
ジョブに適用されたメタデータタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
Timeout
ジョブのタイムアウト (分)。このタイムアウト期間より長く実行しようとするジョブは、TIMEOUT の
ステータスで終了します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
Type
ジョブのジョブタイプ。次のいずれかである必要があります。
• PROFILE - データセットを分析し、そのサイズ、データタイプ、データ分散などを決定するジョ
ブ。
• RECIPE - データセットに 1 つまたは複数の変換を適用するジョブ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: PROFILE | RECIPE
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はリソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "myJob" }
myJob という名前の AWS Glue DataBrew ジョブの場合、Ref はジョブの名前を返します。

例
ジョブの作成
次の例では、新しい DataBrew プロファイルジョブを作成します。

YAML
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Resources:
TestDataBrewJob:
Type: AWS::DataBrew::Job
Properties:
Type: PROFILE
Name: job-name
DatasetName: dataset-name
RoleArn: arn:aws:iam::12345678910:role/PassRoleAdmin
JobSample:
Mode: 'CUSTOM_ROWS'
Size: 50000
OutputLocation:
Bucket: !Join [ '', ['databrew-cfn-integration-tests-', !Ref 'AWS::Region', '-', !
Ref 'AWS::AccountId' ] ]
Tags: [{Key: key00AtCreate, Value: value001AtCreate}]

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "This CloudFormation template creates a DataBrew Profile Job",
"Resources": {
"MyDataBrewProfileJob": {
"Type": "AWS::DataBrew::Job",
"Properties": {
"Type": "PROFILE",
"Name": "job-test",
"DatasetName": "dataset-test",
"RoleArn": "arn:aws:iam::1234567891011:role/PassRoleAdmin",
"JobSample": {
"Mode": "FULL_DATASET"
},
"OutputLocation": {
"Bucket": "test-output",
"Key": "job-output.json"
},
"Tags": [
{
"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}
}

AWS::DataBrew::Job ColumnSelector
プロファイルジョブ設定用のデータセットからの列のセレクタ。1 つのセレクタには、列名または正規表
現のいずれかが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Name" : String,
"Regex" : String

YAML
Name: String
Regex: String

プロパティ
Name
データセットの列の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Regex
データセットから列を選択するための正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job ColumnStatisticsConfiguration
プロファイルジョブの列評価の設定。ColumnStatisticsConfiguration は、評価を選択し、特定の列の評価
のパラメータを上書きするために使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Selectors" : [ ColumnSelector (p. 2143), ... ],
"Statistics" : StatisticsConfiguration (p. 2157)

YAML
Selectors:
- ColumnSelector (p. 2143)
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Statistics:
StatisticsConfiguration (p. 2157)

プロパティ
Selectors
列セレクタのリスト。セレクタを使用して、データセットから列を選択できます。セレクタが未定義
の場合、設定はサポートされているすべての列に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ColumnSelector (p. 2143) のリスト
Update requires: No interruption
Statistics
評価の設定。統計を使用して、評価を選択し、評価のパラメータを上書きできます。
必須: はい
タイプ: StatisticsConfiguration (p. 2157)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job CsvOutputOptions
DataBrew がカンマ区切り値 (CSV) ファイルを書き込む方法を定義するオプションのセットを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Delimiter" : String

YAML
Delimiter: String

プロパティ
Delimiter
CSV ジョブ出力の作成に使用する区切り文字を指定する 1 文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1
Update requires: No interruption
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AWS::DataBrew::Job DatabaseOutput
DataBrew レシピジョブの書き込み先を定義する JDBC データベース出力オブジェクトを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatabaseOptions" : DatabaseTableOutputOptions (p. 2147),
"DatabaseOutputMode" : String,
"GlueConnectionName" : String

YAML
DatabaseOptions:
DatabaseTableOutputOptions (p. 2147)
DatabaseOutputMode: String
GlueConnectionName: String

プロパティ
DatabaseOptions
レシピジョブによって生成されたデータベース出力を DataBrew が書き込む方法と場所を指定するオ
プションを表します。
必須: はい
タイプ: DatabaseTableOutputOptions (p. 2147)
Update requires: No interruption
DatabaseOutputMode
データベースに書き込む出力モード。現在サポートされているオプション: NEW_TABLE。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NEW_TABLE
Update requires: No interruption
GlueConnectionName
ターゲットデータベースの接続情報を保存する AWS Glue 接続。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2146

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DataBrew

AWS::DataBrew::Job DatabaseTableOutputOptions
レシピジョブによって生成されたデータベース出力を DataBrew が書き込む方法と場所を指定するオプ
ションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TableName" : String,
"TempDirectory" : S3Location (p. 2155)

YAML
TableName: String
TempDirectory:
S3Location (p. 2155)

プロパティ
TableName
DataBrew がデータベース内で作成するテーブルの名前のプレフィックス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
TempDirectory
DataBrew が中間結果を保存できる Amazon S3 の場所 (バケット名とオブジェクトキー) を表します。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2155)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job DataCatalogOutput
レシピジョブによって生成された出力を DataBrew が書き込む方法と AWS Glue Data Catalog の場所を指
定するオプションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
2147

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DataBrew

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"DatabaseOptions" : DatabaseTableOutputOptions (p. 2147),
"Overwrite" : Boolean,
"S3Options" : S3TableOutputOptions (p. 2156),
"TableName" : String

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
DatabaseOptions:
DatabaseTableOutputOptions (p. 2147)
Overwrite: Boolean
S3Options:
S3TableOutputOptions (p. 2156)
TableName: String

プロパティ
CatalogId
データ保存先であるデータカタログを保持する AWS アカウント の一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
DatabaseName
データカタログ内のデータベースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
DatabaseOptions
レシピジョブによって生成されたデータベース出力を DataBrew が書き込む方法と場所を指定するオ
プションを表します。
必須: いいえ
タイプ: DatabaseTableOutputOptions (p. 2147)
Update requires: No interruption
Overwrite
値が true の場合、出力用に指定された場所のデータが新しい出力で上書きされることになりま
す。DatabaseOptions ではサポートされていません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
S3Options
レシピジョブによって生成された Amazon S3 出力を DataBrew が書き込む方法と場所を指定するオ
プションを表します。
必須: いいえ
タイプ: S3TableOutputOptions (p. 2156)
Update requires: No interruption
TableName
データカタログ内のテーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job JobSample
プロファイルジョブのみの設定例。プロファイルジョブが実行される行の数を決定します。JobSample
値が指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。デフォルト値は、モードパラメータの場合
は CUSTOM_ROWS、サイズパラメータの場合は 20,000 です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Mode" : String,
"Size" : Integer

YAML
Mode: String
Size: Integer

プロパティ
Mode
プロファイルジョブをデータセット全体で実行するか、指定した行数で実行するかを決定する値。こ
の値は、次のいずれかである必要があります。
• FULL_DATASET-プロファイルジョブはデータセット全体で実行されます。
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• CUSTOM_ROWS-プロファイルジョブは、Size パラメータで指定された行数で実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CUSTOM_ROWS | FULL_DATASET
Update requires: No interruption
Size
Sizeパラメーターは、モードが CUSTOM_ROWS の場合にのみ必要です。プロファイルジョブは、
指定された行数で実行されます。サイズの最大値は long.MAX_Value です。
Long.MAX_Value = 922372036854775807
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job Output
レシピジョブまたはプロファイルジョブによって生成された出力を Amazon S3 DataBrew が書き込む方法
と場所を指定するオプションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CompressionFormat" : String,
"Format" : String,
"FormatOptions" : OutputFormatOptions (p. 2152),
"Location" : S3Location (p. 2155),
"Overwrite" : Boolean,
"PartitionColumns" : [ String, ... ]

YAML
CompressionFormat: String
Format: String
FormatOptions:
OutputFormatOptions (p. 2152)
Location:
S3Location (p. 2155)
Overwrite: Boolean
PartitionColumns:
- String

プロパティ
CompressionFormat
ジョブの出力テキストの圧縮に使用される圧縮アルゴリズム。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BROTLI | BZIP2 | DEFLATE | GZIP | LZ4 | LZO | SNAPPY | ZLIB |
ZSTD
Update requires: No interruption
Format
ジョブの出力のデータ形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AVRO | CSV | GLUEPARQUET | JSON | ORC | PARQUET | TABLEAUHYPER |
XML
Update requires: No interruption
FormatOptions
DataBrew がジョブ出力ファイルをフォーマットする方法を定義するオプションを表します。
必須: いいえ
タイプ: OutputFormatOptions (p. 2152)
Update requires: No interruption
Location
ジョブが出力を書き込む Amazon S3 内の場所。
必須: はい
タイプ: S3Location (p. 2155)
Update requires: No interruption
Overwrite
値が true の場合、出力用に指定された場所のデータが新しい出力で上書きされることになります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PartitionColumns
ジョブの出力用の 1 つ以上のパーティション列の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
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AWS::DataBrew::Job OutputFormatOptions
カンマ区切り (CSV) ジョブ出力の構造を定義するオプションのセットを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Csv" : CsvOutputOptions (p. 2145)

YAML
Csv:
CsvOutputOptions (p. 2145)

プロパティ
Csv
カンマ区切り値 (CSV) ジョブ出力の構造を定義するオプションのセットを表します。
必須: いいえ
タイプ: CsvOutputOptions (p. 2145)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job OutputLocation
ジョブが出力を書き込む Amazon S3 内の場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット名。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
バケット内のオブジェクトの一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job ParameterMap
ParameterMap プロパティタイプは、AWS::DataBrew::Job (p. 2138) には Property description not
available. を指定します。

AWS::DataBrew::Job ProfileConfiguration
プロファイルジョブの設定。設定を使用して、列の選択、評価の実行、評価のデフォルトパラメータの上
書きを行うことができます。設定が未定義の場合、プロファイルジョブは、サポートされているすべての
列にデフォルト設定を適用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColumnStatisticsConfigurations" : [ ColumnStatisticsConfiguration (p. 2144), ... ],
"DatasetStatisticsConfiguration" : StatisticsConfiguration (p. 2157),
"ProfileColumns" : [ ColumnSelector (p. 2143), ... ]

YAML
ColumnStatisticsConfigurations:
- ColumnStatisticsConfiguration (p. 2144)
DatasetStatisticsConfiguration:
StatisticsConfiguration (p. 2157)
ProfileColumns:
- ColumnSelector (p. 2143)

プロパティ
ColumnStatisticsConfigurations
列評価の設定のリスト。ColumnStatisticsConfiguration は、評価を選択し、特定の列の評価のパラ
メータを上書きするために使用されます。ColumnStatisticsConfigurations が未定義の場合、プロファ
イルジョブはサポートされているすべての列をプロファイリングし、サポートされているすべての評
価を実行します。
必須: いいえ
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タイプ: ColumnStatisticsConfiguration (p. 2144) のリスト
Update requires: No interruption
DatasetStatisticsConfiguration
列間評価の設定。設定を使用して、評価を選択し、評価のパラメータを上書きできます。設定が未定
義の場合、プロファイルジョブはサポートされているすべての列間評価を実行します。
必須: いいえ
タイプ: StatisticsConfiguration (p. 2157)
Update requires: No interruption
ProfileColumns
列セレクタのリスト。ProfileColumns を使用すると、データセットから列を選択できま
す。ProfileColumns が未定義の場合、プロファイルジョブはサポートされているすべての列をプロ
ファイリングします。
必須: いいえ
タイプ: ColumnSelector (p. 2143) のリスト
Update requires: No interruption

AWS# DatabRew# ジョブレシピ
DatabBrew データセットに対して実行される 1 つ以上のアクションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String

プロパティ
Name
レシピの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
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Update requires: No interruption
Version
レシピのバージョンの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job S3Location
DataBrew が入力データの読み込みや、ジョブの出力の書き込みを行える Amazon S3 の場所 (バケット名
はオブジェクトキー) を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
Update requires: No interruption
Key
バケット内のオブジェクトの一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1280
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Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job S3TableOutputOptions
レシピジョブによって生成された Amazon S3 出力を DataBrew が書き込む方法と場所を指定するオプ
ションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Location" : S3Location (p. 2155)

YAML
Location:
S3Location (p. 2155)

プロパティ
Location
DataBrew がジョブからの出力を書き込める Amazon S3 の場所 (バケット名はオブジェクトキー) を表
します。
必須: はい
タイプ: S3Location (p. 2155)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job StatisticOverride
プロファイルジョブの特定の評価を上書きします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Parameters" : ParameterMap (p. 2153),
"Statistic" : String

YAML
Parameters:
ParameterMap (p. 2153)
Statistic: String
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プロパティ
Parameters
評価のパラメータの上書きを含むマップ。
必須: はい
タイプ: ParameterMap (p. 2153)
Update requires: No interruption
Statistic
評価の名前
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[A-Z\_]+$
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Job StatisticsConfiguration
プロファイルジョブの評価の設定。この設定を使用して、評価を選択し、選択した評価のパラメータを上
書きできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IncludedStatistics" : [ String, ... ],
"Overrides" : [ StatisticOverride (p. 2156), ... ]

YAML
IncludedStatistics:
- String
Overrides:
- StatisticOverride (p. 2156)

プロパティ
IncludedStatistics
含まれる評価のリスト。リストが未定義の場合、サポートされているすべての評価が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
Overrides
評価の上書きのリスト。
必須: いいえ
タイプ: StatisticOverride (p. 2156) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Project
新しい AWS Glue DataBrew プロジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataBrew::Project",
"Properties" : {
"DatasetName" : String,
"Name" : String,
"RecipeName" : String,
"RoleArn" : String,
"Sample" : Sample (p. 2161),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataBrew::Project
Properties:
DatasetName: String
Name: String
RecipeName: String
RoleArn: String
Sample:
Sample (p. 2161)
Tags:
- Tag

プロパティ
DatasetName
プロジェクトが作用するデータセット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
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Update requires: No interruption
Name
プロジェクトの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
RecipeName
プロジェクトセッション中に開発されるレシピの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
RoleArn
このプロジェクトのために引き受けるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
Sample
データに適用するサンプルサイズとサンプリングタイプ。このパラメータが指定されていない場合、
サンプルはデータセットの最初の 500 行を含みます。
必須: いいえ
タイプ: サンプル (p. 2161)
Update requires: No interruption
Tags
プロジェクトに適用されているメタデータタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はリソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "myProject" }
myProject という名前の AWS Glue DataBrew プロジェクトの場合、Ref はプロジェクトの名前を返し
ます。

例
プロジェクトの作成
次の例では、新しい DataBrew プロジェクトを作成します。

YAML
Resources:
TestDataBrewProject:
Type: AWS::DataBrew::Project
Properties:
Name: project-name
RecipeName: recipe-name
DatasetName: dataset-name
RoleArn: arn:aws:iam::12345678910:role/PassRoleAdmin
Sample:
Size: 500
Type: LAST_N

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "This CloudFormation template creates a DataBrew Project",
"Resources": {
"MyDataBrewProject": {
"Type": "AWS::DataBrew::Project",
"Properties": {
"Name": "test-project",
"RecipeName": "test-project-recipe",
"DatasetName": "test-dataset",
"RoleArn": "arn:aws:iam::1234567891011:role/PassRoleAdmin",
"Sample": {
"Size": 500,
"Type": "LAST_N"
},
"Tags": [
{
"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}
}
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}

AWS# DataBrew# プロジェクトサンプル
対話型データ分析に使用する DataBrew のサンプルサイズとサンプリングタイプを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Size" : Integer,
"Type" : String

YAML
Size: Integer
Type: String

プロパティ
Size
サンプル内の行数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 5000
Update requires: No interruption
Type
DataBrew がデータセットから行を取得する方法。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FIRST_N | LAST_N | RANDOM
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe
新しい AWS Glue DataBrew 変換レシピを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataBrew::Recipe",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Steps" : [ RecipeStep (p. 2186), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataBrew::Recipe
Properties:
Description: String
Name: String
Steps:
- RecipeStep (p. 2186)
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
レシピの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
レシピの一意の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
Steps
レシピによって定義されたステップのリスト。
必須: はい
タイプ: RecipeStep (p. 2186) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
レシピに適用されているメタデータタグ。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はリソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "myRecipe" }
myRecipe という名前の AWS Glue DataBrew レシピの場合、Ref はレシピの名前を返します。

例
レシピの作成
次の例では、新しい DataBrew レシピを作成します。

YAML
Resources:
TestDataBrewRecipe:
Type: AWS::DataBrew::Recipe
Properties:
Name: recipe-name
Description: This is the recipe description.
Steps:
- Action:
Operation: EXTRACT_PATTERN
Parameters:
SourceColumn: Consulate
Pattern: A
TargetColumn: extract_pattern
ConditionExpressions:
- Condition : LESS_THAN_EQUAL
Value: 5
TargetColumn: Target
Tags: [{Key: key00AtCreate, Value: value001AtCreate}]

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "This CloudFormation template creates a DataBrew Recipe",
"Resources": {
"MyDataBrewRecipe": {
"Type": "AWS::DataBrew::Recipe",
"Properties": {
"Name": "na-recipe-cf-test",
"Description": "This is the recipe description.",
"Steps":[
{
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"Action":{
"Operation":"EXTRACT_PATTERN",
"Parameters":{
"SourceColumn": "Consulate",
"Pattern": "A",
"TargetColumn": "extract_pattern"
}

},

"ConditionExpressions":[
{
"Condition": "LESS_THAN",
"ConditionValue": "2",
"TargetColumn": "target"
},
{
"Condition": "GREATER_THAN",
"Value": "0",
"TargetColumn": "target"
}
]

}
],
"Tags": [
{

}

}

}

}

]

}

"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"

AWS::DataBrew::Recipe Action
AWS Glue DataBrew データセットに変更を適用するために使用される変換と、関連するパラメータを表し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Operation" : String,
"Parameters" : ParameterMap (p. 2167)

YAML
Operation: String
Parameters:
ParameterMap (p. 2167)

プロパティ
Operation
データに対して実行される有効な DataBrew 変換の名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
変換のコンテキストパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: ParameterMap (p. 2167)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe ConditionExpression
true または false で評価される個々の条件を表します。
条件はレシピアクションで使用されます。アクションは、条件が true と評価されるカラム値に対してのみ
実行されます。
レシピに複数の条件が必要な場合、レシピは複数の ConditionExpression 要素を指定する必要があり
ます。各条件は、レシピアクションが実行される前に、始めにデータセットの行に適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Condition" : String,
"TargetColumn" : String,
"Value" : String

YAML
Condition: String
TargetColumn: String
Value: String

プロパティ
Condition
レシピアクションに適用する特定の条件。詳細については、AWS Glue DataBrew デベロッパーガイ
ドの Recipe structure を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[A-Z\_]+$
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Update requires: No interruption
TargetColumn
この条件を適用する列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Value
条件が成功するために、条件によって評価される必要がある値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe DataCatalogInputDefinition
AWS Glue Data Catalog に保存されたメタデータが、DataBrew データセットでどのように定義されるか
を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"TableName" : String,
"TempDirectory" : S3Location (p. 2187)

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
TableName: String
TempDirectory:
S3Location (p. 2187)

プロパティ
CatalogId
データ保存先であるデータカタログを保持する AWS アカウント の一意の識別子。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
DatabaseName
データカタログ内のデータベースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
TableName
データカタログ内のデータベーステーブルの名前。このテーブルは、DatabRew データセットに対応
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
TempDirectory
DataBrew が中間結果を保存できる Amazon の場所を表します。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2187)
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe ParameterMap
レシピ変換のコンテキストパラメータ。

AWS::DataBrew::Recipe RecipeParameters
さまざまなレシピアクションの入力として使用されるパラメータ。パラメータは使用されるコンテキスト
に固有です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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"AggregateFunction" : String,
"Base" : String,
"CaseStatement" : String,
"CategoryMap" : String,
"CharsToRemove" : String,
"CollapseConsecutiveWhitespace" : String,
"ColumnDataType" : String,
"ColumnRange" : String,
"Count" : String,
"CustomCharacters" : String,
"CustomStopWords" : String,
"CustomValue" : String,
"DatasetsColumns" : String,
"DateAddValue" : String,
"DateTimeFormat" : String,
"DateTimeParameters" : String,
"DeleteOtherRows" : String,
"Delimiter" : String,
"EndPattern" : String,
"EndPosition" : String,
"EndValue" : String,
"ExpandContractions" : String,
"Exponent" : String,
"FalseString" : String,
"GroupByAggFunctionOptions" : String,
"GroupByColumns" : String,
"HiddenColumns" : String,
"IgnoreCase" : String,
"IncludeInSplit" : String,
"Input" : Json,
"Interval" : String,
"IsText" : String,
"JoinKeys" : String,
"JoinType" : String,
"LeftColumns" : String,
"Limit" : String,
"LowerBound" : String,
"MapType" : String,
"ModeType" : String,
"MultiLine" : Boolean,
"NumRows" : String,
"NumRowsAfter" : String,
"NumRowsBefore" : String,
"OrderByColumn" : String,
"OrderByColumns" : String,
"Other" : String,
"Pattern" : String,
"PatternOption1" : String,
"PatternOption2" : String,
"PatternOptions" : String,
"Period" : String,
"Position" : String,
"RemoveAllPunctuation" : String,
"RemoveAllQuotes" : String,
"RemoveAllWhitespace" : String,
"RemoveCustomCharacters" : String,
"RemoveCustomValue" : String,
"RemoveLeadingAndTrailingPunctuation" : String,
"RemoveLeadingAndTrailingQuotes" : String,
"RemoveLeadingAndTrailingWhitespace" : String,
"RemoveLetters" : String,
"RemoveNumbers" : String,
"RemoveSourceColumn" : String,
"RemoveSpecialCharacters" : String,
"RightColumns" : String,
"SampleSize" : String,
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}

"SampleType" : String,
"SecondaryInputs" : [ SecondaryInput (p. 2188), ... ],
"SecondInput" : String,
"SheetIndexes" : [ Integer, ... ],
"SheetNames" : [ String, ... ],
"SourceColumn" : String,
"SourceColumn1" : String,
"SourceColumn2" : String,
"SourceColumns" : String,
"StartColumnIndex" : String,
"StartPattern" : String,
"StartPosition" : String,
"StartValue" : String,
"StemmingMode" : String,
"StepCount" : String,
"StepIndex" : String,
"StopWordsMode" : String,
"Strategy" : String,
"TargetColumn" : String,
"TargetColumnNames" : String,
"TargetDateFormat" : String,
"TargetIndex" : String,
"TimeZone" : String,
"TokenizerPattern" : String,
"TrueString" : String,
"UdfLang" : String,
"Units" : String,
"UnpivotColumn" : String,
"UpperBound" : String,
"UseNewDataFrame" : String,
"Value" : String,
"Value1" : String,
"Value2" : String,
"ValueColumn" : String,
"ViewFrame" : String

YAML
AggregateFunction: String
Base: String
CaseStatement: String
CategoryMap: String
CharsToRemove: String
CollapseConsecutiveWhitespace: String
ColumnDataType: String
ColumnRange: String
Count: String
CustomCharacters: String
CustomStopWords: String
CustomValue: String
DatasetsColumns: String
DateAddValue: String
DateTimeFormat: String
DateTimeParameters: String
DeleteOtherRows: String
Delimiter: String
EndPattern: String
EndPosition: String
EndValue: String
ExpandContractions: String
Exponent: String
FalseString:
String
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GroupByAggFunctionOptions: String
GroupByColumns: String
HiddenColumns: String
IgnoreCase: String
IncludeInSplit: String
Input: Json
Interval: String
IsText: String
JoinKeys: String
JoinType: String
LeftColumns: String
Limit: String
LowerBound: String
MapType: String
ModeType: String
MultiLine: Boolean
NumRows: String
NumRowsAfter: String
NumRowsBefore: String
OrderByColumn: String
OrderByColumns: String
Other: String
Pattern: String
PatternOption1: String
PatternOption2: String
PatternOptions: String
Period: String
Position: String
RemoveAllPunctuation: String
RemoveAllQuotes: String
RemoveAllWhitespace: String
RemoveCustomCharacters: String
RemoveCustomValue: String
RemoveLeadingAndTrailingPunctuation: String
RemoveLeadingAndTrailingQuotes: String
RemoveLeadingAndTrailingWhitespace: String
RemoveLetters: String
RemoveNumbers: String
RemoveSourceColumn: String
RemoveSpecialCharacters: String
RightColumns: String
SampleSize: String
SampleType: String
SecondaryInputs:
- SecondaryInput (p. 2188)
SecondInput: String
SheetIndexes:
- Integer
SheetNames:
- String
SourceColumn: String
SourceColumn1: String
SourceColumn2: String
SourceColumns: String
StartColumnIndex: String
StartPattern: String
StartPosition: String
StartValue: String
StemmingMode: String
StepCount: String
StepIndex: String
StopWordsMode: String
Strategy: String
TargetColumn: String
TargetColumnNames: String
TargetDateFormat: String
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TargetIndex: String
TimeZone: String
TokenizerPattern: String
TrueString:
String
UdfLang: String
Units: String
UnpivotColumn: String
UpperBound: String
UseNewDataFrame: String
Value: String
Value1: String
Value2: String
ValueColumn: String
ViewFrame: String

プロパティ
AggregateFunction
適用する集計関数の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Base
カウントシステムで使用される桁数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CaseStatement
レシピに関連付けられた Case ステートメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CategoryMap
ワンホットエンコーディングに使用されるカテゴリマップ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CharsToRemove
ワンホットエンコーディングまたはトークン分割を適用するステップから削除する文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
CollapseConsecutiveWhitespace
単語以外、句読点以外の文字を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColumnDataType
列のデータ型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColumnRange
ステップが適用される列の範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Count
文字列を繰り返す必要のある回数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomCharacters
コンテキストに応じて、置換または削除できる 1 つまたは複数の文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomStopWords
単語トークン分割を適用するステップで無視する単語のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomValue
オペレーションを完了するために値を指定する必要のあるステップで、使用されるカスタム値のリス
ト。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatasetsColumns
プロジェクトに含まれるデータセット列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DateAddValue
日付計算で加算または減算する時刻の単位を指定する値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DateTimeFormat
日付に適用する日付形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DateTimeParameters
日時に関連付けられたパラメータのセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeleteOtherRows
カテゴリマッピング内のマップされていない行を削除すべきかどうかを判断します
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Delimiter
テキストファイル内の区切り値を解析するときに使用する区切り記号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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EndPattern
割り当てる終了パターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EndPosition
割り当てる終了位置。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EndValue
割り当てる終了値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExpandContractions
単語の省略と展開のリスト。例: can't; cannot; can not.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Exponent
指数演算に適用する指数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FalseString
FALSE を表す値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GroupByAggFunctionOptions
集約に使用される GROUP BY に適用するオプションを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GroupByColumns
GROUP BY 句で使用する列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HiddenColumns
非表示にする列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IgnoreCase
小文字と大文字が同等に扱われることを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludeInSplit
この列が分割変換に関係しているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Input
データセットのロード元となる入力場所 - Amazon S3 または AWS Glue Data Catalog。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Interval
分割する文字の数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IsText
内容がテキストかどうかを示します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JoinKeys
結合に関与するキーまたは列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JoinType
使用する結合のタイプ。例えば、INNER JOIN、OUTER JOIN、他。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LeftColumns
結合の左側にある列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Limit
文字列内で split または replaceBy を実行する回数
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LowerBound
値の下限。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MapType
新しい DynamicFrame の構築に適用するマッピングのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ModeType
複数のモード値がある場合に、モード値の計算方法を決定します。有効な値: NONE | AVERAGE |
MINIMUM | MAXIMUM
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MultiLine
JSON 入力に埋め込みの新しい改行文字が含めるかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NumRows
ウィンドウ内で考慮する行数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRowsAfter
ウィンドウ内の現在の行の後に考慮する行数
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRowsBefore
ウィンドウ内の現在の行の前に考慮する行数
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrderByColumn
結果を並べ替えるための列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrderByColumns
結果を並べ替えるための列。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Other
カテゴリ別マッピングで、マッピングされていないセルに割り当てる値
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Pattern
割り当てるパターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatternOption1
分割する開始パターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatternOption2
分割する終了パターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatternOptions
複数の区切り記号による分割の場合: パターンをフォーマットにリスト化する JSON エンコードされ
た文字列。例: [{\"pattern\":\"1\",\"includeInSplit\":true}]
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Period
ローリングウィンドウのサイズ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Position
文字列内の文字インデックス
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveAllPunctuation
true の場合、次の文字をすべて削除します: . .! ., .?
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveAllQuotes
true の場合、一重引用符と二重引用符をすべて削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveAllWhitespace
true の場合、値からすべての空白を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveCustomCharacters
true の場合、CustomCharacters で指定されたすべての文字を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveCustomValue
true の場合、CustomValue で指定されたすべての文字を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveLeadingAndTrailingPunctuation
true の場合、次の文字が値の先頭または末尾にある場合に削除します。. ! , ?
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RemoveLeadingAndTrailingQuotes
true の場合、値の先頭と末尾から一重引用符と二重引用符を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveLeadingAndTrailingWhitespace
true の場合、値の先頭と末尾からすべての空白を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveLetters
true の場合、大文字と小文字のアルファベット (A～Z、a～z) をすべて削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveNumbers
true の場合、すべての数字 (0～9) を削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveSourceColumn
true の場合、元の列はその列のネストを解除した後に削除されます。(Map、Struct、Array などネス
トされた列タイプで使用)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoveSpecialCharacters
true の場合、次の文字をすべて削除します: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ?
@ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RightColumns
結合の右側にある列。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SampleSize
サンプル内の行数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SampleType
データセットに適用するサンプリングタイプ。有効な値: FIRST_N | LAST_N | RANDOM
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecondaryInputs
UNION 変換の二次入力のリスト
必須: いいえ
タイプ: SecondaryInput (p. 2188) のリスト
Update requires: No interruption
SecondInput
結合に使用される 2 番目のデータセットを示すオブジェクト値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SheetIndexes
Excel ファイル内の 1 つまたは複数のシート番号。データセットに含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
SheetNames
Excel ファイル内の 1 つまたは複数の名前付きシート。データセットに含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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SourceColumn
オペレーション、ステップ、またはトランスフォームに必要なソース列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceColumn1
オペレーション、ステップ、またはトランスフォームに必要なソース列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceColumn2
オペレーション、ステップ、またはトランスフォームに必要なソース列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceColumns
オペレーション、ステップ、またはトランスフォームに必要なソース列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartColumnIndex
オペレーション、ステップ、またはトランスフォームに使用される最初の列のインデックス番号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartPattern
割り当てる開始パターン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartPosition
割り当てる開始位置。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartValue
割り当てる開始値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StemmingMode
このオペレーションが、語幹と補語 (ベースワード) を単語トークン分割に使用していることを示しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StepCount
このレシピのトランスフォームの合計数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StepIndex
ステップのインデックス ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StopWordsMode
このオペレーションが、単語トークン分割の一部に、ストップワードを使用していることを示しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Strategy
あいまいさの解決に適用する解決戦略。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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TargetColumn
このオペレーションの対象となる例。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetColumnNames
このオペレーションによって変更された列に付ける名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetDateFormat
変換する日付形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetIndex
このオペレーションの対象となるオブジェクトのインデックス番号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeZone
日付に使用する現在のタイムゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenizerPattern
テキストを単語に分割するときに使用する正規表現。単語またはトークンとも呼ばれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TrueString
TRUE を表すために使用する値。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UdfLang
ユーザー定義の関数に使用される言語。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Units
時間の単位を指定例: MINUTES; SECONDS; HOURS; など。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UnpivotColumn
列を行としてキャストし、各値が単一列内で異なる行になるようにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UpperBound
値の上限。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseNewDataFrame
データセットを保持する新しいコンテナを作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
比較、置換、またはコンテキストに固有の他の方法で使用できる静的値。Value は、それを使用する
レシピアクションに応じて、数値、文字列、またはその他のデータ型になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Value1
このオペレーションで使用される値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value2
このオペレーションで使用される値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ValueColumn
このオペレーションで使用される値として提供される列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ViewFrame
現在表示可能な行のサブセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe RecipeStep
実行される DataBrew レシピのうちの 1 つのステップを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : Action (p. 2164),
"ConditionExpressions" : [ ConditionExpression (p. 2165), ... ]

YAML
Action:
Action (p. 2164)
ConditionExpressions:
- ConditionExpression (p. 2165)
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プロパティ
Action
レシピステップで実行される特定のアクション。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 2164)
Update requires: No interruption
ConditionExpressions
レシピステップを成功させるには、1 つまたは複数の条件を満たす必要があります。

Note
列内のすべての条件を満たしている必要があります。つまり、すべての条件を、論理 AND 演
算を使用して結合する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ConditionExpression (p. 2165) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe S3Location
DataBrew が入力データの読み込みや、ジョブの出力の書き込みを行える Amazon S3 の場所 (バケット名
はオブジェクトキー) を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
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最大: 63
Update requires: No interruption
Key
バケット内のオブジェクトの一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1280
Update requires: No interruption

AWS::DataBrew::Recipe SecondaryInput
UNION 変換の二次入力を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataCatalogInputDefinition" : DataCatalogInputDefinition (p. 2166),
"S3InputDefinition" : S3Location (p. 2187)

YAML
DataCatalogInputDefinition:
DataCatalogInputDefinition (p. 2166)
S3InputDefinition:
S3Location (p. 2187)

プロパティ
DataCatalogInputDefinition
データの AWS Glue Data Catalog パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DataCatalogInputDefinition (p. 2166)
Update requires: No interruption
S3InputDefinition
データが保存される Amazon S3 の場所。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 2187)
Update requires: No interruption
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AWS::DataBrew::Schedule
1 つ以上の AWS Glue DataBrew ジョブの新しいスケジュールを指定します。ジョブは、特定の日時に実
行することも、定期的に実行することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataBrew::Schedule",
"Properties" : {
"CronExpression" : String,
"JobNames" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataBrew::Schedule
Properties:
CronExpression: String
JobNames:
- String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CronExpression
ジョブを実行する日付と時刻。詳細については、AWS Glue DataBrew デベロッパーガイドの Cron
expressions を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
Update requires: No interruption
JobNames
スケジュールに従って、実行するジョブのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
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Name
スケジュールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: Replacement
Tags
スケジュールに適用されているメタデータタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はリソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref": "mySchedule" }
mySchedule という名前の AWS Glue DataBrew スケジュールの場合、Ref はスケジュールの名前を返し
ます。

例
スケジュールの作成
次の例では、新しい DataBrew スケジュールを作成します。

YAML
Resources:
TestDataBrewSchedule:
Type: AWS::DataBrew::Schedule
Properties:
JobNames: ["job-name"]
Name: schedule-name
CronExpression: "cron(0 0/1 ? * * *)"
Tags: [{Key: key00AtCreate, Value: value001AtCreate}]

JSON
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{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "This CloudFormation template creates a DataBrew Schedule",
"Resources": {
"MyDataBrewSchedule": {
"Type": "AWS::DataBrew::Schedule",
"Properties": {
"JobNames": ["job-test"],
"Name": "cf-test-schedule1",
"CronExpression": "cron(0 0/1 ? * * *)"
},
"Tags": [
{
"Key": "key00AtCreate",
"Value": "value001AtCreate"
}
]
}
}

Amazon Data Lifecycle Manager リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::DLM::LifecyclePolicy (p. 2191)

AWS::DLM::LifecyclePolicy
Amazon EBS リソースに対するオペレーションを自動化するために使用されるライフサイクルポリシーを
指定します。
プロパティは、ライフサイクルポリシーを追加する場合は必須であり、ライフサイクルポリシーを更新す
る場合はオプションです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DLM::LifecyclePolicy",
"Properties" : {
"Description" : String,
"ExecutionRoleArn" : String,
"PolicyDetails" : PolicyDetails (p. 2207),
"State" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DLM::LifecyclePolicy
Properties:
Description: String
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ExecutionRoleArn: String
PolicyDetails:
PolicyDetails (p. 2207)
State: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
ライフサイクルポリシーの説明。文字 ^[0-9A-Za-z _-]+$ がサポートされています。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 500
パターン: [0-9A-Za-z _-]+
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
ライフサイクルポリシーで指定されたオペレーションの実行に使用される IAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: arn:aws(-[a-z]{1,3}){0,2}:iam::\d+:role/.*
Update requires: No interruption
PolicyDetails
ライフサイクルポリシーの設定の詳細。
必須: 条件付き
タイプ: PolicyDetails (p. 2207)
Update requires: No interruption
State
ライフサイクルポリシーのアクティベーションのステータス。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED | ERROR
Update requires: No interruption
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Tags
作成時にライフサイクルポリシーに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ライフサイクルポリシーの
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ライフサイクルポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
ライフサイクルポリシーの作成
次の例は、クロスリージョンコピールールを使用して基本的なスナップショットライフサイクルポリシー
を作成する方法を示しています。

JSON
{

"Description": "Basic LifecyclePolicy",
"Resources": {
"BasicLifecyclePolicy": {
"Type": "AWS::DLM::LifecyclePolicy",
"Properties": {
"Description": "Lifecycle Policy using CloudFormation",
"State": "ENABLED",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
"PolicyDetails": {
"ResourceTypes": [
"VOLUME"
],
"TargetTags": [{
"Key": "costcenter",
"Value": "115"
}],
"Schedules": [{
"Name": "Daily Snapshots",
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}

}

}

}

}

}]

"TagsToAdd": [{
"Key": "type",
"Value": "DailySnapshot"
}],
"CreateRule": {
"Interval": 12,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"13:00"
]
},
"RetainRule": {
"Count": 1
},
"CopyTags": true,
"CrossRegionCopyRules": [{
"Encrypted": false,
"Target": "us-east-1"
}]

以下の資料も参照してください。
• CreateLifecyclePolicy in the Amazon Data Lifecycle Manager API リファレンス
• Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Amazon EBS スナップショットライフサイクルの自
動化」

AWS::DLM::LifecyclePolicy Action
イベントベースのポリシーのアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CrossRegionCopy" : [ CrossRegionCopyAction (p. 2197), ... ],
"Name" : String

YAML
CrossRegionCopy:
- CrossRegionCopyAction (p. 2197)
Name: String

プロパティ
CrossRegionCopy
リージョン間で共有されたスナップショットをコピーするためのルール。
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必須: はい
タイプ: CrossRegionCopyAction (p. 2197)のリスト。
最大: 3
Update requires: No interruption
Name
アクションの内容を示す名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 120
パターン: [0-9A-Za-z _-]+
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy CreateRule
EBS ボリュームのスナップショットを作成するタイミングを指定します。
Cron 式または間隔、間隔単位、開始時刻を指定する必要があります。両方を指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CronExpression" : String,
"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String,
"Location" : String,
"Times" : [ String, ... ]

YAML
CronExpression: String
Interval: Integer
IntervalUnit: String
Location: String
Times:
- String

プロパティ
CronExpression
Cron 式としてのスケジュール。スケジュールの間隔は、1 時間から 1 年の間である必要があります。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Cron 式」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 17
最大: 106
パターン: cron\([^\n]{11,100}\)
Update requires: No interruption
Interval
スナップショット作成の間隔。サポートされている値は 1、2、3、4、6、8、12、24 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
間隔の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HOURS
Update requires: No interruption
Location
ポリシーによって作成されるスナップショットの宛先を指定します。ソースリソースと同じリー
ジョンにスナップショットを作成するには、CLOUD を指定します。ソースリソースと同じ Outpost
にスナップショットを作成するには、OUTPOST_LOCAL を指定します。このパラメータを省略する
と、CLOUD がデフォルトで使用されます。
ポリシーが AWS リージョン のリソースをターゲットにしている場合は、ソースリソースと同じリー
ジョンにスナップショットを作成する必要があります。
ポリシーが Outpost のリソースをターゲットにしている場合は、ソースリソースと同じ Outpost、ま
たはその Outpost のリージョンにスナップショットを作成できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CLOUD | OUTPOST_LOCAL
Update requires: No interruption
Times
オペレーションを開始する時刻 (UTC)。サポートされている形式は hh:mm です。
指定した時間から 1 時間以内にオペレーションが実行されます。時間を指定しない場合、Amazon
DLM は次の 24 時間以内の時間を選択します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy CrossRegionCopyAction
リージョン間で共有されたスナップショットをコピーするためのルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 2203),
"RetainRule" : CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199),
"Target" : String

YAML
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 2203)
RetainRule:
CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199)
Target: String

プロパティ
EncryptionConfiguration
コピーされたスナップショットの暗号化の設定。
必須: はい
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 2203)
Update requires: No interruption
RetainRule
クロスリージョンスナップショットコピーの保持ルールを指定します。
必須: いいえ
タイプ: CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199)
Update requires: No interruption
Target
ターゲットリージョンです。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: ^[\w:\-\/\*]+$
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy CrossRegionCopyDeprecateRule
クロスリージョンコピールールによって作成されたクロスリージョン AMI コピーの AMI 廃止ルールを指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String

YAML
Interval: Integer
IntervalUnit: String

プロパティ
Interval
クロスリージョン AMI のコピーを廃止するまでの期間。期間は、クロスリージョン AMI コピーの保
持期間以下である必要があります。また、10 年を超えることはできません。これは、120 か月、520
週、または 3650 日に相当します。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
[間隔] を測定する時間の単位。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption
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AWS::DLM::LifecyclePolicy CrossRegionCopyRetainRule
クロスリージョンスナップショットコピーの保持ルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String

YAML
Interval: Integer
IntervalUnit: String

プロパティ
Interval
各スナップショットを保持する時間。最大値は 100 年です。これは、1200 か月、5200 週、または
36500 日に相当します。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
時間ベースの保持期間の単位。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy CrossRegionCopyRule
クロスリージョンスナップショットコピーのルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CmkArn" : String,
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}

"CopyTags" : Boolean,
"DeprecateRule" : CrossRegionCopyDeprecateRule (p. 2198),
"Encrypted" : Boolean,
"RetainRule" : CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199),
"Target" : String,
"TargetRegion" : String

YAML
CmkArn: String
CopyTags: Boolean
DeprecateRule:
CrossRegionCopyDeprecateRule (p. 2198)
Encrypted: Boolean
RetainRule:
CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199)
Target: String
TargetRegion: String

プロパティ
CmkArn
EBS 暗号化に使用する AWS KMS key の Amazon リソースネーム (ARN)。このパラメータを指定しな
い場合、アカウントのデフォルトの KMS キーが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: arn:aws(-[a-z]{1,3}){0,2}:kms:([a-z]+-){2,3}\d:\d+:key/.*
Update requires: No interruption
CopyTags
ソーススナップショットからクロスリージョンスナップショットのコピーに、すべてのユーザー定義
タグをコピーするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeprecateRule
ルールによって作成されたクロスリージョン AMI コピーの AMI 廃止ルール。
必須: いいえ
タイプ: CrossRegionCopyDeprecateRule (p. 2198)
Update requires: No interruption
Encrypted
暗号化がデフォルトで有効になっていない場合に、暗号化されていないスナップショットのコピー
を暗号化するには、このパラメータを使用して暗号化を有効にします。このパラメータが False の場
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合、またはデフォルトで暗号化が有効になっていない場合でも、暗号化されたスナップショットのコ
ピーは暗号化されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RetainRule
スナップショットコピーを送信先リージョンに保持する期間を示す保持ルール。
必須: いいえ
タイプ: CrossRegionCopyRetainRule (p. 2199)
Update requires: No interruption
Target
スナップショットコピーのターゲット Outpost のターゲットリージョンまたは Amazon リソースネー
ム (ARN)。
TargetRegion の代わりに、このパラメータを使用します。両方を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: ^[\w:\-\/\*]+$
Update requires: No interruption
TargetRegion
新しいポリシーを作成するときは、このパラメータを使用しないでください。代わりに、Target を使
用して、スナップショットコピーのターゲットリージョンまたはターゲット Outpost を指定します。
Target パラメータが導入される前に作成されたポリシーの場合、このパラメータはスナップショット
コピーのターゲットリージョンを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 16
パターン: ([a-z]+-){2,3}\d
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy DeprecateRule
スケジュールの AMI 廃止ルールを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Count" : Integer,
"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String

YAML
Count: Integer
Interval: Integer
IntervalUnit: String

プロパティ
Count
スケジュールにカウントベースの保持ルールがある場合、このパラメータは廃止する最も古い AMI の
数を指定します。カウントは、スケジュールの保持カウント以下である必要があります。また、1000
を超えることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
Interval
スケジュールに時間ベースの保持ルールがある場合、このパラメータは、スケジュールによって作成
された AMI を廃止するまでの期間を指定します。期間はスケジュールの保持期間以下でなければなら
ず、10 年を超えることはできません。これは、120 か月、520 週、または 3650 日に相当します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
[間隔] を測定する時間の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption
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AWS::DLM::LifecyclePolicy EncryptionConfiguration
リージョン間でコピーされる共有スナップショットの暗号化設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CmkArn" : String,
"Encrypted" : Boolean

YAML
CmkArn: String
Encrypted: Boolean

プロパティ
CmkArn
EBS 暗号化に使用する AWS KMS key の Amazon リソースネーム (ARN)。このパラメータを指定しな
い場合、アカウントのデフォルトの KMS キーが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: arn:aws(-[a-z]{1,3}){0,2}:kms:([a-z]+-){2,3}\d:\d+:key/.*
Update requires: No interruption
Encrypted
暗号化がデフォルトで有効になっていないときに、暗号化されていないスナップショットのコピーを
暗号化するときは、このパラメータを使用して暗号化を有効にします。このパラメータが False の場
合、または暗号化がデフォルトで有効になっていないときでも、暗号化されたスナップショットのコ
ピーは暗号化されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy EventParameters
イベントベースのポリシーをトリガーするイベントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DescriptionRegex" : String,
"EventType" : String,
"SnapshotOwner" : [ String, ... ]

YAML
DescriptionRegex: String
EventType: String
SnapshotOwner:
- String

プロパティ
DescriptionRegex
ポリシーをトリガーできるスナップショットの説明。説明のパターンは、正規表現を使用して指定し
ます。ポリシーは、指定したパターンに一致する説明を持つスナップショットが、アカウントと共有
されている場合にのみ実行されます。
例えば、^.*Created for policy: policy-1234567890abcdef0.*$ を指定することで、ポリ
シーが作成したスナップショット policy-1234567890abcdef0 がユーザーのアカウントと共有さ
れている場合に限り実行するように、ポリシーが設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000
パターン: [\p{all}]*
Update requires: No interruption
EventType
イベントのタイプ。現在は、スナップショットの共有イベントのみがサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: shareSnapshot
Update requires: No interruption
SnapshotOwner
スナップショットをアカウントと共有することによりポリシーをトリガーできる AWS アカウント の
ID。ポリシーが実行されるのは、指定した AWS アカウント のうちの 1 つがユーザーのアカウントと
スナップショットを共有している場合のみです。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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最大: 50
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy EventSource
イベントベースのポリシーをトリガーするイベントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Parameters" : EventParameters (p. 2203),
"Type" : String

YAML
Parameters:
EventParameters (p. 2203)
Type: String

プロパティ
Parameters
イベントに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: EventParameters (p. 2203)
Update requires: No interruption
Type
イベントのソース。現在は、CloudWatch Events のマネージドルールのみがサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MANAGED_CWE
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy FastRestoreRule
高速スナップショット復元を有効にするルールを指定します。個数または時間間隔に基づいて、高速ス
ナップショット復元を有効にできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
2205

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Data Lifecycle Manager

JSON
{

}

"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"Count" : Integer,
"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String

YAML
AvailabilityZones:
- String
Count: Integer
Interval: Integer
IntervalUnit: String

プロパティ
AvailabilityZones
高速スナップショット復元を有効にするアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
Count
高速スナップショット復元で有効にされるスナップショットの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
Interval
高速スナップショット復元を有効にする時間。最大値は 100 年です。これは、1200 か月、5200 週、
または 36500 日に相当します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
高速スナップショット復元を有効にする時間の単位。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy Parameters
ポリシーに追加するオプションのパラメータを指定します。有効なパラメータのセットは、ポリシータイ
プとリソースタイプの組み合わせによって異なります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExcludeBootVolume" : Boolean,
"NoReboot" : Boolean

YAML
ExcludeBootVolume: Boolean
NoReboot: Boolean

プロパティ
ExcludeBootVolume
[EBS スナップショット管理 – インスタンスポリシーのみ] CreateSnapshots を使用して作成されたス
ナップショットからルートボリュームを除外するかどうかを示します。デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NoReboot
AMI のライフサイクルポリシーにのみ適用されます。ライフサイクルポリシーの実行時にターゲット
のインスタンスを再起動するかどうかをを示します。true は、ポリシーの実行時にターゲットのイ
ンスタンスが再起動されないことを示します。false は、ポリシーの実行時にターゲットのインスタ
ンスが再起動されることを示します。デフォルトは true です (インスタンスは再起動されない)。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy PolicyDetails
ライフサイクルポリシーの設定を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Actions" : [ Action (p. 2194), ... ],
"EventSource" : EventSource (p. 2205),
"Parameters" : Parameters (p. 2207),
"PolicyType" : String,
"ResourceLocations" : [ String, ... ],
"ResourceTypes" : [ String, ... ],
"Schedules" : [ Schedule (p. 2211), ... ],
"TargetTags" : [ Tag, ... ]

YAML
Actions:
- Action (p. 2194)
EventSource:
EventSource (p. 2205)
Parameters:
Parameters (p. 2207)
PolicyType: String
ResourceLocations:
- String
ResourceTypes:
- String
Schedules:
- Schedule (p. 2211)
TargetTags:
- Tag

プロパティ
Actions
イベントベースのポリシーがトリガーされたときに実行されるアクション。ポリシーにつき 1 つのア
クションのみ指定できます。
このパラメータは、イベントベースのポリシーにのみ必要です。スナップショットまたは AMI ポリ
シーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 2194)のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
EventSource
イベントベースのポリシーをトリガーするイベント。
このパラメータは、イベントベースのポリシーにのみ必要です。スナップショットまたは AMI ポリ
シーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
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タイプ: EventSource (p. 2205)
Update requires: No interruption
Parameters
スナップショットおよび AMI ライフサイクルポリシーのオプションのパラメータセット。
このパラメータが必要なのは、スナップショットポリシーと AMI ポリシーのみです。イベントベース
のポリシーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
タイプ: Parameters (p. 2207)
Update requires: No interruption
PolicyType
ポリシーが管理できる有効なターゲットリソースタイプとアクション。Amazon EBS ス
ナップショットのライフサイクルを管理するライフサイクルポリシーを作成するとき
は、EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT を指定します。EBS-backed AMI のライフサイクルを管理するラ
イフサイクルポリシーを作成するときは、IMAGE_MANAGEMENT を指定します。AWS アカウント で
定義されたイベントが発生したときに特定のアクションを実行するイベントベースのポリシーを作成
するとき、EVENT_BASED_POLICY を指定します。
デフォルト: EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT | EVENT_BASED_POLICY | IMAGE_MANAGEMENT
Update requires: No interruption
ResourceLocations
バックアップするリソースの場所。ソースリソースが AWS リージョン にある場合は、CLOUD を指定
します。ソースリソースがアカウントの Outpost にある場合は、OUTPOST を指定します。
OUTPOST を指定すると、Amazon Data Lifecycle Manager は、アカウント内のすべての Outpost で、
指定されたタイプのすべてのリソースを、一致するターゲットタグとともにバックアップします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
ResourceTypes
スナップショットおよび AMI ライフサイクルポリシーのターゲットリソースタイプ。VOLUME を使
用して個々のボリュームのスナップショットを作成するか、INSTANCE を使用してインスタンスのボ
リュームからマルチボリュームスナップショットを作成します。
このパラメータが必要なのは、スナップショットポリシーと AMI ポリシーのみです。イベントベース
のポリシーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
Schedules
スナップショットポリシーと AMI ライフサイクルポリシーのポリシー定義アクションのスケジュー
ル。ポリシーには、最大 4 つのスケジュール (1 つの必須スケジュールと最大 3 つのオプションのス
ケジュール) を設定できます。
このパラメータが必要なのは、スナップショットポリシーと AMI ポリシーのみです。イベントベース
のポリシーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
タイプ: Schedule (p. 2211) のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption
TargetTags
このポリシーの対象リソースを識別する単一のタグ。
このパラメータが必要なのは、スナップショットポリシーと AMI ポリシーのみです。イベントベース
のポリシーを作成する場合、このパラメータは省略します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Data Lifecycle Manager API リファレンスの「PolicyDetails」

AWS::DLM::LifecyclePolicy RetainRule
ライフサイクルポリシーの保持ルールを指定します。スナップショットは、個数または時間間隔に基づい
て保持できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Count" : Integer,
"Interval" : Integer,
"IntervalUnit" : String
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YAML
Count: Integer
Interval: Integer
IntervalUnit: String

プロパティ
Count
各ボリュームに保持するスナップショットの数で、最大 1000 個。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
Interval
各スナップショットを保持する時間。最大値は 100 年です。これは、1200 か月、5200 週、または
36500 日に相当します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
IntervalUnit
時間ベースの保持期間の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy Schedule
スナップショットまたは AMI ライフサイクルポリシーのバックアップスケジュールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CopyTags" : Boolean,
"CreateRule" : CreateRule (p. 2195),
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}

"CrossRegionCopyRules" : [ CrossRegionCopyRule (p. 2199), ... ],
"DeprecateRule" : DeprecateRule (p. 2201),
"FastRestoreRule" : FastRestoreRule (p. 2205),
"Name" : String,
"RetainRule" : RetainRule (p. 2210),
"ShareRules" : [ ShareRule (p. 2214), ... ],
"TagsToAdd" : [ Tag, ... ],
"VariableTags" : [ Tag, ... ]

YAML
CopyTags: Boolean
CreateRule:
CreateRule (p. 2195)
CrossRegionCopyRules:
- CrossRegionCopyRule (p. 2199)
DeprecateRule:
DeprecateRule (p. 2201)
FastRestoreRule:
FastRestoreRule (p. 2205)
Name: String
RetainRule:
RetainRule (p. 2210)
ShareRules:
- ShareRule (p. 2214)
TagsToAdd:
- Tag
VariableTags:
- Tag

プロパティ
CopyTags
ソースボリュームのすべてのユーザー定義タグを、このポリシーで作成されたボリュームのスナップ
ショットにコピーします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CreateRule
作成ルール。
必須: いいえ
タイプ: CreateRule (p. 2195)
Update requires: No interruption
CrossRegionCopyRules
クロスリージョンスナップショットコピーのルール。
リージョンにスナップショットを作成するポリシーには、クロスリージョンコピールールのみを指定
できます。ポリシーが Outpost にスナップショットを作成する場合、スナップショットをリージョン
または Outpost にコピーすることはできません。ポリシーによってリージョンにスナップショットが
作成された場合、スナップショットを最大 3 つのリージョンまたは Outpost にコピーできます。
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必須: いいえ
タイプ: CrossRegionCopyRule (p. 2199) のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
DeprecateRule
スケジュールの AMI 廃止ルール。
必須: いいえ
タイプ: DeprecateRule (p. 2201)
Update requires: No interruption
FastRestoreRule
高速スナップショット復元を有効にするためのルール。
必須: いいえ
タイプ: FastRestoreRule (p. 2205)
Update requires: No interruption
Name
スケジュールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 120
パターン: [0-9A-Za-z _-]+
Update requires: No interruption
RetainRule
保持ルール。
必須: いいえ
タイプ: RetainRule (p. 2210)
Update requires: No interruption
ShareRules
他の AWS アカウント とスナップショットを共有するためのルール。
必須: いいえ
タイプ: ShareRule (p. 2214) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
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TagsToAdd
ポリシーによって作成されたリソースに適用するタグ。これらのユーザー定義タグは、AWS によって
追加されたライフサイクルタグに加えられているものです。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 45
Update requires: No interruption
VariableTags
キーと値のペアのコレクション。値はポリシーの実行時に動的に決定されます。キーには任意の有効
な Amazon EC2 タグキーを指定できます。値は、$(instance-id) または $(timestamp) の形式
で指定する必要があります。変数タグは、EBS スナップショットの管理 - インスタンスポリシーの場
合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 45
Update requires: No interruption

AWS::DLM::LifecyclePolicy ShareRule
AWS アカウント 間でスナップショットを共有するためのルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"TargetAccounts" : [ String, ... ],
"UnshareInterval" : Integer,
"UnshareIntervalUnit" : String

YAML
TargetAccounts:
- String
UnshareInterval: Integer
UnshareIntervalUnit: String

プロパティ
TargetAccounts
スナップショットを共有する AWS アカウント の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
UnshareInterval
他の AWS アカウント と共有されたスナップショットが自動的に共有解除されるまでの期間。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
UnshareIntervalUnit
共有が自動的に解除されるまでの間隔の時間単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAYS | MONTHS | WEEKS | YEARS
Update requires: No interruption

AWS Data Pipeline リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::DataPipeline::Pipeline (p. 2215)

AWS::DataPipeline::Pipeline
AWS::DataPipeline::Pipeline リソースはデータの移動と変換を自動化するために使用できるデータパイプ
ラインを指定します。各パイプラインでは、アクティビティ、スケジュール、データノード、リソースな
どのパイプラインオブジェクトを定義します。使用できるパイプラインオブジェクトやコンポーネントに
ついては、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Pipeline Object Reference を参照してください。
AWS::DataPipeline::Pipeline リソースは指定したパイプラインにタスク、スケジュール、および前
提条件を追加します。PutPipelineDefinition を使用して新しいパイプラインを設定できます。
PutPipelineDefinition はパイプラインに追加される際に設定も検証します。以下の検証エラーのい
ずれかがパイプラインに存在しない限り、パイプラインへの変更は保存されます。
• オブジェクトに名前または識別子フィールドがありません。
• 文字列または参照フィールドが空です。
• パイプライン内のオブジェクト数が、許容最大オブジェクト数を超えています。
• パイプラインは FINISHED 状態に戻ります。
パイプラインオブジェクトの定義はPutPipelineDefinitionアクションに渡され、GetPipelineDefinitionアク
ションによって返されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataPipeline::Pipeline",
"Properties" : {
"Activate" : Boolean,
"Description" : String,
"Name" : String,
"ParameterObjects" : [ ParameterObject (p. 2226), ... ],
"ParameterValues" : [ ParameterValue (p. 2227), ... ],
"PipelineObjects" : [ PipelineObject (p. 2228), ... ],
"PipelineTags" : [ PipelineTag (p. 2229), ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataPipeline::Pipeline
Properties:
Activate: Boolean
Description: String
Name: String
ParameterObjects:
- ParameterObject (p. 2226)
ParameterValues:
- ParameterValue (p. 2227)
PipelineObjects:
- PipelineObject (p. 2228)
PipelineTags:
- PipelineTag (p. 2229)

プロパティ
Activate
パイプラインを検証して起動するか、アクティブなパイプラインを停止するかを示します。デフォル
トでは、値は true に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
パイプラインの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Name
パイプラインの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\n\t]*
Update requires: Replacement
ParameterObjects
パイプラインで使用されるパラメータオブジェクト。
必須: はい
タイプ: ParameterObject (p. 2226) のリスト
Update requires: No interruption
ParameterValues
パイプラインで使用されるパラメータ値。
必須: いいえ
タイプ: ParameterValue (p. 2227) のリスト
Update requires: No interruption
PipelineObjects
パイプラインを定義するオブジェクト。これらのオブジェクトは既存のパイプライン定義を上書きし
ます。すべてのオブジェクト、フィールド、値を更新できるわけではありません。制限の詳細につい
ては、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Editing Your Pipeline を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: PipelineObject (p. 2228) のリスト
Update requires: No interruption
PipelineTags
パイプラインに関連付ける任意のタグ (キーと値のペア) のリスト。権限の制御に使用できます。
詳細については、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Controlling Access to Pipelines and
Resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: PipelineTag (p. 2229) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
パイプライン ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
次のデータパイプラインは、Amazon DynamoDB テーブルから Amazon S3 バケットにデータをバック
アップします。パイプラインは、HiveCopyActivity アクティビティを使用してデータをピーし、それ
を 1 日に 1 回実行します。パイプラインのロールとパイプラインリソースは、同じテンプレートの別の場
所で宣言されます。

JSON
"DynamoDBInputS3OutputHive": {
"Type": "AWS::DataPipeline::Pipeline",
"Properties": {
"Name": "DynamoDBInputS3OutputHive",
"Description": "Pipeline to backup DynamoDB data to S3",
"Activate": "true",
"ParameterObjects": [
{
"Id": "myDDBReadThroughputRatio",
"Attributes": [
{
"Key": "description",
"StringValue": "DynamoDB read throughput ratio"
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "Double"
},
{
"Key": "default",
"StringValue": "0.2"
}
]
},
{
"Id": "myOutputS3Loc",
"Attributes": [
{
"Key": "description",
"StringValue": "S3 output bucket"
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "AWS::S3::ObjectKey"
},
{
"Key": "default",
"StringValue": { "Fn::Join" : [ "", [ "s3://", { "Ref": "S3OutputLoc" } ] ] }
}
]
},
{
"Id": "myDDBTableName",
"Attributes": [
{
"Key": "description",
"StringValue": "DynamoDB Table Name "
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "String"
}
]
}
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],
"ParameterValues": [
{
"Id": "myDDBTableName",
"StringValue": { "Ref": "TableName" }
}
],
"PipelineObjects": [
{
"Id": "S3BackupLocation",
"Name": "Copy data to this S3 location",
"Fields": [
{
"Key": "type",
"StringValue": "S3DataNode"
},
{
"Key": "dataFormat",
"RefValue": "DDBExportFormat"
},
{
"Key": "directoryPath",
"StringValue": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HHmm-ss')}"
}
]
},
{
"Id": "DDBSourceTable",
"Name": "DDBSourceTable",
"Fields": [
{
"Key": "tableName",
"StringValue": "#{myDDBTableName}"
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "DynamoDBDataNode"
},
{
"Key": "dataFormat",
"RefValue": "DDBExportFormat"
},
{
"Key": "readThroughputPercent",
"StringValue": "#{myDDBReadThroughputRatio}"
}
]
},
{
"Id": "DDBExportFormat",
"Name": "DDBExportFormat",
"Fields": [
{
"Key": "type",
"StringValue": "DynamoDBExportDataFormat"
}
]
},
{
"Id": "TableBackupActivity",
"Name": "TableBackupActivity",
"Fields": [
{
"Key": "resizeClusterBeforeRunning",
"StringValue": "true"
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},
{

"Key": "type",
"StringValue": "HiveCopyActivity"

},
{

"Key": "input",
"RefValue": "DDBSourceTable"

},
{

"Key": "runsOn",
"RefValue": "EmrClusterForBackup"

},
{

]

}

"Key": "output",
"RefValue": "S3BackupLocation"

},
{

"Id": "DefaultSchedule",
"Name": "RunOnce",
"Fields": [
{
"Key": "occurrences",
"StringValue": "1"
},
{
"Key": "startAt",
"StringValue": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "Schedule"
},
{
"Key": "period",
"StringValue": "1 Day"
}
]

},
{

"Id": "Default",
"Name": "Default",
"Fields": [
{
"Key": "type",
"StringValue": "Default"
},
{
"Key": "scheduleType",
"StringValue": "cron"
},
{
"Key": "failureAndRerunMode",
"StringValue": "CASCADE"
},
{
"Key": "role",
"StringValue": "DataPipelineDefaultRole"
},
{
"Key": "resourceRole",
"StringValue": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
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]

}

"Key": "schedule",
"RefValue": "DefaultSchedule"

},
{

}

}

]

}

"Id": "EmrClusterForBackup",
"Name": "EmrClusterForBackup",
"Fields": [
{
"Key": "terminateAfter",
"StringValue": "2 Hours"
},
{
"Key": "amiVersion",
"StringValue": "3.3.2"
},
{
"Key": "masterInstanceType",
"StringValue": "m1.medium"
},
{
"Key": "coreInstanceType",
"StringValue": "m1.medium"
},
{
"Key": "coreInstanceCount",
"StringValue": "1"
},
{
"Key": "type",
"StringValue": "EmrCluster"
}
]

YAML
DynamoDBInputS3OutputHive:
Type: AWS::DataPipeline::Pipeline
Properties:
Name: DynamoDBInputS3OutputHive
Description: "Pipeline to backup DynamoDB data to S3"
Activate: true
ParameterObjects:
Id: "myDDBReadThroughputRatio"
Attributes:
Key: "description"
StringValue: "DynamoDB read throughput ratio"
Key: "type"
StringValue: "Double"
Key: "default"
StringValue: "0.2"
Id: "myOutputS3Loc"
Attributes:
-
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-

-

Key: "description"
StringValue: "S3 output bucket"
Key: "type"
StringValue: "AWS::S3::ObjectKey"
Key: "default"
StringValue:
Fn::Join:
- ""
- "s3://"
Ref: "S3OutputLoc"

Id: "myDDBTableName"
Attributes:
Key: "description"
StringValue: "DynamoDB Table Name "
Key: "type"
StringValue: "String"
ParameterValues:
Id: "myDDBTableName"
StringValue:
Ref: "TableName"
PipelineObjects:
Id: "S3BackupLocation"
Name: "Copy data to this S3 location"
Fields:
Key: "type"
StringValue: "S3DataNode"
Key: "dataFormat"
RefValue: "DDBExportFormat"
Key: "directoryPath"
StringValue: "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mmss')}"
Id: "DDBSourceTable"
Name: "DDBSourceTable"
Fields:
Key: "tableName"
StringValue: "#{myDDBTableName}"
Key: "type"
StringValue: "DynamoDBDataNode"
Key: "dataFormat"
RefValue: "DDBExportFormat"
Key: "readThroughputPercent"
StringValue: "#{myDDBReadThroughputRatio}"
Id: "DDBExportFormat"
Name: "DDBExportFormat"
Fields:
Key: "type"
StringValue: "DynamoDBExportDataFormat"
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-

-

-

-

Id: "TableBackupActivity"
Name: "TableBackupActivity"
Fields:
Key: "resizeClusterBeforeRunning"
StringValue: "true"
Key: "type"
StringValue: "HiveCopyActivity"
Key: "input"
RefValue: "DDBSourceTable"
Key: "runsOn"
RefValue: "EmrClusterForBackup"
Key: "output"
RefValue: "S3BackupLocation"
Id: "DefaultSchedule"
Name: "RunOnce"
Fields:
Key: "occurrences"
StringValue: "1"
Key: "startAt"
StringValue: "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
Key: "type"
StringValue: "Schedule"
Key: "period"
StringValue: "1 Day"
Id: "Default"
Name: "Default"
Fields:
Key: "type"
StringValue: "Default"
Key: "scheduleType"
StringValue: "cron"
Key: "failureAndRerunMode"
StringValue: "CASCADE"
Key: "role"
StringValue: "DataPipelineDefaultRole"
Key: "resourceRole"
StringValue: "DataPipelineDefaultResourceRole"
Key: "schedule"
RefValue: "DefaultSchedule"
Id: "EmrClusterForBackup"
Name: "EmrClusterForBackup"
Fields:
Key: "terminateAfter"
StringValue: "2 Hours"
Key: "amiVersion"
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-

StringValue: "3.3.2"
Key: "masterInstanceType"
StringValue: "m1.medium"
Key: "coreInstanceType"
StringValue: "m1.medium"
Key: "coreInstanceCount"
StringValue: "1"
Key: "type"
StringValue: "EmrCluster"

以下の資料も参照してください。
• AWS Data Pipeline 開発者ガイドの「パイプラインオブジェクトリファレンス」。
• AWS Data Pipeline API リファレンス の PutPipelineDefinition。

AWS::DataPipeline::Pipeline Field
PipelineObject のプロパティを記述するキーと値のペア。値は文字列値 (StringValue) または別のオ
ブジェクトへの参照 (RefValue) として指定しますが、その両方で指定することはできません。データパ
イプラインオブジェクトのフィールドを表示するには、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Pipeline
Object Reference を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"RefValue" : String,
"StringValue" : String

YAML
Key: String
RefValue: String
StringValue:
String

プロパティ
Key
特定のオブジェクトのフィールド名を指定します。特定のフィールドの有効な値を表示するに
は、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Pipeline Object Reference を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
RefValue
同じパイプライン定義で別のオブジェクトの識別子として指定するフィールド値。

Note
フィールド値を文字列値 (StringValue)、別のオブジェクトへの参照 (RefValue)、または
その両方として指定できます。
使用しているキーが必要とする場合は必須。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StringValue
文字列として指定するフィールド値。特定のフィールドの有効な値を表示するには、AWS Data
Pipeline デベロッパーガイドの Pipeline Object Reference を参照してください。

Note
フィールド値を文字列値 (StringValue)、別のオブジェクトへの参照 (RefValue)、または
その両方として指定できます。
使用しているキーが必要とする場合は必須。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10240
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::DataPipeline::Pipeline ParameterAttribute
Attribute は、ParameterObject のプロパティであり、パラメータオブジェクトの属性をキーと値の
ペアとして定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Key" : String,
"StringValue" : String

YAML
Key: String
StringValue:
String

プロパティ
Key
フィールド識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StringValue
文字列で表されたフィールド値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10240
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::DataPipeline::Pipeline ParameterObject
パラメータオブジェクトに関する情報が格納されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Attributes" : [ ParameterAttribute (p. 2225), ... ],
"Id" : String

YAML
Attributes:
- ParameterAttribute (p. 2225)
Id: String

プロパティ
Attributes
パラメータオブジェクトの属性。
必須: はい
タイプ: ParameterAttribute (p. 2225) のリスト
Update requires: No interruption
Id
パラメータオブジェクトの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::DataPipeline::Pipeline ParameterValue
値、またはパラメータ値のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"StringValue" : String

YAML
Id: String
StringValue:
String
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プロパティ
Id
パラメータ値の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StringValue
文字列で表されたフィールド値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10240
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::DataPipeline::Pipeline PipelineObject
PipelineObject は、AWS::DataPipeline::Pipeline リソースのプロパティであり、パイプラインオブジェクト
に関する情報を格納します。これは、論理、物理、物理的試行のいずれかのパイプラインオブジェクトで
す。パイプラインは、パイプラインのコンポーネントの完全なセットによって定義されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Fields" : [ Field (p. 2224), ... ],
"Id" : String,
"Name" : String

YAML
Fields:
- Field (p. 2224)
Id: String
Name: String
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プロパティ
Fields
オブジェクトのプロパティを定義するキーと値のペア。
必須: はい
タイプ: Field (p. 2224) のリスト
Update requires: No interruption
Id
オブジェクトの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\n\t]*
Update requires: No interruption
Name
オブジェクトの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::DataPipeline::Pipeline PipelineTag
パイプラインに関連付ける任意のタグ (キーと値のペア) のリスト。権限の制御に使用できます。詳細につ
いては、AWS Data Pipeline デベロッパーガイドの Controlling Access to Pipelines and Resources を参照
してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String
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YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグのキー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キー名に関連付る値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS DataSync リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::DataSync::Agent (p. 2230)
• AWS::DataSync::LocationEFS (p. 2234)
• AWS::DataSync::LocationFSxWindows (p. 2238)
• AWS::DataSync::LocationNFS (p. 2242)
• AWS::DataSync::LocationObjectStorage (p. 2246)
• AWS::DataSync::LocationS3 (p. 2251)
• AWS::DataSync::LocationSMB (p. 2254)
• AWS::DataSync::Task (p. 2259)

AWS::DataSync::Agent
AWS::DataSync::Agent リソースは、ホスト上でデプロイおよびアクティブ化される AWS DataSync
エージェントを指定します。アクティブ化を行うと、エージェントがアカウントに関連付けられます。
アクティブ化プロセスでは、エージェントをアクティブ化する AWS Region などの情報を指定します。
ターゲットロケーション (Amazon S3、Amazon EFS、または Amazon FSx for Windows) が存在する AWS
Region でエージェントをアクティブ化します。タスクはこの AWS Region で作成されます。
VPC (仮想プライベートクラウド) でエージェントをアクティブ化するか、VPC エンドポイントへのエー
ジェントアクセス権を提供することで、公開インターネットを経由せずにタスクを実行することができま
す。
複数のロケーションに使用するエージェントを指定できます。タスクで複数のエージェントを使用する場
合、すべてのエージェントで実行するタスクのステータスが [AVAILABLE (使用可能)] になっている必要が
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あります。送信元の場所で複数のエージェントを使用する場合、すべてのエージェントのステータスが実
行するタスクで [AVAILABLE (使用可能)] であることが必要です。
詳細については、AWS DataSync ユーザーガイドの Activating an Agent を参照してください。
エージェントは、タスクの中断を最小限に抑えるメカニズムを使用して、AWS によって定期的に自動的に
更新されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::Agent",
"Properties" : {
"ActivationKey" : String,
"AgentName" : String,
"SecurityGroupArns" : [ String, ... ],
"SubnetArns" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcEndpointId" : String
}

YAML
Type: AWS::DataSync::Agent
Properties:
ActivationKey: String
AgentName: String
SecurityGroupArns:
- String
SubnetArns:
- String
Tags:
- Tag
VpcEndpointId: String

プロパティ
ActivationKey
エージェントのアクティベーションキー。アクティベーションキーは、エージェントの IP アドレス
(ポート 80) を取得することを可能にするリダイレクトを含む HTTP GET リクエストを送信すること
によって取得できます。または、DataSync コンソールから入手することもできます。
応答で返されたリダイレクト URL は、クエリ文字列パラメータ activationKey 内のエージェント
のアクティベーションキーを提供します。また、他のアクティベーション関連のパラメータも含まれ
ていますが、これらは単なるデフォルトです。この API 呼び出しに渡す引数によって、エージェント
の実際の設定が決まります。
詳細については、AWS DataSync ユーザーガイド の Creating and activating an agent を参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 29
パターン: [A-Z0-9]{5}(-[A-Z0-9]{5}){4}
Update requires: Replacement
AgentName
エージェントに設定した名前。この値は、コンソールでエージェントを識別するために使用されるテ
キスト参照です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9\s+=._:@/-]+$
Update requires: No interruption
SecurityGroupArns
データ転送タスクサブネットを保護するために使用されるセキュリティグループの
ARN。SecurityGroupArns を参照してください。
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement
SubnetArns
DataSync がデータ転送タスクごとに Elastic Network Interface を作成するサブネットの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。タスクを実行するエージェントはプライベートである必要があります。VPC で
作成されたエージェント、または VPC 内の IP アドレスにアクセスできるエージェントに関連付けら
れたタスクを開始すると、タスクもプライベートになります。この場合、DataSync は、サブネット
内のタスクごとに 4 つのネットワークインターフェースを作成します。データ転送が機能するには、
エージェントがこれら 4 つのネットワークインターフェイスすべてにルーティングできる必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement
Tags
エージェントに関連付けるタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この
値は、エージェントを管理、フィルタリング、検索するのに役立ちます。

Note
キーと値に使用できる文字は、UTF-8 形式で表現できる文字、スペース、数字
と、+、-、=、、_、:、/、@ の特殊文字です。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
VpcEndpointId
エージェントがアクセスできる VPC (仮想プライベートクラウド) エンドポイントの ID。これは、ク
ライアント側の VPC エンドポイントであり、PrivateLink とも呼ばれます。PrivateLink VPC エンドポ
イントがない場合は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントサービス設定の作成」を
参照してください。
Amazon VPC に基づくプライベートネットワークでのエージェントの有効化の詳細については、AWS
DataSync ユーザーガイドの Using AWS DataSync in a Virtual Private Cloud を参照してください。
VPC エンドポイント ID は次のようになります: vpce-01234d5aff67890e1。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^vpce-[0-9a-f]{17}$
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はエージェント ARN を返します。次に例
を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44baca3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AgentArn
エージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。アカウントと AWS Region のエージェントのリスト
を返すには、ListAgents オペレーションを使用します。
EndpointType
エージェントが接続されているエンドポイントのタイプ。エンドポイントが VPC エンドポイントの場
合、エージェントはパブリックインターネット経由でアクセスできません。

例
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DataSync エージェント
次の例では、MyAgent という名前の DataSync エージェントを指定します。エージェントアクティベー
ションキーはテンプレートに含まれています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies a DataSync agent",
"Resources":
{
"Agent": {
"Type": "AWS::DataSync::Agent",
"Properties": {
"ActivationKey": "AAAAA-7AAAA-GG7MC-3I9R3-27COD",
"AgentName": "MyAgent"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies a DataSync agent
Resources:
Agent:
Type: AWS::DataSync::Agent
Properties:
ActivationKey: AAAAA-7AAAA-GG7MC-3I9R3-27COD
AgentName: MyAgent

AWS::DataSync::LocationEFS
AWS::DataSync::LocationEFS リソースは、Amazon EFS ロケーションのエンドポイントを指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationEFS",
"Properties" : {
"Ec2Config" : Ec2Config (p. 2237),
"EfsFilesystemArn" : String,
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationEFS
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Properties:
Ec2Config:
Ec2Config (p. 2237)
EfsFilesystemArn: String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Ec2Config
Amazon EFS ファイルシステムが使用するサブネットとセキュリティグループ。提供するセキュリ
ティグループは、指定したサブネットのマウントターゲットのセキュリティグループと通信できるこ
とが必要です。
マウントターゲットのセキュリティグループ M とセキュリティグループ S (このステージで使用する
ために DataSync に提供するもの) の正確な関係は次のとおりです。
• マウントターゲットに関連付けるセキュリティグループ M は、セキュリティグループ S から NFS
ポート (2049) 上の Transmission Control Protocol (TCP) へのインバウンドアクセスを許可する必要
があります。インバウンド接続は、IP アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループのいずれ
かで有効にできます。
• セキュリティグループ S (EFS にアクセスするために DataSync に提供したもの) には、ファイルシ
ステムのマウントターゲットの 1 つで NFS ポートへのアウトバウンド接続を有効化するルールが
あることが必要です。IP アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループのいずれかを使用して
アウトバウンド接続を有効化できます。
セキュリティグループとマウントターゲットについては、Amazon EFS ユーザーガイド の
Amazon EC2 インスタンスとマウントターゲットのセキュリティグループ を参照してください。
必須: はい
タイプ: Ec2Config (p. 2237)
Update requires: Replacement
EfsFilesystemArn
Amazon EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):elasticfilesystem:[az\-0-9]*:[0-9]{12}:file-system/fs-.*$
Update requires: Replacement
Subdirectory
場所のパス内のサブディレクトリ。EFS ファイルシステムのこのサブディレクトリは、EFS ソースの
場所からデータを読み取るか、または EFS 送信先にデータを書き込むために使用されます。デフォル
トでは、AWS DataSync はルートディレクトリを使用します。

Note
Subdirectory はスラッシュで指定する必要があります。たとえば、/path/to/folder
と指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$
Update requires: Replacement
Tags
リソースに追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この値は、
リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することが推奨されま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
Amazon EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
LocationUri
Amazon EFS ファイルシステムの URL。

例
DataSync の EFS の場所の作成
次の例では、DataSync で使用する EFS の場所をサブディレクトリ MySubdirectory とともに指定しま
す。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an EFS location for DataSync",
"Resources":
{
"LocationEFS": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationEFS",
"Properties": {
"Ec2Config": {
"SecurityGroupArns": [
"arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:security-group/sg-0117195988293d62f"
],
"SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:subnet/subnet-f45a0e678"
},
"EfsFilesystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111222333444:file-system/
fs-12345efs",
"Subdirectory": "/MySubdirectory"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies an EFS location for DataSync
Resources:
LocationEFS:
Type: AWS::DataSync::LocationEFS
Properties:
Ec2Config:
SecurityGroupArns:
- arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:security-group/sg-0117195988293d62f
SubnetArn: arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:subnet/subnet-f45a0e678
EfsFilesystemArn: arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111222333444:file-system/
fs-12345efs
Subdirectory: /MySubdirectory

AWS::DataSync::LocationEFS Ec2Config
DataSync がターゲットの EFS ファイルシステムにアクセスするために使用する、サブネットとセキュリ
ティグループ。サブネットには、ファイルシステムのマウントターゲットが 1 つ以上必要です。提供する
セキュリティグループは、指定したサブネットのマウントターゲットのセキュリティグループと通信でき
ることが必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupArns" : [ String, ... ],
"SubnetArn" : String

YAML
SecurityGroupArns:
- String
SubnetArn: String
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プロパティ
SecurityGroupArns
Amazon EC2 リソースに設定されているセキュリティグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
SubnetArn
DataSync がターゲットの EFS ファイルシステムにアクセスするために使用するサブネットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:subnet/.*$
Update requires: Replacement

AWS::DataSync::LocationFSxWindows
AWS::DataSync::LocationFSxWindows リソースは、Amazon FSx for Windows ファイルシステムの
エンドポイントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationFSxWindows",
"Properties" : {
"Domain" : String,
"FsxFilesystemArn" : String,
"Password" : String,
"SecurityGroupArns" : [ String, ... ],
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"User" : String
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationFSxWindows
Properties:
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Domain: String
FsxFilesystemArn: String
Password: String
SecurityGroupArns:
- String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag
User: String

プロパティ
Domain
FSx for Windows ファイルサーバーが属する Windows ドメインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 253
パターン: ^([A-Za-z0-9]+[A-Za-z0-9-.]*)*[A-Za-z0-9-]*[A-Za-z0-9]$
Update requires: Replacement
FsxFilesystemArn
FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:file-system/fs-.*$
Update requires: Replacement
Password
FSx for Windows ファイルサーバーのファイルシステム内のファイルとフォルダへのアクセス許可を
持つユーザーのパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 104
パターン: ^.{0,104}$
Update requires: Replacement
SecurityGroupArns
FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムの設定に使用するセキュリティグループの
Amazon リソースネーム (ARN)。
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$
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長さの制限: 最大長は 128 です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Subdirectory
場所のパス内のサブディレクトリ。Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステム内
のこのサブディレクトリは、Amazon FSx for Windows ファイルサーバーのソースの場所からデータ
を読み取るか、または FSx for Windows ファイルサーバーの送信先にデータを書き込むために使用さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$
Update requires: Replacement
Tags
リソースに追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この値は、
リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することが推奨されま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
User
FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステム内のファイルとフォルダにアクセスするための
アクセス許可を持つユーザー。
ファイル、フォルダ、およびメタデータに対する十分な許可を保証するユーザー名を選択する方法に
ついては、ユーザーを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 104
パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
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arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
指定されている Amazon FSx for Windows ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム
(ARN)。
LocationUri
指定されている Amazon FSx for Windows ファイルシステムの URL。

例
DataSync 用の Amazon FSxWindows の場所の作成
次の例では、DataSync によって使用される FSxWindows の場所を、サブディレクトリ /
MySubdirectory、ユーザー Admin およびパスワードとともに指定します。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an FSxWindows location for DataSync",
"Resources":
{
"LocationFSxWindows": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationFSxWindows",
"Properties": {
"FsxFilesystemArn": "arn:aws:fsx:us-east-2:111222333444:file-system/fs-12345fsx",
"SecurityGroupArns": [
"arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:security-group/sg-0117195988293d62f"
],
"Subdirectory": "/MySubdirectory",
"User": "Admin",
"Password": {"Ref": "Password"},
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies an FSxWindows location for DataSync
Resources:
LocationFSxWindows:
Type: AWS::DataSync::LocationFSxWindows
Properties:
FsxFilesystemArn: arn:aws:fsx:us-east-2:111222333444:file-system/fs-12345fsx
SecurityGroupArns:
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- arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:security-group/sg-0117195988293d62f
Subdirectory: /MySubdirectory
User: Admin
Password: !Ref Password

AWS::DataSync::LocationNFS
AWS::DataSync::LocationNFS リソースは、読み取りまたは書き込みが可能なネットワークファイル
システム (NFS) サーバー上のファイルシステムを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationNFS",
"Properties" : {
"MountOptions" : MountOptions (p. 2245),
"OnPremConfig" : OnPremConfig (p. 2246),
"ServerHostname" : String,
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationNFS
Properties:
MountOptions:
MountOptions (p. 2245)
OnPremConfig:
OnPremConfig (p. 2246)
ServerHostname: String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag

プロパティ
MountOptions
DataSync が NFS 共有をマウントするために使用できる NFS マウントオプション。
必須: いいえ
タイプ: MountOptions (p. 2245)
Update requires: No interruption
OnPremConfig
NFS サーバーへの接続に使用されるエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) のリストが含ま
れます。
AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、NFS Server on AWS Snowcone を参
照してください。
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必須: はい
タイプ: OnPremConfig (p. 2246)
Update requires: No interruption
ServerHostname
NFS サーバーの名前。この値は、NFS サーバーの IP アドレスまたはドメインネームサービス (DNS)
名です。オンプレミスにインストールされたエージェントはこのホスト名を使用して、ネットワーク
に NFS サーバーをマウントします。
AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、NFS Server on AWS Snowcone を参
照してください。

Note
この名前は、DNS に準拠しているか、IP バージョン 4 (IPv4) アドレスである必要がありま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$
Update requires: Replacement
Subdirectory
NFS ソースの場所からのデータの読み取り、または NFS 送信先へのデータの書き込みに使用される
NFS ファイルシステム内のサブディレクトリ。NFS パスは、NFS サーバーからエクスポートしたパ
ス、あるいはそのパスのサブディレクトリにする必要があります。パスは、他の NFS クライアントが
ネットワークでマウントできるようにする必要があります。
NFS サーバーからエクスポートしたすべてのパスを表示するには、サーバーへのアクセス権を持つ
NFS クライアントから「showmount -e nfs-server-name」を実行します。結果として表示され
るディレクトリ、およびそのディレクトリの任意のサブディレクトリを指定できます。NFS エクス
ポートが Kerberos 認証なしでアクセスできることを確認してください。
指定するフォルダのすべてのデータを転送するには、DataSync にすべてのデータを読み取るアクセ
ス許可があることが必要です。これを確実にするには、no_root_squash, を使用して NFS エクス
ポートを設定するか、または、すべてのファイルのアクセス許可の読み取りアクセスがすべてのユー
ザーに DataSync で許可されていることを確認します。いずれかを行うことで、エージェントはファ
イルを読み取れるようになります。エージェントがディレクトリにアクセスするため、さらにすべて
の実行アクセスを有効にする必要があります。
AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、NFS Server on AWS Snowcone を参
照してください。
NFS エクスポート設定の情報については、「18.7」を参照してください。Red Hat Enterprise Linux
ドキュメントの /etc/exports 設定ファイル 。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]+$
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Update requires: No interruption
Tags
場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
指定されたソース NFS ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
LocationUri
指定されたソース NFS の場所の URL。

例
DataSync の NFS の場所
次の例では、送信元と送信先の場所を使用して、DataSync の NFS の場所を指定します。この例では、
サーバのホスト名は MyServer@example.com で、NFS バージョン 4.0 を使用して、サブディレクトリ
/MySubdirectory にあります。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an FSxWindows location for DataSync",
"Resources":
"LocationNFS": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationNFS",
"Properties": {
"MountOptions": {
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}

}

}

"Version": "NFS4_0"
},
"OnPremConfig": {
"AgentArns": [
"arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs"
]
},
"ServerHostname": "MyServer@example.com",
"Subdirectory": "/MySubdirectory"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies an NFS location for DataSync
Resources:
LocationNFS:
Type: AWS::DataSync::LocationNFS
Properties:
MountOptions:
Version: NFS4_0
OnPremConfig:
AgentArns:
- arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs
ServerHostname: MyServer@example.com
Subdirectory: /MySubdirectory

AWS::DataSync::LocationNFS MountOptions
DataSync が NFS 共有をマウントする際に使用できる NFS マウントオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Version" : String

YAML
Version: String

プロパティ
Version
DataSync が NFS 共有のマウントに使用する特定の NFS バージョン。サーバーが指定されたバー
ジョンの使用を拒否すると、同期は失敗します。バージョンを指定しない場合、DataSync のデフォル
トは AUTOMATIC になります。つまり、DataSync は NFS サーバーとのネゴシエーションに基づいて
自動的にバージョンを選択します。
次の NFS バージョンを指定できます。
• NFSv3 - サーバーへの非同期書き込みを可能にするステートレスのプロトコルバージョン。
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• NFSv4.0 - 委任と擬似ファイルシステムとをサポートする、ステートフルの、ファイアウォール対
応プロトコルバージョン。
• NFSv4.1 - セッション、ディレクトリ委任、並列データ処理をサポートする、ステートフルのプロ
トコルバージョン。バージョン 4.1 には、バージョン 4.0 で利用できるすべての機能も含まれてい
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUTOMATIC | NFS3 | NFS4_0 | NFS4_1
Update requires: No interruption

AWS::DataSync::LocationNFS OnPremConfig
ネットワークファイルシステム (NFS) の場所に使用するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)
のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AgentArns" : [ String, ... ]

YAML
AgentArns:
- String

プロパティ
AgentArns
NFS の場所に使用するエージェントの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption

AWS::DataSync::LocationObjectStorage
AWS::DataSync::LocationObjectStorage リソースは、セルフマネージドオブジェクトストレージ
バケットのエンドポイントを指定します。セルフマネージドオブジェクトストレージの場所の詳細につい
ては、「オブジェクトストレージの場所の作成」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationObjectStorage",
"Properties" : {
"AccessKey" : String,
"AgentArns" : [ String, ... ],
"BucketName" : String,
"SecretKey" : String,
"ServerHostname" : String,
"ServerPort" : Integer,
"ServerProtocol" : String,
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationObjectStorage
Properties:
AccessKey: String
AgentArns:
- String
BucketName: String
SecretKey: String
ServerHostname: String
ServerPort: Integer
ServerProtocol: String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AccessKey
オプション。アクセスキーは、セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーにアクセスするた
めに認証情報が必要な場合に使用されます。オブジェクトストレージで認証にユーザー名とパスワー
ドが必要な場合は、AccessKey および SecretKey を使用してユーザー名とパスワードをそれぞれ指
定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 8
最大: 200
パターン: ^.+$
Update requires: No interruption
AgentArns
セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーの場所に関連付けられたエージェントの Amazon
リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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最大: 4
Update requires: No interruption
BucketName
データを読み取るために使用される、セルフマネージドオブジェクトストレージサーバー上のバケッ
ト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$
Update requires: Replacement
SecretKey
オプション。シークレットキーは、セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーにアクセスす
るために認証情報が必要な場合に使用されます。オブジェクトストレージで認証にユーザー名とパス
ワードが必要な場合は、AccessKey および SecretKey を使用してユーザー名とパスワードをそれぞ
れ指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 8
最大: 200
パターン: ^.+$
Update requires: No interruption
ServerHostname
セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーの名前。この値は、オブジェクトストレージサー
バーの IP アドレスまたはドメインネームサービス (DNS) 名です。エージェントは、このホスト名を
使用して、オブジェクトストレージサーバーをネットワークにマウントします。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$
Update requires: Replacement
ServerPort
セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーがインバウンドネットワークトラフィックを受け
入れるポート。サーバーポートは、デフォルトで TCP 80 (HTTP) または TCP 443 (HTTPS) に設定さ
れています。セルフマネージドオブジェクトストレージサーバーにカスタムポートが必要な場合は、
カスタムポートを指定できます。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65536
Update requires: No interruption
ServerProtocol
オブジェクトストレージサーバーが通信に使用するプロトコル。有効な値は HTTP または HTTPS で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP | HTTPS
Update requires: No interruption
Subdirectory
データの読み取りに使用するセルフマネージドオブジェクトストレージサーバーのサブディレクト
リ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$
Update requires: No interruption
Tags
場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
指定されたオブジェクトストレージの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
LocationUri
指定されたオブジェクトストレージの場所の URL。

例
DataSync 用のオブジェクトストレージの場所
次の例では、DataSync 用のオブジェクトストレージの場所を指定します。この例では、オブジェクトス
トレージの場所は、MyServer@example.com という名前のサーバーで、MyBucket という名前のバケッ
トを使用します。この例では、サーバープロトコル HTTPS とサブディレクトリ /Subdirectory も指定
します。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an object storage location for DataSync",
"Resources":
{
"LocationObjectStorage": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationObjectStorage",
"Properties": {
"AgentArns": [
"arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs"
],
"BucketName": "MyBucket",
"ServerHostname": "MyServer@example.com",
"ServerProtocol": "HTTPS",
"Subdirectory": "/MySubdirectory"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies an object storage location for DataSync
Resources:
LocationObjectStorage:
Type: AWS::DataSync::LocationObjectStorage
Properties:
AgentArns:
- arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs
BucketName: MyBucket
ServerHostname: MyServer@example.com
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ServerProtocol: HTTPS
Subdirectory: /MySubdirectory

AWS::DataSync::LocationS3
AWS::DataSync::LocationS3 リソースは、Amazon S3 バケットのエンドポイントを指定します。
詳細については、AWS DataSync ユーザーガイドの Create an Amazon S3 location を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationS3",
"Properties" : {
"S3BucketArn" : String,
"S3Config" : S3Config (p. 2254),
"S3StorageClass" : String,
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationS3
Properties:
S3BucketArn: String
S3Config:
S3Config (p. 2254)
S3StorageClass: String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag

プロパティ
S3BucketArn
Amazon S3 バケットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 156
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):(s3|s3-outposts):[a-z
\-0-9]*:[0-9]*:.*$
Update requires: Replacement
S3Config
Amazon S3 バケットへのアクセスに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
の Amazon リソースネーム (ARN)。
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ロールの使用に関する詳細は、AWS DataSync ユーザーガイドの Creating a Location for Amazon S3
を参照してください。
必須: はい
タイプ: S3Config (p. 2254)
Update requires: Replacement
S3StorageClass
この場所がタスクの送信先として使用されるときにファイルを保存する Amazon S3 ストレージクラ
ス。AWS Regions のバケットの場合、ストレージクラスはデフォルトで標準になります。
S3 ストレージクラスの詳細については、「Amazon S3 ストレージクラス」を参照してください。一
部のストレージクラスの動作は、S3 のストレージコストに影響する場合があります。詳細について
は、「DataSync で Amazon S3 ストレージクラスを操作するときの考慮事項 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DEEP_ARCHIVE | GLACIER | INTELLIGENT_TIERING | ONEZONE_IA |
OUTPOSTS | STANDARD | STANDARD_IA
Update requires: Replacement
Subdirectory
Amazon S3 バケット内のサブディレクトリ。Amazon S3 のこのサブディレクトリは、S3 ソースの場
所からデータを読み込んだり、S3 送信先にデータを書き込むために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$
Update requires: Replacement
Tags
場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
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arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
指定した Amazon S3 の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
LocationUri
指定した Amazon S3 の場所の URL。

例
DataSync の S3 の場所
次の例では、DataSync の S3 の場所を指定します。この例では、S3 の場所は Amazon リソースネー
ム (ARN) arn:aws:s3:::MyBucket で指定されたバケットを使用します。アクセスロールは ARN
arn:aws:iam::111222333444:role/MyBucketAccessRole によって指定されます。この例で
は、STANDARD S3 ストレージクラスを使用し、サブディレクトリ /MyFolder を参照します。
DataSync が IAM ロールを引き受けるには、アカウントとリージョンで AWS Security Token Service
(AWS STS) をアクティブ化する必要があります。一時的なセキュリティ認証情報の詳細については、IAM
ユーザーガイド の IAM の一時的なセキュリティ認証情報を参照してください。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an S3 location for DataSync",
"Resources":
{
"LocationS3": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationS3",
"Properties": {
"S3BucketArn": "arn:aws:s3:::MyBucket",
"S3Config": {
"BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/MyBucketAccessRole"
},
"S3StorageClass": "STANDARD",
"Subdirectory": "/MyFolder"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Description: Specifies an S3 location for DataSync
Resources:
LocationS3:
Type: AWS::DataSync::LocationS3
Properties:
S3BucketArn: arn:aws:s3:::MyBucket
S3Config:
BucketAccessRoleArn: arn:aws:iam::111222333444:role/MyBucketAccessRole
S3StorageClass: STANDARD
Subdirectory: /MyFolder

AWS::DataSync::LocationS3 S3Config
Amazon S3 バケットへのアクセスに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
ロールの使用に関する詳細は、AWS DataSync ユーザーガイドの Creating a Location for Amazon S3 を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BucketAccessRoleArn" : String

YAML
BucketAccessRoleArn: String

プロパティ
BucketAccessRoleArn
アクセスする Amazon S3 バケット。このバケットは、 CreateLocationS3オペレーションのパラメー
タとして使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]
{12}:role/.*$
Update requires: Replacement

AWS::DataSync::LocationSMB
AWS::DataSync::LocationSMB リソースは、SMB の場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::LocationSMB",
"Properties" : {
"AgentArns" : [ String, ... ],
"Domain" : String,
"MountOptions" : MountOptions (p. 2258),
"Password" : String,
"ServerHostname" : String,
"Subdirectory" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"User" : String
}

YAML
Type: AWS::DataSync::LocationSMB
Properties:
AgentArns:
- String
Domain: String
MountOptions:
MountOptions (p. 2258)
Password: String
ServerHostname: String
Subdirectory: String
Tags:
- Tag
User: String

プロパティ
AgentArns
Simple Message Block (SMB) の場所に使用するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption
Domain
SMB サーバーが属する Windows ドメインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 253
パターン: ^([A-Za-z0-9]+[A-Za-z0-9-.]*)*[A-Za-z0-9-]*[A-Za-z0-9]$
Update requires: No interruption
MountOptions
DataSync が SMB サーバーにアクセスする際に使用するマウントオプション。
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必須: いいえ
タイプ: MountOptions (p. 2258)
Update requires: No interruption
Password
共有をマウントでき、SMB ファイル共有のファイルとフォルダにアクセスできるユーザーのパスワー
ド。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 104
パターン: ^.{0,104}$
Update requires: No interruption
ServerHostname
SMB サーバーの名前。この値は、SMB サーバーの IP アドレスまたはドメインネームサービス (DNS)
名です。オンプレミスにインストールされたエージェントは、このホスト名を使用してネットワーク
に SMB サーバーをマウントします。

Note
この名前は、DNS に準拠しているか、IP バージョン 4 (IPv4) アドレスである必要がありま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$
Update requires: Replacement
Subdirectory
SMB ソースの場所からのデータの読み取り、または SMB 送信先へのデータの書き込みに使用される
SMB ファイルシステム内のサブディレクトリ。SMB パスは、SMB サーバーによってエクスポートさ
れたパス、あるいはそのパスのサブディレクトリにする必要があります。このパスは、他の SMB ク
ライアントがネットワークでマウントできるようにする必要があります。

Note
Subdirectory はスラッシュで指定する必要があります。たとえば、/path/to/folder
と指定します。
指定したフォルダ内のすべてのデータを転送するには、DataSync に SMB 共有をマウントし、その
共有内のすべてのデータにアクセスするためのアクセス許可が必要です。そのためには、指定した
ユーザー/パスワードが、共有をマウントできるユーザー、および DataSync がアクセスするすべての
ファイルとディレクトリに対する適切なアクセス許可を持っているユーザーに属することを確認する
か、Backup Operators グループのメンバーの認証情報を使用して共有をマウントします。いずれの場
合も、エージェントはデータにアクセスできるようになります。エージェントがディレクトリにアク
セスするため、さらにすべての実行アクセスを有効にする必要があります。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$
Update requires: No interruption
Tags
場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
User
共有をマウントでき、SMB ファイル共有のファイルとフォルダにアクセスできるユーザー。
ファイル、フォルダ、およびメタデータに対する十分な許可を保証するユーザー名を選択する方法に
ついては、ユーザーを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 104
パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocationArn
指定された SMB ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
LocationUri
指定された SMB の場所の URL。
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例
DataSync 用の SMB ストレージの場所
次の例では、DataSync の SMB ストレージの場所を指定します。この例では、SMB の場所は、SMB バー
ジョン 3 のドメイン EXAMPLE を使用します。サーバーのホスト名は MyServer@example.com で、SMB
の場所は share サブディレクトリにあります。この例では、ユーザー ID user-1 を指定します。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies an SMB storage location for DataSync",
"Resources":
{
"LocationSMB": {
"Type": "AWS::DataSync::LocationSMB",
"Properties": {
"AgentArns": [
"arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs,",
"arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-2345noo35nnee1123ovo3"
],
"Domain": "EXAMPLE",
"MountOptions": {
"Version": "SMB3"
},
"Password": {"Ref": "Password"},
"ServerHostname": "MyServer.example.com",
"Subdirectory": "/share",
"User": "user-1"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies an object storage location for DataSync
Resources:
LocationSMB:
Type: AWS::DataSync::LocationSMB
Properties:
AgentArns:
- arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs,
- arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-2345noo35nnee1123ovo3
Domain: EXAMPLE
MountOptions:
Version: SMB3
Password: !Ref Password
ServerHostname: MyServer.example.com
Subdirectory: /share
User: user-1

AWS::DataSync::LocationSMB MountOptions
DataSync が SMB サーバーにアクセスする際に使用するマウントオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Version" : String

YAML
Version: String

プロパティ
Version
DataSync が SMB 共有のマウントに使用する特定の SMB バージョン。バージョンを指定しない場
合、DataSync のデフォルトは AUTOMATIC になります。つまり、DataSync は SMB サーバーとのネ
ゴシエーションに基づいて自動的にバージョンを選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUTOMATIC | SMB2 | SMB3
Update requires: No interruption

AWS::DataSync::Task
AWS::DataSync::Task リソースは、タスクを指定します。タスク は、2 つのロケーションのセット (送
信元と送信先) およびタスクの行動を制御するために使用する一連のオプションです。タスクの作成時に
オプションを指定しない場合、AWS DataSync はそのタスクをサービスのデフォルトに設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DataSync::Task",
"Properties" : {
"CloudWatchLogGroupArn" : String,
"DestinationLocationArn" : String,
"Excludes" : [ FilterRule (p. 2263), ... ],
"Includes" : [ FilterRule (p. 2263), ... ],
"Name" : String,
"Options" : Options (p. 2264),
"Schedule" : TaskSchedule (p. 2270),
"SourceLocationArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DataSync::Task
Properties:
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CloudWatchLogGroupArn: String
DestinationLocationArn: String
Excludes:
- FilterRule (p. 2263)
Includes:
- FilterRule (p. 2263)
Name: String
Options:
Options (p. 2264)
Schedule:
TaskSchedule (p. 2270)
SourceLocationArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CloudWatchLogGroupArn
タスク内のイベントのモニタリングとログ記録に使用される Amazon CloudWatch ロググループの
Amazon リソースネーム (ARN)。
DataSync で CloudWatch ログを使用する方法の詳細については、 AWS DataSync ユーザーガイドの
Monitoring Your Task を参照してください。
これらのグループの詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド の ロググループと
ログストリームを操作する を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 562
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$
Update requires: No interruption
DestinationLocationArn
AWS ストレージリソースの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Excludes
タスクから除外するファイルを決定するフィルタ規則のリスト。リストには、除外するパターンで構
成される 1 つのフィルタ文字列が含まれている必要があります。パターンは「|」(パイプ) で区切られ
ます (例: "/folder1|/folder2")。
必須: いいえ
タイプ: FilterRule (p. 2263) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
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Includes
タスクの実行時に含めるファイルを決定するフィルタールールのリスト。含めるまたは除外するパ
ターンから構成される 1 つのフィルター文字列を含むパターン。パターンは「|」(パイプ) で区切られ
ます (例: "/folder1|/folder2")。
必須: いいえ
タイプ: FilterRule (p. 2263) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
Name
タスクの名前。この値は、コンソールでタスクを識別するために使用されるテキスト参照です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9\s+=._:@/-]+$
Update requires: No interruption
Options
StartTaskExecution を呼び出すときに発生するタスクの 1 回の実行の動作を制御する設定オプ
ションのセット。これらのオプションを設定して、ユーザー ID (UID) やグループ ID (GID)、ファイル
のアクセス許可、データ整合性の検証などのメタデータを保持できます。
個々のタスク実行について、タスクの実行を開始する前に OverrideOptions を指定することで、
これらのオプションを上書きできます。詳細については、StartTaskExecution 操作を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: オプション (p. 2264)
Update requires: No interruption
Schedule
ソースから転送先へのファイルの定期的な転送に使用するスケジュールを指定します。スケジュール
は UTC 時間で指定する必要があります。詳細については、パイプラインのスケジューリング を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: TaskSchedule (p. 2270)
Update requires: No interruption
SourceLocationArn
タスクのソースの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 128
パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$
Update requires: Replacement
Tags
リソースに追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はロケーションリソース ARN を返しま
す。次に例を示します。
arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DestinationNetworkInterfaceArns
Property description not available.
ErrorCode
タスクの実行中に AWS DataSync で発生したエラー。このエラーコードを使用すると、問題のトラブ
ルシューティングに役立ちます。
ErrorDetail
タスクの実行中に発生したエラーの詳細な説明。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立
てることができます。
Status
説明されたタスクのステータス。
TaskArn
タスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
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DataSync タスク
次の例では、送信元と送信先の場所を使用して DataSync タスクを指定します。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Specifies a DataSync task",
"Resources":
{
"Agent": {
"Type": "AWS::DataSync::Task",
"Properties": {
"SourceLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50s3",
"DestinationLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-18ec8bcgd437d61t4"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Specifies a DataSync task
Resources:
Task:
Type: AWS::DataSync::Task
Properties:
SourceLocationArn: arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50s3
DestinationLocationArn: arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-18ec8bcgd437d61t4

AWS::DataSync::Task FilterRule
ソースから転送先にファイルを転送するときに、どのファイル、フォルダ、オブジェクトを含めるか、ま
たは除外するかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FilterType" : String,
"Value" : String

YAML
FilterType: String
Value: String
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プロパティ
FilterType
適用するフィルタールールのタイプ。AWS DataSync は、SIMPLE_PATTERN ルールタイプのみをサ
ポートします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SIMPLE_PATTERN
Update requires: No interruption
Value
含めるまたは除外するパターンから構成される単一のフィルター文字列。パターンは「|」(パイプ) で
区切られます。例えば: /folder1|/folder2
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 409600
パターン: ^[^\x00]+$
Update requires: No interruption

AWS::DataSync::Task Options
StartTaskExecution オペレーションの動作を制御する際に使用可能なプションを表します。この動作に
は、ユーザー ID (UID)、グループ ID (GID)、ファイルのアクセス許可などのメタデータの保持、さらに、
送信先でのファイルの上書き、データ整合性の検証その他が含まれます。
タスクには、それに関連付けられた一連の既定のオプションがあります。StartTaskExecution でオプショ
ンを指定しなかった場合、デフォルトの値が使用されます。StartTaskExecution にオーバーライドする
Options 値を指定することで、各タスク実行のデフォルトのオプションを上書きできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Atime" : String,
"BytesPerSecond" : Integer,
"Gid" : String,
"LogLevel" : String,
"Mtime" : String,
"OverwriteMode" : String,
"PosixPermissions" : String,
"PreserveDeletedFiles" : String,
"PreserveDevices" : String,
"SecurityDescriptorCopyFlags" : String,
"TaskQueueing" : String,
"TransferMode" : String,
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}

"Uid" : String,
"VerifyMode" : String

YAML
Atime: String
BytesPerSecond: Integer
Gid: String
LogLevel: String
Mtime: String
OverwriteMode: String
PosixPermissions: String
PreserveDeletedFiles: String
PreserveDevices: String
SecurityDescriptorCopyFlags: String
TaskQueueing: String
TransferMode: String
Uid: String
VerifyMode: String

プロパティ
Atime
ファイルが最後にアクセスされた時刻 (ファイルの読み取りまたは書き込みの日時) を示すファイル
メタデータ値。BEST_EFFORT に Atime 設定すると、DataSync はすべてのソースファイルで元
の Atime 属性を保持しようとします (つまり、PREPARING フェーズより前のバージョン)。ただ
し、Atime の動作はプラットフォーム間の完全な標準ではないため、AWS DataSync はあくまでベス
トエフォートベースでこれを行います。
デフォルト値: BEST_EFFORT
BEST_EFFORT: ファイルごとの Atime 値を保持する (推奨)。
NONE: Atime を無視します。

Note
Atime が BEST_EFFORT に設定されている場合、Mtime は PRESERVE に設定します。
Atime が NONE に設定されている場合は Mtime も NONE に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BEST_EFFORT | NONE
Update requires: No interruption
BytesPerSecond
AWS DataSync が使用する帯域幅を制限する値。例えば、AWS DataSync で最大 1 MB を使用する場
合は、この値を 1048576 (=1024*1024) に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Gid
ファイル所有者のグループ ID (GID)。
デフォルト値: INT_VALUEこれにより ID の整数値が保持されます。
INT_VALUE: UID とグループ ID (GID) の整数値を保持します (推奨)。
NAME: 現在サポートされていません
NONE: UID と GID を無視します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BOTH | INT_VALUE | NAME | NONE
Update requires: No interruption
LogLevel
DataSync が、ユーザーが提供した Amazon CloudWatch ロググループのログストリームに公
開する、ログのタイプを決定する値。DataSync のロググループの提供に関する詳細は、「
CloudWatchLogGroupArn」を参照してください。OFF に設定するとログは公開されません。BASIC
は、転送された個々のファイルのエラー時にログを公開し、TRANSFER は、転送され整合性をチェッ
クされたすべてのファイルまたはオブジェクトのログを公開します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BASIC | OFF | TRANSFER
Update requires: No interruption
Mtime
PREPARING フェーズより前にファイルが変更された (ファイルに書き込みが行われた) 最終日時を示
す値。このオプションは、同じタスクを複数回実行する必要がある場合に必須です。
デフォルト値: PRESERVE
PRESERVE: 元の Mtime を保持します (推奨)
NONE: Mtime を無視します。

Note
Mtime が PRESERVE に設定されている場合、Atime は BEST_EFFORT に設定します。
Mtime が NONE に設定されている場合は Atime も NONE に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | PRESERVE
Update requires: No interruption
OverwriteMode
ファイルのコピー時に、送信先のファイルを上書きするか保持するかを決定する値。NEVER に設定す
ると、送信先のファイルは、ソースファイルと異なっていても、ソースファイルに置き換えられませ
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ん。送信先のファイルを変更してファイルを同期する場合は、この値を使うことで、変更が上書きさ
れないように保護できます。
一部のストレージクラスには、S3 ストレージコストに影響する特定の動作があります。詳細について
は、AWS DataSync ユーザーガイドの Considerations when working with Amazon S3 storage classes
in DataSync を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALWAYS | NEVER
Update requires: No interruption
PosixPermissions
ファイルの読み取り、書き込み、実行などの特定の目的でファイルにアクセスできるユーザーまたは
グループを決定する値。このオプションは、NFS、EFS、および S3 ロケーションのためにのみ設定
する必要があります。DataSync によってコピーされるメタデータの詳細については、DataSync に
よってコピーされるメタデータを参照してください。
デフォルト値: PRESERVE
PRESERVE: POSIX スタイルのアクセス許可を保持します (推奨)。
NONE: アクセス許可を無視します。

Note
AWS DataSync は、ソースの場所の現存の許可を保持できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | PRESERVE
Update requires: No interruption
PreserveDeletedFiles
ソースファイルシステムに存在しない送信先内のファイルを保持するかどうかを指定する値。こ
のオプションは、ストレージのコストに影響します。タスクでオブジェクトを削除すると、特定
のストレージクラスに対して最小ストレージ期間料金が発生する可能性があります。詳細について
は、AWS DataSync ユーザーガイドの Considerations when working with Amazon S3 storage classes
in DataSync を参照してください。
デフォルト値: PRESERVE
PRESERVE: 送信先のファイルを無視します (推奨)。
REMOVE: ソース内に存在しない送信先ファイルを削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PRESERVE | REMOVE
Update requires: No interruption
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PreserveDevices
AWS DataSync が、ブロックおよびキャラクター デバイスのメタデータをソースファイルシステムに
保持すべきどうかか、また、そのデバイス名とメタデータを使用して送信先にファイルを再作成すべ
きかどうかを決定する値。DataSync は、そのようなデバイスの内容をコピーせず、名前とメタデータ
のみをコピーします。

Note
AWS DataSync は、こうしたデバイスの実際のコンテンツを同期することはできません。こ
れらはターミナルではなく、ファイルの終わり (EOF) マーカーを返さないためです。
デフォルト値: NONE
NONE: 特定のデバイスを無視する (推奨)。
PRESERVE: キャラクターとブロックデバイスのメタデータを保持します。このオプション
は、Amazon EFS では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | PRESERVE
Update requires: No interruption
SecurityDescriptorCopyFlags
送信元から送信先オブジェクトにコピーする SMB セキュリティ記述子のコンポーネントを決定する
値。
この値は、SMB と Amazon FSx for Windows ファイルサーバーのロケーションの間、または Amazon
FSx for Windows ファイルサーバーの 2 つのロケーション間の転送にのみ使用されます。DataSync が
メタデータを処理する方法の詳細については、How DataSync Handles Metadata and Special Files を
参照してください。
デフォルト値: OWNER_DACL。
OWNER_DACL: コピーされたオブジェクトごとに、DataSync は次のメタデータをコピーします。
• オブジェクトの所有者。
• NTFS 任意アクセスコントロールリスト (DACL)。オブジェクトへのアクセス権を付与するかどうか
を決定します。
このオプションを選択すると、DataSync は NTFS システムアクセスコントロールリスト (SACL) をコ
ピーしません。SACL は、セキュリティで保護されたオブジェクトへのアクセスの試行をログ記録す
るために管理者によって使用されます。
OWNER_DACL_SACL: コピーされたオブジェクトごとに、DataSync は次のメタデータをコピーしま
す。
• オブジェクトの所有者。
• NTFS 任意アクセスコントロールリスト (DACL)。オブジェクトへのアクセス権を付与するかどうか
を決定します。
• NTFS システムアクセスコントロールリスト (SACL)。これは、管理者がセキュリティで保護された
オブジェクトへのアクセス試行をログに記録するために使用されます。
SACL をコピーするには、DataSync が SMB ロケーションにアクセスするために使用する Windows
ユーザーに追加の許可を付与する必要があります。ファイル、フォルダ、およびメタデータに対する
十分な許可を保証するユーザーを選択する方法については、user を参照してください。
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NONE: いずれの SMB セキュリティ記述子コンポーネントもコピーされません。送信先オブジェクト
は、送信先の場所にアクセスするために指定されたユーザーによって所有されます。DACL と SACL
は、送信先サーバーの設定に基づいて設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | OWNER_DACL | OWNER_DACL_SACL
Update requires: No interruption
TaskQueueing
タスクを実行する前にタスクをキューに入れる必要があるかどうかを決定する値。ENABLED に設定す
ると、タスクはキューに入ります。デフォルト: ENABLED。
同じエージェントを使用して複数のタスクを実行すると、タスクを連続で実行することができます。
詳細については、「 タスクの実行をキューイングする 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
TransferMode
DataSync が、ソースと送信先とで異なるデータとメタデータのみを転送するか、または、送信先と比
較することなく、ソースからすべてのコンテンツを転送するかどうかを決定する値。
CHANGED: DataSync は、新しいコンテンツまたは異なるコンテンツのデータまたはメタデータのみ
を、ソースから送信先にコピーします。
ALL: DataSync は、送信先にある既存のコンテンツと比較することなく、ソースのすべてのコンテン
ツを送信先にコピーします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALL | CHANGED
Update requires: No interruption
Uid
ファイル所有者のユーザー ID (UID)。
デフォルト値: INT_VALUEこれにより ID の整数値が保持されます。
INT_VALUE: UID とグループ ID (GID) の整数値を保持します (推奨)。
NAME: 現在サポートされていません
NONE: UID と GID を無視します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: BOTH | INT_VALUE | NAME | NONE
Update requires: No interruption
VerifyMode
すべてのデータとメタデータが転送された後のタスク実行の終了時に、データの整合性検証を実行す
るかどうかを決定する値。詳細については、「 タスクの設定を構成する 」を参照してください。
デフォルト値: POINT_IN_TIME_CONSISTENT
ONLY_FILES_TRANSFERRED (推奨): 転送されたファイルに対してのみ検証を実行します。
POINT_IN_TIME_CONSISTENT: 転送の終了時にソース全体と送信先全体をスキャンし、ソースと送
信先が完全に同期していることを確認します。このオプションは、S3 Glacier または S3 Glacier Deep
Archive ストレージクラスへの転送時にはサポートされません。
NONE: 転送の終了時に追加の検証を行わない。ただし、すべてのデータ転送は、転送中にチェックサ
ム検証によって整合性チェックが行われます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | ONLY_FILES_TRANSFERRED | POINT_IN_TIME_CONSISTENT
Update requires: No interruption

AWS::DataSync::Task TaskSchedule
タスクの繰り返しの実行に使用するスケジュールを指定します。詳細については、「ルールのスケジュー
ル式」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ScheduleExpression" : String

YAML
ScheduleExpression: String

プロパティ
ScheduleExpression
ソースから送信先へのスケジュール済みの転送を AWS DataSync が開始する時期を指定する Cron
式。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9\ \_\*\?\,\|\^\-\/\#\s\(\)\+]*$
Update requires: No interruption

DynamoDB Accelerator リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::DAX::Cluster (p. 2271)
• AWS::DAX::ParameterGroup (p. 2278)
• AWS::DAX::SubnetGroup (p. 2280)

AWS::DAX::Cluster
DAX クラスターを作成します。クラスター内のすべてのノードが同じ DAX キャッシュソフトウェアを実
行しています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DAX::Cluster",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"ClusterEndpointEncryptionType" : String,
"ClusterName" : String,
"Description" : String,
"IAMRoleARN" : String,
"NodeType" : String,
"NotificationTopicARN" : String,
"ParameterGroupName" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"ReplicationFactor" : Integer,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SSESpecification" : SSESpecification (p. 2277),
"SubnetGroupName" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::DAX::Cluster
Properties:
AvailabilityZones:
- String
ClusterEndpointEncryptionType: String
ClusterName: String
Description: String
IAMRoleARN: String
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NodeType: String
NotificationTopicARN: String
ParameterGroupName: String
PreferredMaintenanceWindow: String
ReplicationFactor: Integer
SecurityGroupIds:
- String
SSESpecification:
SSESpecification (p. 2277)
SubnetGroupName: String
Tags: Json

プロパティ
AvailabilityZones
クラスターの作成または更新後にクラスターノードが存在するアベイラビリティーゾーン (AZ)。指定
する場合、このリストの長さは ReplicationFactor パラメータと等しくなければなりません。こ
のパラメータを省略すると、DAX は可用性を最大限に高めるために複数のアベイラビリティーゾーン
にノードを分散します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ClusterEndpointEncryptionType
クラスターのエンドポイントの暗号化タイプ。指定できる値は次のとおりです。
• NONE - クラスターのエンドポイントは暗号化されません。
• TLS - クラスターのエンドポイントは、Transport Layer Security で暗号化され、認証用の x509 証明
書を提供します。
デフォルト値は NONE です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | TLS
Update requires: Replacement
ClusterName
DAX クラスターの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
Description
クラスターの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
IAMRoleARN
IAM ロールを識別する有効な Amazon リソースネーム (ARN)。実行時に、DAX はこのロールを引き
受け、ロールのアクセス権限を使用して、お客様に代わって DynamoDB にアクセスします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
NodeType
クラスター内のノードのノードタイプ。(DAX クラスター内のすべてのノードは同じタイプです)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NotificationTopicARN
通知が送信される先の Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
Amazon SNS トピック所有者は DAX クラスター所有者と同じであることが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ParameterGroupName
DAX クラスターに関連付けるパラメータグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
DAX クラスターソフトウェアのメンテナンスを実行する期間です。例: sun:01:00-sun:09:00。ク
ラスターのメンテナンスは通常 30 分以内で行われ、メンテナンスウィンドウ内で自動的に実行され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationFactor
DAX クラスター内のノードの数。レプリケーション係数が 1 の場合は、リードレプリカを使用しな
い単一ノードクラスターが作成されます。耐障害性機能を追加するには、1 つまたは複数のリードレ
プリカを使用する複数ノードクラスターを作成できます。これを行うには、 ReplicationFactor
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を 3 (1 つのプライマリと 2 つのリードレプリカ)～10 (1 つのプライマリと 9 つのリードレプリカ) の
数値に設定します。If the AvailabilityZones パラメータが指定されている場合、その長さは
ReplicationFactorと等しいものである必要があります。

Note
AWS では、クラスターごとに 2 つ以上のリードレプリカを配置することを推奨しています。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
DAX クラスターの各ノードに割り当てるセキュリティグループ ID のリスト(各セキュリティグループ
ID はシステムによって生成されます)。
このパラメータを指定しない場合は、DAX によってデフォルトの VPC セキュリティグループが各
ノードに割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SSESpecification
クラスターのサーバー側の暗号化を有効にするために使用される設定を表します。
必須: いいえ
タイプ: SSESpecification (p. 2277)
Update requires: Replacement
SubnetGroupName
レプリケーショングループに使用されるサブネットグループの名前。

Important
DAX クラスターは Amazon VPC 環境でのみ実行できます。サブネットグループで指定する
すべてのサブネットは同じ VPC に存在する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
Tags
DAX クラスターに関連付けるタグのセット。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2274

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DAX

戻り値
参照番号
作成された DAX クラスターの名前 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。次に例を示します。
{ "Ref": "MyResource" }

次のような値が返されます:
MyDAXCluster

For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Arn
DAX クラスターの ARN を返します。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt": ["MyDAXCluster", "Arn"] }

次のような値が返されます:
arn:aws:dax:us-east-1:111122223333:cache/MyDAXCluster

ClusterDiscoveryEndpoint
DAX クラスターのエンドポイントを返します。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt": ["MyDAXCluster", "ClusterDiscoveryEndpoint"] }

次のような値が返されます:
mydaxcluster.0h3d6x.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111

ClusterDiscoveryEndpointURL
DAX クラスターのエンドポイント URL を返します。

例
クラスターの作成
以下の例では、DAX クラスターを作成しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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"Description": "Create a DAX cluster",
"Resources": {
"daxCluster": {
"Type": "AWS::DAX::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "MyDAXCluster",
"NodeType": "dax.r3.large",
"ReplicationFactor": 1,
"IAMRoleARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/DaxAccess",
"Description": "DAX cluster created with CloudFormation",
"SubnetGroupName": {"Ref":"subnetGroupClu"}
}
},
"subnetGroupClu": {
"Type": "AWS::DAX::SubnetGroup",
"Properties": {
"SubnetGroupName": "MySubnetGroup",
"Description": "Subnet group for DAX cluster",
"SubnetIds": [
{"Ref":"subnet1"},
{"Ref":"subnet2"}
]
}
},
"subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": {"Ref":"daxVpc"},
"CidrBlock": "172.13.17.0/24",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": ""
}
]
}
}
},
"subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": {"Ref":"daxVpc"},
"CidrBlock": "172.13.18.0/24",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
1,
{
"Fn::GetAZs": ""
}
]
}
}
},
"daxVpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.13.0.0/16"
}
}
},
"Outputs": {
"Cluster": {
"Value": {"Ref":"daxCluster"}
}
}
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}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create a DAX cluster"
Resources:
daxCluster:
Type: AWS::DAX::Cluster
Properties:
ClusterName: "MyDAXCluster"
NodeType: "dax.r3.large"
ReplicationFactor: 1
IAMRoleARN: "arn:aws:iam::111122223333:role/DaxAccess"
Description: "DAX cluster created with CloudFormation"
SubnetGroupName: !Ref subnetGroupClu
subnetGroupClu:
Type: AWS::DAX::SubnetGroup
Properties:
SubnetGroupName: "CFNClusterSubnetGrp"
Description: "Subnet group for DAX cluster"
SubnetIds:
- !Ref subnet1
- !Ref subnet2
subnet1:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
!Ref daxVpc
CidrBlock: 172.13.17.0/24
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- 0
- Fn::GetAZs: ""
subnet2:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
!Ref daxVpc
CidrBlock: 172.13.18.0/24
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- 1
- Fn::GetAZs: ""
daxVpc:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 172.13.0.0/16
Outputs:
Cluster:
Value: !Ref daxCluster

AWS::DAX::Cluster SSESpecification
サーバー側の暗号化を有効にするために使用される設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"SSEEnabled" : Boolean

YAML
SSEEnabled: Boolean

プロパティ
SSEEnabled
クラスターでサーバー側の暗号化が有効 (true) であるか無効 (false) であるかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::DAX::ParameterGroup
DAX クラスター内のすべてのノードに適用されるパラメータの名前付きセット。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DAX::ParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"ParameterGroupName" : String,
"ParameterNameValues" : Json
}

YAML
Type: AWS::DAX::ParameterGroup
Properties:
Description: String
ParameterGroupName: String
ParameterNameValues: Json

プロパティ
Description
パラメータグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
ParameterGroupName
パラメータグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ParameterNameValues
グループのパラメータの名前と値のペアの配列です。配列内の各要素は、単一のパラメータを表しま
す。

Note
サポートされているパラメータ名は、record-ttl-millis および query-ttl-millis の
みです。詳細については、「TTL 設定の構成」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 作成されたパラメータグ
ループの名前 。次に例を示します。
{ "Ref": "MyDAXParameterGroup" }

次のような値が返されます:
my-dax-parameter-group

For more information about using the Ref function, see Ref.

例
パラメータグループの作成
以下の例では、DAX パラメータグループを作成しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "DAX parameter group",
"Resources": {
"daxParamGroup": {
"Type": "AWS::DAX::ParameterGroup",
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"Properties": {
"ParameterGroupName": "MyDAXParameterGroup",
"Description": "Description for my DAX parameter group",
"ParameterNameValues": {
"query-ttl-millis": "75000",
"record-ttl-millis": "88000"
}
}

}

}
},
"Outputs": {
"ParameterGroup": {
"Value": {
"Ref": "daxParamGroup"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "DAX parameter group"
Resources:
daxParamGroup:
Type: AWS::DAX::ParameterGroup
Properties:
ParameterGroupName: "MyDAXParameterGroup"
Description: "Description for my DAX parameter group"
ParameterNameValues:
"query-ttl-millis" : "75000"
"record-ttl-millis" : "88000"
Outputs:
ParameterGroup:
Value: !Ref daxParamGroup

AWS::DAX::SubnetGroup
新しいサブネットグループを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DAX::SubnetGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"SubnetGroupName" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DAX::SubnetGroup
Properties:
Description: String
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SubnetGroupName: String
SubnetIds:
- String

プロパティ
Description
サブネットグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubnetGroupName
サブネットグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
サブネットグループの VPC サブネット ID のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 作成されたサブネットグ
ループの名前。例
{ "Ref": "MyDAXSubnetGroup" }

次のような値が返されます:
my-dax-subnet-group

For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブネットグループの作成
以下の例では、DAX サブネットグループを作成しています。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create a DAX subnet group",
"Resources": {
"MyDAXSubnetGroup": {
"Type": "AWS::DAX::SubnetGroup",
"Properties": {
"SubnetGroupName": "my-dax-subnet-group",
"Description": "Description of my DAX subnet group",
"SubnetIds": [
"subnet1",
"subnet2"
]
}
},
"subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": "daxVPC",
"CidrBlock": "172.13.17.0/24",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": ""
}
]
}
}
},
"subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": "daxVPC",
"CidrBlock": "172.13.18.0/24",
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
1,
{
"Fn::GetAZs": ""
}
]
}
}
},
"daxVpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.13.0.0/16"
}
}
},
"Outputs": {
"ParameterGroup": {
"Value": "MyDAXSubnetGroup"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
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Description: "DAX subnet group"
Resources:
MyDAXSubnetGroup:
Type: AWS::DAX::SubnetGroup
Properties:
SubnetGroupName: "my-dax-subnet-group"
Description: "Description of my DAX subnet group"
SubnetIds:
- !Ref subnet1
- !Ref subnet2
subnet1:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
!Ref daxVpc
CidrBlock: 172.13.17.0/24
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- 0
- Fn::GetAZs: ""
subnet2:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
!Ref daxVpc
CidrBlock: 172.13.18.0/24
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- 1
- Fn::GetAZs: ""
daxVpc:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 172.13.0.0/16
Outputs:
ParameterGroup:
Value: !Ref MyDAXSubnetGroup

Amazon Detective リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Detective::Graph (p. 2283)
• AWS::Detective::MemberInvitation (p. 2285)

AWS::Detective::Graph
AWS::Detective::Graph リソースは、Detective 動作グラフを作成する Amazon Detective リソースタ
イプです。リクエストアカウントは、動作グラフの管理者アカウントになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Detective::Graph",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::Detective::Graph
Properties:
Tags:
- Tag

プロパティ
Tags
新しい動作グラフに割り当てるタグ値。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 新しい動作グラフ の
ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
新しい動作グラフ の ARN。

例
新しい Detective 動作グラフの作成
この例では、新しい AWS:Detective:Graph リソースを宣言して新しい Detective 動作グラフを作成す
る方法を示します。

JSON
"NewGraph": {
"Type": "AWS::Detective::Graph"
"Properties": {
"Tags": [
{
"Key": "Tag1Name",
"Value": "Tag1Value"
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},
{

}

}

]

}

"Key": "Tag2Name".
"Value": "Tag2alue"

YAML
NewGraph:
Type: AWS::Detective::Graph
Properties:
Tags:
- Key: Tag1Name
Value: Tag1Value
- Key: Tag2Name
Value: Tag2Value

AWS::Detective::MemberInvitation
AWS::Detective::MemberInvitation リソースは、Detective 動作グラフに参加するための招待を作
成する Amazon Detective リソースタイプです。管理者アカウントは、招待メール通知を AWS アカウント
のルートユーザーのメールアドレスに送信するかどうかを選択できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Detective::MemberInvitation",
"Properties" : {
"DisableEmailNotification" : Boolean,
"GraphArn" : String,
"MemberEmailAddress" : String,
"MemberId" : String,
"Message" : String
}

YAML
Type: AWS::Detective::MemberInvitation
Properties:
DisableEmailNotification: Boolean
GraphArn: String
MemberEmailAddress: String
MemberId: String
Message: String

プロパティ
DisableEmailNotification
メンバーアカウントに招待メールを送信するかどうか。true に設定した場合、メンバーアカウントは
招待メールを受信しません。
API バージョン 2010-05-15
2285

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Detective

必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
GraphArn
データの提供先であるアカウントを招待する動作グラフの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MemberEmailAddress
招待されたアカウントのルートユーザーの電子メールアドレス。指定された電子メールアドレスが、
指定されたアカウントのルートユーザーの電子メールアドレスでない場合、招待の作成は失敗しま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MemberId
招待されたアカウントの AWS アカウント識別子
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Message
招待電子メールのメッセージに含めるカスタマイズされたテキスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 動作グラフの ARN と、パ
イプ文字 (「|」) で区切られたメンバーアカウント識別子。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
動作グラフのメンバーアカウントへの招待の送信
この例では、新しい AWS:Detective:MemberInvitation リソースを宣言して、メンバーアカウントへ
の新しい招待を作成し、E メール通知を送信する方法を示します。
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JSON
"MemberInvitation": {
"Type": "AWS::Detective::MemberInvitation",
"Properties": {
"GraphArn": "arn:aws:detective:useast-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899",
"MemberId": "444455556666",
"MemberEmailAddress": "mmajor@example.com",
"Message": "This is Paul Santos. I need to add your account to the data we
use for security investigation in Detective. If you have any questions, contact me at
psantos@example.com."
}
}

YAML
MemberInvitation:
Type: AWS::Detective::MemberInvitation
Properties:
GraphArn: "arn:aws:detective:useast-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
MemberId: 444455556666
MemberEmailAddress: mmajor@example.com
Message: This is Paul Santos. I need to add your account to the data we use
for security investigation in Detective. If you have any questions, contact me at
psantos@example.com.

メンバーアカウントへの招待メール通知のブロック
この例では、新しい AWS:Detective:MemberInvitation リソースを宣言して、メンバーアカウントへ
の新しい招待を作成する方法を示します。メール通知はブロックされます。

JSON
"MemberInvitation": {
"Type": "AWS::Detective::MemberInvitation",
"Properties": {
"GraphArn": "arn:aws:detective:useast-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899",
"MemberId": "444455556666",
"MemberEmailAddress": "mmajor@example.com",
"DisableEmailNotification": "true"
}
}

YAML
MemberInvitation:
Type: AWS::Detective::MemberInvitation
Properties:
GraphArn: "arn:aws:detective:useast-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
MemberId: 444455556666
MemberEmailAddress: mmajor@example.com
DisableEmailNotification: true

Amazon DevOps Guru リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
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• AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel (p. 2288)
• AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection (p. 2292)

AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
DevOps Guru に通知チャンネルを追加します。通知チャンネルは、インサイトの生成時など、重要な
DevOps Guru イベントを通知するために使用されます。
Amazon SNS トピックを別のアカウントで使用する場合、DevOps Guru のアクセス許可をその通知に付
与するポリシーを、そのアカウントにアタッチします。DevOps Guru は、ユーザーのために、アカウント
で Amazon SNS を使用して通知を送信するための必要なポリシーを追加します。詳細については、「 ク
ロスアカウント Amazon SNS トピックのアクセス許可」を参照してください 。
AWS Key Management Service カスタマーマネージドキー (CMK) によって暗号化された Amazon SNS
トピックを使用する場合は、CMK に許可を追加する必要があります。詳細については、Permissions for
AWS KMS–encrypted Amazon SNS topics を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel",
"Properties" : {
"Config" : NotificationChannelConfig (p. 2290)
}

YAML
Type: AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
Properties:
Config:
NotificationChannelConfig (p. 2290)

プロパティ
Config
設定された通知チャネルに関する情報を含む NotificationChannelConfig オブジェクト。
必須: はい
タイプ: NotificationChannelConfig (p. 2290)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref により NotificationChannel の
Amazon リソースネーム (ARN) が返されます。Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照し
てください。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル
戻り値のリストが示されます。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してくださ
い。
Id
通知チャネルの ID。

例
通知チャネルを 1 つ作成する
JSON
{

}

"Resources": {
"MyNotificationChannel": {
"Type": "AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel",
"Properties": {
"Config": {
"Sns": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel"
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
MyNotificationChannel:
Type: AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
Properties:
Config:
Sns:
TopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel

通知チャネルを 2 つ作成する
JSON
{

"Resources": {
"MyNotificationChannel1": {
"Type": "AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel",
"Properties": {
"Config": {
"Sns": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel"
}
}
}
},
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}

}

"MyNotificationChannel2": {
"Type": "AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel",
"Properties": {
"Config": {
"Sns": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel2"
}
}
}
}

YAML
Resources:
MyNotificationChannel1:
Type: AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
Properties:
Config:
Sns:
TopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel
MyNotificationChannel2:
Type: AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
Properties:
Config:
Sns:
TopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DefaultNotificationChannel2

AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel NotificationChannelConfig
DevOps Guru で設定した通知チャネルに関する情報。サポートされている通知チャネルの 1 つ
は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Sns" : SnsChannelConfig (p. 2291)

YAML
Sns:
SnsChannelConfig (p. 2291)

プロパティ
Sns
インサイトが作成されたときに通知を送信する、DevOps Guru で設定された通知チャネルに関する情
報。
Amazon SNS トピックを別のアカウントで使用する場合、DevOps Guru のアクセス許可をその通知
に付与するポリシーを、そのアカウントにアタッチします。DevOps Guru は、ユーザーのために、ア
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カウントで Amazon SNS を使用して通知を送信するための必要なポリシーを追加します。詳細につい
ては、「 クロスアカウント Amazon SNS トピックのアクセス許可」を参照してください 。
AWS Key Management Service カスタマーマネージドキー (CMK) によって暗号化された Amazon
SNS トピックを使用する場合は、CMK に許可を追加する必要があります。詳細について
は、Permissions for AWS KMS–encrypted Amazon SNS topics を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: SnsChannelConfig (p. 2291)
Update requires: Replacement

AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel SnsChannelConfig
Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
Amazon SNS トピックを別のアカウントで使用する場合、DevOps Guru のアクセス許可をその通知に付
与するポリシーを、そのアカウントにアタッチします。DevOps Guru は、ユーザーのために、アカウント
で Amazon SNS を使用して通知を送信するための必要なポリシーを追加します。詳細については、「 ク
ロスアカウント Amazon SNS トピックのアクセス許可」を参照してください 。
AWS Key Management Service カスタマーマネージドキー (CMK) によって暗号化された Amazon SNS
トピックを使用する場合は、CMK に許可を追加する必要があります。詳細については、Permissions for
AWS KMS–encrypted Amazon SNS topics を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TopicArn" : String

YAML
TopicArn: String

プロパティ
TopicArn
Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 36
最大: 1024
パターン: ^arn:aws[a-z0-9-]*:sns:[a-z0-9-]+:\d{12}:[^:]+$
Update requires: Replacement
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AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
DevOps Guru がサポートする AWS リソースのコレクション。サポートされる AWS リソースコレクショ
ンの 1 つは、AWS CloudFormation スタックです。DevOps Guru は、スタックで定義されている AWS リ
ソースのみを分析するように設定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection",
"Properties" : {
"ResourceCollectionFilter" : ResourceCollectionFilter (p. 2294)
}

YAML
Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
Properties:
ResourceCollectionFilter:
ResourceCollectionFilter (p. 2294)

プロパティ
ResourceCollectionFilter
DevOps Guru でどの AWS リソースの異常動作を分析するかを指定する際に使用するフィルターの情
報。
必須: はい
タイプ: ResourceCollectionFilter (p. 2294)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref により ResourceCollection の
Amazon リソースネーム (ARN) が返されます。Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照し
てください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル
戻り値のリストが示されます。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してくださ
い。
ResourceCollectionType
返す AWS リソースコレクションのタイプ。AWS CloudFormation スタックでは、有効な値は
CLOUD_FORMATION です。
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例
2 つの CloudFormation スタックを使用したリソースコレクションの作成
JSON
{

}

"Resources": {
"MyResourceCollection": {
"Type": "AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection",
"Properties": {
"ResourceCollectionFilter": {
"CloudFormation": {
"StackNames": [
"StackA",
"StackB"
]
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
MyResourceCollection:
Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
Properties:
ResourceCollectionFilter:
CloudFormation:
StackNames:
- StackA
- StackB

アカウント内のすべての CloudFormation スタックを含むリソースコレクションの作成
JSON
{

}

"Resources": {
"MyResourceCollection": {
"Type": "AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection",
"Properties": {
"ResourceCollectionFilter": {
"CloudFormation": {
"StackNames": [
"*"
]
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
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MyResourceCollection:
Type: AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
Properties:
ResourceCollectionFilter:
CloudFormation:
StackNames:
- "*"

AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection CloudFormationCollectionFilter
AWS CloudFormation スタックに関する情報。最大 500 個のスタックを使用して、アカウントでどの
AWS リソースを分析するかを指定できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのス
タックを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StackNames" : [ String, ... ]

YAML
StackNames:
- String

プロパティ
StackNames
CloudFormation スタック名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection ResourceCollectionFilter
DevOps Guru でどの AWS リソースの異常動作を分析するかを指定する際に使用するフィルターの情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudFormation" : CloudFormationCollectionFilter (p. 2294)

YAML
CloudFormation:
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CloudFormationCollectionFilter (p. 2294)

プロパティ
CloudFormation
AWS CloudFormation スタックに関する情報。最大 500 個のスタックを使用して、アカウントでどの
AWS リソースを分析するかを指定できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドのスタックを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CloudFormationCollectionFilter (p. 2294)
Update requires: No interruption

AWS Directory Service リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::DirectoryService::MicrosoftAD (p. 2295)
• AWS::DirectoryService::SimpleAD (p. 2299)

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
AWS::DirectoryService::MicrosoftAD リソースは、AWS に Microsoft Active Directory を指定し
て、ディレクトリユーザーとグループが既存の認証情報を使用して AWS Management Console および
AWS アプリケーションにアクセスできるようにします。詳細については、AWS Directory Service 管理ガ
イドの AWS Managed Microsoft AD を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
"Properties" : {
"CreateAlias" : Boolean,
"Edition" : String,
"EnableSso" : Boolean,
"Name" : String,
"Password" : String,
"ShortName" : String,
"VpcSettings" : VpcSettings (p. 2298)
}

YAML
Type: AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
Properties:
CreateAlias: Boolean
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Edition: String
EnableSso: Boolean
Name: String
Password: String
ShortName: String
VpcSettings:
VpcSettings (p. 2298)

プロパティ
CreateAlias
ディレクトリの別名を指定し、ディレクトリにエイリアスを割り当てます。エイリアスは、http://
<alias>.awsapps.com などのディレクトリのアクセス URL を構築するために使用されます。デ
フォルトでは、AWS CloudFormation はエイリアスを作成しません。

Important
エイリアスが作成された後、削除または再利用することはできません。このため、このオペ
レーションが絶対に必要な場合にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Edition
AWS Managed Microsoft AD は、Standard と Enterprise の 2 つのエディションで利用できま
す。Enterprise はデフォルトです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Enterprise | Standard
Update requires: Replacement
EnableSso
AWS の Microsoft Active Directory でシングルサインオンを有効にするかどうか。シングルサインオン
を使用すると、ディレクトリ内のユーザーが認証情報を別個に入力しなくてもディレクトリに結合さ
れているコンピュータから特定の AWS のサービスにアクセスすることができます。値を指定しない
限り、AWS CloudFormation はデフォルトでシングルサインオンを無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの完全修飾ドメイン名 (例: corp.example.com)。この名
前は、VPC 内でのみ解決されます。パブリックに解決可能である必要はありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^([a-zA-Z0-9]+[\\.-])+([a-zA-Z0-9])+$
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Update requires: Replacement
Password
Admin という名前のデフォルト管理ユーザーのパスワード。
管理者のパスワードを変更する必要がある場合は、AWS Directory Service API リファレンスの
ResetUserPassword API コールを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: (?=^.{8,64}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Zaz0-9\s])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9\s])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?
=.*[A-Z])(?=.*[^A-Za-z0-9\s]))^.*
Update requires: Replacement
ShortName
ドメインの NetBIOS 名 (CORP など)。NetBIOS 名を指定しない場合、デフォルトで、ディレクトリ
DNS の最初の部分が名前になりますたとえば、次のようにディレクトリ DNS corp.example.com
の CORP。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[^\\/:*?"<>|.]+[^\\/:*?"<>|]*$
Update requires: Replacement
VpcSettings
AWS の Microsoft AD ディレクトリサーバーの VPC 設定を指定します。
必須: はい
タイプ: VpcSettings (p. 2298)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース ID が返されます。
次のサンプルでは、Ref 関数が、myDirectory ディレクトリの ID (d-12345ab592 など) を返します。
{ "Ref": "myDirectory" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Alias
ディレクトリのエイリアス。例: d-12373a053a または alias4-mydirectory-12345abcgmzsk
(CreateAlias プロパティを true に設定した場合)。
DnsIpAddresses
ディレクトリの DNS サーバーの IP アドレス ([ "192.0.2.1", "192.0.2.2" ] など)。

例
次の例では、AWS に Microsoft Active Directory を作成します。ディレクトリの DNS 名は
corp.example.com のようになります。

AWS Managed Microsoft AD を作成する
JSON
"myDirectory" : {
"Type" : "AWS::DirectoryService::MicrosoftAD",
"Properties" : {
"Name" : "corp.example.com",
"Password" : { "Ref" : "MicrosoftADPW" },
"ShortName" : { "Ref" : "MicrosoftADShortName" },
"VpcSettings" : {
"SubnetIds" : [ { "Ref" : "subnetID1" }, { "Ref" : "subnetID2" } ],
"VpcId" : { "Ref" : "vpcID" }
}
}
}

YAML
myDirectory:
Type: AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
Properties:
Name: "corp.example.com"
Password:
Ref: MicrosoftADPW
ShortName:
Ref: MicrosoftADShortName
VpcSettings:
SubnetIds:
- Ref: subnetID1
- Ref: subnetID2
VpcId:
Ref: vpcID

以下の資料も参照してください。
• AWS Directory Service 管理ガイドの Getting Started with AWS Managed Microsoft AD。
• AWS Directory Service API リファレンスの CreateMicrosoftAD

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD VpcSettings
CreateDirectory または CreateMicrosoftAD オペレーションの VPC 情報を格納します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubnetIds" : [ String, ... ],
"VpcId" : String

YAML
SubnetIds:
- String
VpcId: String

プロパティ
SubnetIds
ディレクトリサーバーのサブネットの識別子。2 つのサブネットは異なるアベイラビリティーゾーン
に存在する必要があります。AWS Directory Service はこれらの各サブネットのディレクトリサーバー
と DNS サーバーを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
ディレクトリを作成する VPC の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^(vpc-[0-9a-f]{8}|vpc-[0-9a-f]{17})$
Update requires: No interruption

AWS::DirectoryService::SimpleAD
AWS::DirectoryService::SimpleAD リソースは、AWS で AWS Directory Service Simple Active
Directory (Simple AD) を指定し、ディレクトリユーザーとグループが既存の認証情報を使用して AWS
Management Console および AWS アプリケーションにアクセスできるようにします。Simple AD
は、Microsoft アクティブディレクトリと互換性のあるディレクトリです。詳細については、AWS
Directory Service 管理ガイドの Simple Active Directory を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::DirectoryService::SimpleAD",
"Properties" : {
"CreateAlias" : Boolean,
"Description" : String,
"EnableSso" : Boolean,
"Name" : String,
"Password" : String,
"ShortName" : String,
"Size" : String,
"VpcSettings" : VpcSettings (p. 2303)
}

YAML
Type: AWS::DirectoryService::SimpleAD
Properties:
CreateAlias: Boolean
Description: String
EnableSso: Boolean
Name: String
Password: String
ShortName: String
Size: String
VpcSettings:
VpcSettings (p. 2303)

プロパティ
CreateAlias
true に設定されている場合は、ディレクトリの別名を作成し、ディレクトリにエイリアスを割り当
てます。エイリアスは、http://<alias>.awsapps.com などのディレクトリのアクセス URL を構
築するために使用されます。デフォルトでは、このプロパティが false に設定されています。

Important
エイリアスが作成された後、削除または再利用することはできません。このため、このオペ
レーションが絶対に必要な場合にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Description
ディレクトリの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
パターン: ^([a-zA-Z0-9_])[\\a-zA-Z0-9_@#%*+=:?./!\s-]*$
Update requires: Replacement
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EnableSso
ディレクトリのシングルサインオンを有効にするかどうか。値を指定しない限り、AWS
CloudFormation はデフォルトでシングルサインオンを無効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
ディレクトリの完全修飾名。例: corp.example.com。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^([a-zA-Z0-9]+[\\.-])+([a-zA-Z0-9])+$
Update requires: Replacement
Password
ディレクトリ管理者のパスワードです。ディレクトリの作成プロセスでは、ユーザー名
Administrator とこのパスワードを使用して管理者アカウントが作成されます。
管理者のパスワードを変更する必要がある場合は、AWS Directory Service API リファレンスの
ResetUserPassword API コールを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: (?=^.{8,64}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Zaz0-9\s])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9\s])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?
=.*[A-Z])(?=.*[^A-Za-z0-9\s]))^.*
Update requires: Replacement
ShortName
ディレクトリの NetBIOS 名。例: CORP。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[^\\/:*?"<>|.]+[^\\/:*?"<>|]*$
Update requires: Replacement
Size
ディレクトリのサイズ。有効な値については、AWS Directory Service API リファレンスの
CreateDirectory を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Large | Small
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Update requires: Replacement
VpcSettings
オペレーションの追加情報を含む DirectoryVpcSettings オブジェクト。
必須: はい
タイプ: VpcSettings (p. 2303)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース ID が返されます。
次のサンプルでは、Ref 関数が、myDirectory ディレクトリの ID (d-1a2b3c4d5e など) を返します。
{ "Ref": "myDirectory" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Alias
ディレクトリのエイリアス。例: d-12373a053a または alias4-mydirectory-12345abcgmzsk
(CreateAlias プロパティを true に設定した場合)。
DnsIpAddresses
ディレクトリの DNS サーバーの IP アドレス ([ "172.31.3.154", "172.31.63.203" ] など)。

例
次の例では、Simple AD ディレクトリを作成します。ディレクトリの DNS 名は corp.example.com の
ようになります。

Simple AD ディレクトリを作成する
JSON
"myDirectory" : {
"Type" : "AWS::DirectoryService::SimpleAD",
"Properties" : {
"Name" : "corp.example.com",
"Password" : { "Ref" : "SimpleADPW" },
"Size" : "Small",
"VpcSettings" : {
"SubnetIds" : [ { "Ref" : "subnetID1" }, { "Ref" : "subnetID2" } ],
"VpcId" : { "Ref" : "vpcID" }
}
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}

}

YAML
myDirectory:
Type: AWS::DirectoryService::SimpleAD
Properties:
Name: "corp.example.com"
Password:
Ref: SimpleADPW
Size: "Small"
VpcSettings:
SubnetIds:
- Ref: subnetID1
- Ref: subnetID2
VpcId:
Ref: vpcID

以下の資料も参照してください。
• AWS Directory Service 管理ガイドの Getting Started with Simple AD。
• AWS Directory Service API リファレンスの CreateDirectory

AWS::DirectoryService::SimpleAD VpcSettings
CreateDirectory または CreateMicrosoftAD オペレーションの VPC 情報を格納します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubnetIds" : [ String, ... ],
"VpcId" : String

YAML
SubnetIds:
- String
VpcId: String

プロパティ
SubnetIds
ディレクトリサーバーのサブネットの識別子。2 つのサブネットは異なるアベイラビリティーゾーン
に存在する必要があります。AWS Directory Service はこれらの各サブネットのディレクトリサーバー
と DNS サーバーを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
VpcId
ディレクトリを作成する VPC の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^(vpc-[0-9a-f]{8}|vpc-[0-9a-f]{17})$
Update requires: No interruption

AWS Database Migration Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::DMS::Certificate (p. 2304)
• AWS::DMS::Endpoint (p. 2306)
• AWS::DMS::EventSubscription (p. 2330)
• AWS::DMS::ReplicationInstance (p. 2333)
• AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup (p. 2338)
• AWS::DMS::ReplicationTask (p. 2340)

AWS::DMS::Certificate
AWS::DMS::Certificate リソースは、AWS DMS エンドポイントとレプリケーションインスタンス間
の接続を暗号化する SSL 証明書を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DMS::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateIdentifier" : String,
"CertificatePem" : String,
"CertificateWallet" : String
}

YAML
Type: AWS::DMS::Certificate
Properties:
CertificateIdentifier: String
CertificatePem: String
CertificateWallet: String
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プロパティ
CertificateIdentifier
お客様が割り当てた証明書の名前です。識別子は文字で始まり、ASCII 文字、数字、ハイフンのみで
なければなりません。ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはで
きません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificatePem
X.509 証明書を含む .pem ファイルのコンテンツ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificateWallet
SSL と使用する、インポートされた Oracle Wallet 証明書の場所。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 証明書の Amazon リソー
スネーム (ARN)
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Certificate test",
"Resources": {
"BasicCertificate": {
"Type": "AWS::DMS::Certificate",
"Properties": {
"CertificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n MIID/
DCCAuSgAwIBAgIBUDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBijELMAkGA1UEBhMCVVMx...mqfEEuC7uUoPofXdBp2ObQ==\n
-----END CERTIFICATE-----\n"
}
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: "Certificate test"
Resources:
BasicCertificate:
Properties:
CertificatePem: |-----BEGIN CERTIFICATE----MIID/
DCCAuSgAwIBAgABCDEFgkqhkiG9w0BAQsFADCBijEXAMPLE1UEBhMCVVMx...mqfEEuC7uUoPofXdBp2ObQ==
-----END CERTIFICATE----Type: "AWS::DMS::Certificate"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの ImportCertificate
• AWS CloudFormation スタックの更新

AWS::DMS::Endpoint
AWS::DMS::Endpoint リソースは AWS DMS エンドポイントを作成します。
現在、AWS CloudFormation がサポートするエンドポイント設定タイプ
は、DynamoDBSettings、ElasticSearchSettings、NeptuneSettings のみです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::DMS::Endpoint",
"Properties" : {
"CertificateArn" : String,
"DatabaseName" : String,
"DocDbSettings" : DocDbSettings (p. 2314),
"DynamoDbSettings" : DynamoDbSettings (p. 2315),
"ElasticsearchSettings" : ElasticsearchSettings (p. 2315),
"EndpointIdentifier" : String,
"EndpointType" : String,
"EngineName" : String,
"ExtraConnectionAttributes" : String,
"IbmDb2Settings" : IbmDb2Settings (p. 2316),
"KafkaSettings" : KafkaSettings (p. 2317),
"KinesisSettings" : KinesisSettings (p. 2318),
"KmsKeyId" : String,
"MicrosoftSqlServerSettings" : MicrosoftSqlServerSettings (p. 2319),
"MongoDbSettings" : MongoDbSettings (p. 2319),
"MySqlSettings" : MySqlSettings (p. 2322),
"NeptuneSettings" : NeptuneSettings (p. 2323),
"OracleSettings" : OracleSettings (p. 2325),
"Password" : String,
"Port" : Integer,
"PostgreSqlSettings" : PostgreSqlSettings (p. 2326),
"RedshiftSettings" : RedshiftSettings (p. 2327),
"ResourceIdentifier" : String,
"S3Settings" : S3Settings (p. 2327),

API バージョン 2010-05-15
2306

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS DMS

}

}

"ServerName" : String,
"SslMode" : String,
"SybaseSettings" : SybaseSettings (p. 2329),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Username" : String

YAML
Type: AWS::DMS::Endpoint
Properties:
CertificateArn: String
DatabaseName: String
DocDbSettings:
DocDbSettings (p. 2314)
DynamoDbSettings:
DynamoDbSettings (p. 2315)
ElasticsearchSettings:
ElasticsearchSettings (p. 2315)
EndpointIdentifier: String
EndpointType: String
EngineName: String
ExtraConnectionAttributes: String
IbmDb2Settings:
IbmDb2Settings (p. 2316)
KafkaSettings:
KafkaSettings (p. 2317)
KinesisSettings:
KinesisSettings (p. 2318)
KmsKeyId: String
MicrosoftSqlServerSettings:
MicrosoftSqlServerSettings (p. 2319)
MongoDbSettings:
MongoDbSettings (p. 2319)
MySqlSettings:
MySqlSettings (p. 2322)
NeptuneSettings:
NeptuneSettings (p. 2323)
OracleSettings:
OracleSettings (p. 2325)
Password: String
Port: Integer
PostgreSqlSettings:
PostgreSqlSettings (p. 2326)
RedshiftSettings:
RedshiftSettings (p. 2327)
ResourceIdentifier: String
S3Settings:
S3Settings (p. 2327)
ServerName: String
SslMode: String
SybaseSettings:
SybaseSettings (p. 2329)
Tags:
- Tag
Username: String

プロパティ
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
エンドポイントデータベースの名前です。MySQL ソースまたはターゲットエンドポイントの場合
は、DatabaseName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DocDbSettings
ソース DocumentDB エンドポイントの JSON フォーマットでの設定。使用可能な設定の詳細につい
ては、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Using DocumentDB as a Target for AWS
Database Migration Service の設定プロパティセクションを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DocDbSettings (p. 2314)
Update requires: No interruption
DynamoDbSettings
ターゲットの Amazon DynamoDB エンドポイントの JSON フォーマットでの設定。利用可能な設定
については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Using Object Mapping to Migrate
Data to DynamoDB を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDbSettings (p. 2315)
Update requires: No interruption
ElasticsearchSettings
ターゲット OpenSearch エンドポイントの JSON フォーマットでの設定。利用可能な設定に関する詳
細については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの「AWS DMS DMS のターゲット
として OpenSearch を使用する場合の追加の接続属性」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchSettings (p. 2315)
Update requires: No interruption
EndpointIdentifier
データベースエンドポイント識別子です。識別子は文字で始まり、ASCII 文字、数字、ハイフンのみ
でなければなりません。文字列の最後にハイフンを使用したり、ハイフンを 2 つ続けて使用したりす
ることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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EndpointType
エンドポイントの種類です。有効な値は、source および target です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: source | target
Update requires: No interruption
EngineName

エンドポイントのエンジンタイプ。有効な値は EndpointType 値に依存
し、"mysql"、"oracle"、"postgres"、"mariadb"、"aurora"、"aurorapostgresql"、"opensearch"、"redshift"、"s3"、"db2"、"azuredb"、"sybase"、"dynamodb"、"mon
などです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExtraConnectionAttributes
接続に関連付けられた追加の属性です。各属性は、等号 (=) によって関連付けられた名前と値のペア
として指定されます。複数の属性はセミコロン (;) で区切られ、空白は追加されません。ソースエン
ドポイントまたはターゲットエンドポイントの接続に使用できる属性については、AWS Database
Migration Service ユーザーガイド の Working with AWS DMS Endpoints を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IbmDb2Settings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: IbmDb2Settings (p. 2316)
Update requires: No interruption
KafkaSettings
ターゲット Apache Kafka エンドポイントの JSON フォーマットでの設定。使用可能な設定の詳細に
ついては、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Using object mapping to migrate data
to a Kafka topic を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: KafkaSettings (p. 2317)
Update requires: No interruption
KinesisSettings
Amazon Kinesis データストリームのターゲットエンドポイントに対する JSON フォーマットでの設
定。使用可能な設定の詳細については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Using
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Amazon Kinesis Data Streams as a Target for AWS Database Migration Service を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: KinesisSettings (p. 2318)
Update requires: No interruption
KmsKeyId
エンドポイントの接続パラメータを暗号化するために使用される AWS KMS キー識別子。
KmsKeyId パラメータに値を指定しない場合、AWS DMS はデフォルトの暗号化キーを使用します。
AWS KMS は、AWS アカウント 用にデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウント に
は、AWS リージョン ごとにデフォルトの暗号化キーがあります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MicrosoftSqlServerSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: MicrosoftSqlServerSettings (p. 2319)
Update requires: No interruption
MongoDbSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: MongoDbSettings (p. 2319)
Update requires: No interruption
MySqlSettings
ソースおよびターゲットの MySQL エンドポイントの JSON 形式での設定。その他の使用可能な設定
の詳細については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Extra connection attributes
when using MySQL as a source for AWS DMS と Extra connection attributes when using a MySQLcompatible database as a target for AWS DMS を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: MySqlSettings (p. 2322)
Update requires: No interruption
NeptuneSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: NeptuneSettings (p. 2323)
Update requires: No interruption
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OracleSettings
ソースおよびターゲットの Oracle エンドポイントの JSON 形式での設定。その他の使用可能な設定
の詳細については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Extra connection attributes
when using Oracle as a source for AWS DMS と Extra connection attributes when using Oracle as a
target for AWS DMS を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: OracleSettings (p. 2325)
Update requires: No interruption
Password
エンドポイントデータベースへのログインに使用するパスワードです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
エンドポイントデータベースが使用するポートです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PostgreSqlSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: PostgreSqlSettings (p. 2326)
Update requires: No interruption
RedshiftSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftSettings (p. 2327)
Update requires: No interruption
ResourceIdentifier
作成した Endpoint オブジェクトで返される EndpointArn 応答パラメータの最後にあるリソース
ID のフレンドリ名。このパラメータの値は、最大 31 文字です。ASCII 文字、数字、ハイフン ('-') の
みを含めることができます。また、ハイフンで終わったり、2 つの連続したハイフンを含めることは
できません。Example-App-ARN1 などの文字でのみ始まることができます。たとえば、この値は
EndpointArn 値 arn:aws:dms:eu-west-1:012345678901:rep:Example-App-ARN1 になる可
能性があります。ResourceIdentifier 値を指定しない場合、AWS DMS は EndpointArn の終わ
りにデフォルトの識別子値を生成します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Settings
ターゲット Amazon S3 エンドポイントの JSON フォーマットでの設定。使用可能な設定の詳細につ
いては、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Extra Connection Attributes When Using
Amazon S3 as a Target for AWS DMS を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: S3Settings (p. 2327)
Update requires: No interruption
ServerName
エンドポイントデータベースが存在するサーバー名です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SslMode
SSL 接続に使用する Secure Sockets Layer (SSL) モード。デフォルト: none。

Note
engine_name が S3 に設定されている場合、許容されている値は none のみです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: none | require | verify-ca | verify-full
Update requires: No interruption
SybaseSettings
ソースおよびターゲットの SAP ASE エンドポイントの JSON 形式での設定。その他の使用可能な設
定の詳細については、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Extra connection attributes
when using SAP ASE as a source for AWS DMS と Extra connection attributes when using SAP ASE
as a target for AWS DMS を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: SybaseSettings (p. 2329)
Update requires: No interruption
Tags
エンドポイントに割り当てる 1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
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Username
エンドポイントデータベースへのログインに使用するユーザー名です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: エンドポイントの ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ExternalId
クロスアカウント検証に使用できる値。

例
JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myBasicEndpoint": {
"Type": "AWS::DMS::Endpoint",
"Properties": {
"EngineName": "mysql",
"EndpointType": "source",
"Username": "username",
"Password": {
"Ref": "PasswordParameter"
},
"ServerName": "source.db.amazon.com",
"Port": 1234,
"DatabaseName": "source-db"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: "Endpoint test"
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Resources:
BasicEndpoint:
Properties:
DatabaseName: my-db
EndpointType: target
EngineName: mysql
Password: PasswordParameter
Port: 1234
ServerName: server.db.amazon.com
Tags:
Key: type
Value: new
Username: username
Type: "AWS::DMS::Endpoint"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの CreateEndpoint
• AWS CloudFormation スタックの更新

AWS::DMS::Endpoint DocDbSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint DynamoDbSettings
Amazon DynamoDB ターゲットエンドポイントを定義するために使用される AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ServiceAccessRoleArn" : String

YAML
ServiceAccessRoleArn: String

プロパティ
ServiceAccessRoleArn
サービスが IAM ロールにアクセスするために使用する Amazon リソースネーム (ARN)。ロールは
iam:PassRole アクションを許可する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint ElasticsearchSettings
OpenSearch エンドポイントを定義する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointUri" : String,
"ErrorRetryDuration" : Integer,
"FullLoadErrorPercentage" : Integer,
"ServiceAccessRoleArn" : String

YAML
EndpointUri: String
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ErrorRetryDuration: Integer
FullLoadErrorPercentage: Integer
ServiceAccessRoleArn: String

プロパティ
EndpointUri
OpenSearch クラスターのエンドポイント。AWS DMS は、トランスポートプロトコル (http/https) が
指定されていない場合、HTTPS を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ErrorRetryDuration
OpenSearch クラスターに対して失敗した API リクエストを DMS が再試行する最大秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FullLoadErrorPercentage
書き込めなかったレコードの最大パーセント。このパーセントを超えると、全ロードオペレーション
が停止します。
早期の障害を回避するために、このカウンターは 1000 レコードの転送後にのみ有効になりま
す。OpenSearch には、モニタリングウィンドウの最後の10分間におけるエラーモニタリングの概念
もあります。最後の 10 分間にすべてのレコードの転送が失敗すると、ロードオペレーション全体が
停止します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ServiceAccessRoleArn
サービスが IAM ロールにアクセスするために使用する Amazon リソースネーム (ARN)。ロールは
iam:PassRole アクションを許可する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint IbmDb2Settings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint KafkaSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Broker" : String,
"Topic" : String

YAML
Broker: String
Topic: String

プロパティ
Broker
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Topic
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint KinesisSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MessageFormat" : String,
"ServiceAccessRoleArn" : String,
"StreamArn" : String

YAML
MessageFormat: String
ServiceAccessRoleArn: String
StreamArn: String

プロパティ
MessageFormat
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: json | json-unformatted
Update requires: No interruption
ServiceAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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StreamArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint MicrosoftSqlServerSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint MongoDbSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AuthMechanism" : String,
"AuthSource" : String,
"AuthType" : String,
"DatabaseName" : String,
"DocsToInvestigate" : String,
"ExtractDocId" : String,
"NestingLevel" : String,
"Password" : String,
"Port" : Integer,
"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String,
"ServerName" : String,
"Username" : String

YAML
AuthMechanism: String
AuthSource: String
AuthType: String
DatabaseName: String
DocsToInvestigate: String
ExtractDocId: String
NestingLevel: String
Password: String
Port: Integer
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String
ServerName: String
Username: String

プロパティ
AuthMechanism
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: default | mongodb_cr | scram_sha_1
Update requires: No interruption
AuthSource
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthType
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: no | password
Update requires: No interruption
DatabaseName
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DocsToInvestigate
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExtractDocId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NestingLevel
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: none | one
Update requires: No interruption
Password
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerName
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint MySqlSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
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SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint NeptuneSettings
Amazon Neptune エンドポイントを定義する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ErrorRetryDuration" : Integer,
"IamAuthEnabled" : Boolean,
"MaxFileSize" : Integer,
"MaxRetryCount" : Integer,
"S3BucketFolder" : String,
"S3BucketName" : String,
"ServiceAccessRoleArn" : String

YAML
ErrorRetryDuration: Integer
IamAuthEnabled: Boolean
MaxFileSize: Integer
MaxRetryCount: Integer
S3BucketFolder: String
S3BucketName: String
ServiceAccessRoleArn: String

プロパティ
ErrorRetryDuration
エラーを発生させる前に、AWS DMS が Neptune ターゲットデータベースに移行されたグラフデータ
の一括ロードを再試行するまで待機する時間 (ミリ秒)。デフォルト値は 250 です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IamAuthEnabled
このエンドポイントのために AWS Identity and Access Management (IAM) 認証を有効にする場合は、
このパラメータを true に設定します。次に、ServiceAccessRoleArn によって指定されたサービ
スロールに適切な IAM ポリシードキュメントをアタッチします。デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxFileSize
AWS DMS が Neptune ターゲットデータベースにデータを一括ロードする前に、.csv ファイルに保存
される移行済みグラフデータの最大サイズ (キロバイト単位)。デフォルトは 1,048,576 KB です。一括
ロードが成功すると、AWS DMS はバケットをクリアし、移行されたグラフデータの次のバッチを保
存する準備が整います。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxRetryCount
エラーを発生させる前に、AWS DMS が移行されたグラフデータの Neptune ターゲットデータベース
への一括ロードを再試行する回数。デフォルトは 5 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
S3BucketFolder
AWS DMS が S3BucketName によって指定された S3 バケットに移行されたグラフデータを保存する
フォルダパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3BucketName
Neptune ターゲットデータベースに一括ロードする前に、AWS DMS が移行したグラフデータを .csv
ファイルに一時的に保存できる Amazon S3 バケットの名前。AWS DMS は、これらの .csv ファイル
に保存する前に、SQL ソースデータをグラフデータにマッピングします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ServiceAccessRoleArn
Neptune ターゲットエンドポイント用に作成したサービスロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
ロールは iam:PassRole アクションを許可する必要があります。詳細については、AWS Database
Migration Service ユーザーガイドの Creating an IAM Service Role for Accessing Amazon Neptune as
a Target を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint OracleSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerOracleAsmSecretId" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn: String
SecretsManagerOracleAsmSecretId: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerOracleAsmAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SecretsManagerOracleAsmSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint PostgreSqlSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint RedshiftSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint S3Settings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BucketFolder" : String,
"BucketName" : String,
"CompressionType" : String,
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}

"CsvDelimiter" : String,
"CsvRowDelimiter" : String,
"ExternalTableDefinition" : String,
"ServiceAccessRoleArn" : String

YAML
BucketFolder: String
BucketName: String
CompressionType: String
CsvDelimiter: String
CsvRowDelimiter: String
ExternalTableDefinition: String
ServiceAccessRoleArn: String

プロパティ
BucketFolder
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BucketName
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CompressionType
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gzip | none
Update requires: No interruption
CsvDelimiter
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CsvRowDelimiter
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
API バージョン 2010-05-15
2328

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS DMS

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExternalTableDefinition
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::Endpoint SybaseSettings
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecretsManagerAccessRoleArn" : String,
"SecretsManagerSecretId" : String

YAML
SecretsManagerAccessRoleArn: String
SecretsManagerSecretId: String

プロパティ
SecretsManagerAccessRoleArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsManagerSecretId
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::DMS::EventSubscription
Amazon Simple Notification Service を通じて AWS Database Migration Service イベントの通知を取得す
るには、AWS::DMS::EventSubscription リソースを使用します。詳細については、AWS Database
Migration Service ユーザーガイド の Using AWS DMS Event Notification を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DMS::EventSubscription",
"Properties" : {
"Enabled" : Boolean,
"EventCategories" : [ String, ... ],
"SnsTopicArn" : String,
"SourceIds" : [ String, ... ],
"SourceType" : String,
"SubscriptionName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DMS::EventSubscription
Properties:
Enabled: Boolean
EventCategories:
- String
SnsTopicArn: String
SourceIds:
- String
SourceType: String
SubscriptionName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Enabled
サブスクリプションをアクティブ化するかどうかを示します。このプロパティを指定しないと、AWS
CloudFormation はサブスクリプションをアクティブ化します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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EventCategories
サブスクライブするソースタイプのイベントカテゴリのリスト。このプロパティを指定しなかった場
合、すべてのイベントカテゴリについて通知されます。詳細については、AWS DMS ユーザーガイ
ドの Working with Events and Notifications を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SnsTopicArn
イベント通知用に作成された Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN は、ト
ピックを作成してそれをサブスクライブするときに Amazon SNS によって作成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceIds
AWS DMS が通知イベントを提供する識別子のリスト。
値を指定しないと、すべてのソースについて通知が提供されます。
複数の値を指定した場合、タイプが同じである必要があります。たとえば、データベースインスタン
ス ID を指定した場合は、他のすべての値もデータベースインスタンス ID である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SourceType
イベントを生成する AWS DMS リソースの種類。たとえば、レプリケーションインスタンスが生成し
たイベントの通知を受ける必要がある場合は、このパラメータを replication-instance に設定し
ます。この値を指定しない場合、すべてのイベントが返されます。
有効な値: replication-instance | replication-task
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubscriptionName
AWS DMS イベント通知サブスクリプションの名前。この名前は 255 文字未満にする必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
イベントサブスクリプションに割り当てられる 1 つ以上のタグ。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myEventSubscription" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次のスニペットは、既存のレプリケーションインスタンス (rep-instance-1) のイベントサブスクリプ
ションを作成します。これは、同じテンプレートの他の箇所で宣言されています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myEventSubscription": {
"Type": "AWS::DMS::EventSubscription",
"Properties": {
"EventCategories": [
"configuration change",
"failure",
"deletion"
],
"SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example-topic",
"SourceIds": [
"rep-instance-1"
],
"SourceType": "replication-instance",
"Enabled": false
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myEventSubscription:
Properties:
Enabled: false
EventCategories:
- "configuration change"
- failure
- deletion
SnsTopicArn: "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example-topic"
SourceIds:
- rep-instance-1
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SourceType: replication-instance
Type: "AWS::DMS::EventSubscription"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの CreateEventSubscription
• AWS CloudFormation スタックの更新

AWS::DMS::ReplicationInstance
AWS::DMS::ReplicationInstance リソースは AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DMS::ReplicationInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : Integer,
"AllowMajorVersionUpgrade" : Boolean,
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"EngineVersion" : String,
"KmsKeyId" : String,
"MultiAZ" : Boolean,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"PubliclyAccessible" : Boolean,
"ReplicationInstanceClass" : String,
"ReplicationInstanceIdentifier" : String,
"ReplicationSubnetGroupIdentifier" : String,
"ResourceIdentifier" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DMS::ReplicationInstance
Properties:
AllocatedStorage: Integer
AllowMajorVersionUpgrade: Boolean
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
AvailabilityZone: String
EngineVersion: String
KmsKeyId: String
MultiAZ: Boolean
PreferredMaintenanceWindow: String
PubliclyAccessible: Boolean
ReplicationInstanceClass: String
ReplicationInstanceIdentifier: String
ReplicationSubnetGroupIdentifier: String
ResourceIdentifier: String
Tags:
- Tag
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VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AllocatedStorage
レプリケーションインスタンスに最初に割り当てられるストレージの容量 (ギガバイト単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AllowMajorVersionUpgrade
メジャーバージョンアップグレードが許可されることを示します。このパラメータの変更が停止につ
ながらなければ、変更は非同期的に可能な限り迅速に適用されます。
レプリケーションインスタンスの現在のバージョンとは異なるメジャーバージョンである
EngineVersion パラメータの値を指定する場合は、このパラメータを true に設定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AutoMinorVersionUpgrade
メンテナンス期間中にレプリケーションインスタンスに自動的にマイナーエンジンアップグレードが
適用されるかどうかを示す値。このパラメータのデフォルトは true です。
デフォルト: true
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
レプリケーションインスタンスが作成される アベイラビリティーゾーン。
デフォルト値はランダムにシステムによって選択された、エンドポイントの のアベイラビリティー
ゾーンです (例: us-east-1d)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EngineVersion
レプリケーションインスタンスのエンジンバージョン番号。
レプリケーションインスタンスの作成時にエンジンバージョン番号が指定されていない場合、デフォ
ルトは使用可能な最新のエンジンバージョンです。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
2334

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS DMS

タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKeyId
レプリケーションインスタンスのデータを暗号化するために使用される AWS KMS キー識別子。
KmsKeyId パラメータに値を指定しない場合、AWS DMS はデフォルトの暗号化キーを使用します。
AWS KMS は、AWS アカウント 用にデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウント に
は、AWS リージョン ごとにデフォルトの暗号化キーがあります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MultiAZ
レプリケーションインスタンスが Multi-AZ デプロイかどうかを指定します。マルチ AZ パラメータが
AvailabilityZone に設定されている場合、true パラメータを設定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルト: 1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョン あたり 8 時間の範囲からランダ
ムに選択された 30 分の時間窓。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PubliclyAccessible
レプリケーションインスタンスのアクセシビリティオプションを指定します。true の値は、パブ
リック IP アドレスを持つインスタンスを表します。false の値は、プライベート IP アドレスを持つ
インスタンスを表します。デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ReplicationInstanceClass
指定されたレプリケーションインスタンスクラスに定義されているレプリケーションインスタンスの
コンピューティング能力とメモリ容量。たとえば、インスタンスクラス dms.c4.large を指定するに
は、このパラメータを "dms.c4.large" に設定します。
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使用可能なレプリケーションインスタンスクラスの設定と容量の詳細については、Selecting the right
AWS DMS replication instance for your migration を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationInstanceIdentifier
レプリケーションインスタンス識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 個の英数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 文字列の最後にハイフンを使用したり、ハイフンを 2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: myrepinstance
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationSubnetGroupIdentifier
レプリケーションインスタンスに関連付けるレプリケーションサブネットグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceIdentifier
作成した Endpoint オブジェクトで返される EndpointArn 応答パラメータの最後にあるリソース
ID のフレンドリ名。このパラメータの値は、最大 31 文字です。ASCII 文字、数字、ハイフン ('-') の
みを含めることができます。また、ハイフンで終わったり、2 つの連続したハイフンを含めることは
できません。Example-App-ARN1 などの文字でのみ始まることができます。たとえば、この値は
EndpointArn 値 arn:aws:dms:eu-west-1:012345678901:rep:Example-App-ARN1 になる可
能性があります。ResourceIdentifier 値を指定しない場合、AWS DMS は EndpointArn の終わ
りにデフォルトの識別子値を生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
レプリケーションインスタンスに割り当てられる 1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
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VpcSecurityGroupIds
レプリケーションインスタンスと使用する VPC セキュリティグループを指定します。VPC セキュリ
ティグループは、レプリケーションインスタンスを含む VPC を使用して作業する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: レプリケーションインスタ
ンス ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ReplicationInstancePrivateIpAddresses
レプリケーションインスタンスの 1 つ以上のプライベート IP アドレス。
ReplicationInstancePublicIpAddresses
レプリケーションインスタンスの 1 つ以上のパブリック IP アドレス。

例
JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"BasicReplicationInstance": {
"Type": "AWS::DMS::ReplicationInstance",
"Properties": {
"ReplicationInstanceClass": "dms.t2.small"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
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BasicReplicationInstance:
Properties:
ReplicationInstanceClass: dms.t2.small
Type: "AWS::DMS::ReplicationInstance"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの CreateReplicationInstance
• AWS CloudFormation スタックの更新

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup リソースは、AWS DMS レプリケーションサブネットグループ
を作成します。サブネットグループは、同じリージョンの 2 つの異なるアベイラビリティーゾーン内のサ
ブネットを少なくとも 2 つ含んでいる必要があります。

Note
dms-vpc-role IAM ロールが存在しない場合、リソースの作成は失敗します。詳細について
は、AWS Database Migration Service ユーザーガイドの Creating the IAM Roles to Use With the
AWS CLI and AWS DMS API を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup",
"Properties" : {
"ReplicationSubnetGroupDescription" : String,
"ReplicationSubnetGroupIdentifier" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
Properties:
ReplicationSubnetGroupDescription: String
ReplicationSubnetGroupIdentifier: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
ReplicationSubnetGroupDescription
サブネットグループの説明。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationSubnetGroupIdentifier
レプリケーションサブネットグループの識別子です。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation
は一意の ID を生成し、その ID を識別子として使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
サブネットグループに割り当てる 1 つ以上のサブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
サブネットグループに割り当てる 1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: レプリケーションサブネッ
トグループの名前 (mystack-myrepsubnetgroup-0a12bc456789de0fg など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myReplicationSubnetGroup": {
"Type": "AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup",
"Properties": {
"ReplicationSubnetGroupIdentifier": "identifier",
"ReplicationSubnetGroupDescription": "description",
"SubnetIds": [
"subnet-7b5b4112",
"subnet-7b5b4115"
],
"Tags": [
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{

}

}

}

}

]

}

"Key": "String",
"Value": "String"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myReplicationSubnetGroup:
Properties:
ReplicationSubnetGroupDescription: description
ReplicationSubnetGroupIdentifier: identifier
SubnetIds:
- subnet-7b5b4112
- subnet-7b5b4115
Tags:
Key: String
Value: String
Type: "AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの CreateReplicationSubnetGroup
• AWS CloudFormation スタックの更新

AWS::DMS::ReplicationTask
AWS::DMS::ReplicationTask リソースは AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::DMS::ReplicationTask",
"Properties" : {
"CdcStartPosition" : String,
"CdcStartTime" : Double,
"CdcStopPosition" : String,
"MigrationType" : String,
"ReplicationInstanceArn" : String,
"ReplicationTaskIdentifier" : String,
"ReplicationTaskSettings" : String,
"ResourceIdentifier" : String,
"SourceEndpointArn" : String,
"TableMappings" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetEndpointArn" : String,
"TaskData" : String
}
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}

YAML
Type: AWS::DMS::ReplicationTask
Properties:
CdcStartPosition: String
CdcStartTime: Double
CdcStopPosition: String
MigrationType: String
ReplicationInstanceArn: String
ReplicationTaskIdentifier: String
ReplicationTaskSettings: String
ResourceIdentifier: String
SourceEndpointArn: String
TableMappings: String
Tags:
- Tag
TargetEndpointArn: String
TaskData: String

プロパティ
CdcStartPosition
変更データキャプチャ (CDC) オペレーションを開始するタイミングを示します。CDC オペレーショ
ンを開始するタイミングを指定するには、CdcStartPosition または CdcStartTime を使用します。両方
の値を指定すると、エラーが発生します。
値は、日付、チェックポイント、LSN/SCN 形式のいずれかです。
日付の例 : -cdc-start-position「2018-03-08T12:12:12」
チェックポイントの例 : -cdc-start-position「checkpoint:V1#27#mysql-binchangelog.157832:1975:-1:2005:677883278264080:mysql-bin-changelog.157832:1876#0#0#93」
LSN の例 : -cdc-start-position「mysql-bin-changelog.000024:373」

Note
ソース PostgreSQL データベースでこのタスク設定を使用する場合、論理レプリケーション
スロットがすでに作成され、ソースエンドポイントに関連付けられている必要があります。
これを確認するには、slotName の追加の接続属性をこの論理レプリケーションスロットの
名前に設定します。詳細については、Extra Connection Attributes When Using PostgreSQL
as a Source for AWS DMS を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CdcStartTime
変更データキャプチャ (CDC) オペレーションの開始時刻を示します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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CdcStopPosition
変更データキャプチャ (CDC) オペレーションを停止するタイミングを示します。値は、サーバー時刻
またはコミット時刻のいずれかです。
サーバー時刻の例: --cdc-stop-position “server_time:2018-02-09T12:12:12”
コミット時刻の例: --cdc-stop-position “commit_time: 2018-02-09T12:12:12“
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MigrationType
移行タイプです。有効な値: full-load | cdc | full-load-and-cdc
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: cdc | full-load | full-load-and-cdc
Update requires: No interruption
ReplicationInstanceArn
レプリケーションインスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReplicationTaskIdentifier
レプリケーションタスクの識別子。
制約:
• 1～255 個の英数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationTaskSettings
タスクの全体的な設定 (JSON 形式)。詳細については、AWS Database Migration Service ユーザーガ
イドの Specifying Task Settings for AWS Database Migration Service Tasks を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ResourceIdentifier
作成した Endpoint オブジェクトで返される EndpointArn 応答パラメータの最後にあるリソース
ID のフレンドリ名。このパラメータの値は、最大 31 文字です。ASCII 文字、数字、ハイフン ('-') の
みを含めることができます。また、ハイフンで終わったり、2 つの連続したハイフンを含めることは
できません。Example-App-ARN1 などの文字でのみ始まることができます。たとえば、この値は
EndpointArn 値 arn:aws:dms:eu-west-1:012345678901:rep:Example-App-ARN1 になる可
能性があります。ResourceIdentifier 値を指定しない場合、AWS DMS は EndpointArn の終わ
りにデフォルトの識別子値を生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceEndpointArn
ソースエンドポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TableMappings
タスクのテーブルマッピング (JSON 形式)。詳しくは、AWS Database Migration Service ユーザーガ
イドの Using Table Mapping to Specify Task Settings をご覧ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
レプリケーションタスクに割り当てられる 1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
TargetEndpointArn
ターゲットエンドポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TaskData
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: レプリケーションタスク
ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myReplicationTask": {
"Type": "AWS::DMS::ReplicationTask",
"Properties": {
"SourceEndpointArn": 11,
"TargetEndpointArn": "12ff",
"ReplicationInstanceArn": "ert1",
"MigrationType": "full-load",
"TableMappings": "{ \"rules\": [ { \"rule-type\": \"selection\", \"rule-id
\": \"1\", \"rule-name\": \"1\", \"object-locator\": { \"schema-name\": \"%\", \"table-name
\": \"%\" }, \"rule-action\": \"include\" } ] }"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myReplicationTask:
Properties:
MigrationType: full-load
ReplicationInstanceArn: ReplicationInstance
SourceEndpointArn: SourceEndpoint
TableMappings: "{ \"rules\": [ { \"rule-type\": \"selection\", \"rule-id\": \"1\",
\"rule-name\": \"1\", \"object-locator\": { \"schema-name\": \"%\", \"table-name\": \"%
\" }, \"rule-action\": \"include\" } ] }"
TargetEndpointArn: TargetEndpoint
Type: "AWS::DMS::ReplicationTask"

以下の資料も参照してください。
• AWS Database Migration Service API リファレンスの CreateReplicationTask
• AWS CloudFormation スタックの更新

Amazon DocumentDB リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::DocDB::DBCluster (p. 2345)
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• AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup (p. 2351)
• AWS::DocDB::DBInstance (p. 2354)
• AWS::DocDB::DBSubnetGroup (p. 2357)

AWS::DocDB::DBCluster
AWS::DocDB::DBCluster Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) リソースは、DBCluster
を作成します。Amazon DocumentDB は完全マネージド型の MongoDB 対応ドキュメントデータベースエ
ンジンです。詳細については、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの DBCluster を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DocDB::DBCluster",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"BackupRetentionPeriod" : Integer,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBClusterParameterGroupName" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"DeletionProtection" : Boolean,
"EnableCloudwatchLogsExports" : [ String, ... ],
"EngineVersion" : String,
"KmsKeyId" : String,
"MasterUsername" : String,
"MasterUserPassword" : String,
"Port" : Integer,
"PreferredBackupWindow" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"SnapshotIdentifier" : String,
"StorageEncrypted" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DocDB::DBCluster
Properties:
AvailabilityZones:
- String
BackupRetentionPeriod: Integer
DBClusterIdentifier: String
DBClusterParameterGroupName: String
DBSubnetGroupName: String
DeletionProtection: Boolean
EnableCloudwatchLogsExports:
- String
EngineVersion: String
KmsKeyId: String
MasterUsername: String
MasterUserPassword: String
Port: Integer
PreferredBackupWindow: String
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PreferredMaintenanceWindow: String
SnapshotIdentifier: String
StorageEncrypted: Boolean
Tags:
- Tag
VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AvailabilityZones
クラスター内のインスタンスを作成できる Amazon EC2 アベイラビリティーゾーンのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保管する日数。最小値 1 を指定しなければなりません。
デフォルト: 1
制約:
• 1～35 の値にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DBClusterIdentifier
クラスター識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterParameterGroupName
このクラスターに関連付けるクラスターパラメータグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DBSubnetGroupName
このクラスターに関連付けるサブネットグループ。
制約: 既存の DBSubnetGroup の名前と一致する必要があります。デフォルト値を使用することはで
きません。
例: mySubnetgroup
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeletionProtection
クラスターが誤って削除されるのを防ぎます。有効にすると、クラスターを変更して
DeletionProtection を無効化しない限り、クラスターを削除できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableCloudwatchLogsExports
Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト。監
査ログまたはプロファイラーログを有効にすることができます。詳細については、 Auditing Amazon
DocumentDB Events と Profiling Amazon DocumentDB Operations を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EngineVersion
使用するデータベースエンジンのバージョン番号。--engine-version は、デフォルトで最新のメ
ジャーエンジンバージョンになります。実稼働ワークロードの場合、目的のメジャーエンジンのバー
ジョンで、このパラメータを明示的に宣言することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KmsKeyId
暗号化されたクラスターの AWS KMS キー識別子。
AWS KMS キー識別子は、AWS KMS 暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。新しいクラ
スターの暗号化に使用する AWS KMS 暗号化キーを所有する AWS アカウント と同じアカウントを使
用してクラスターを作成する場合、AWS KMS 暗号化キーの ARN の代わりに AWS KMS キーのエイ
リアスを使用できます。
KmsKeyId で暗号化キーが指定されていない場合:
• StorageEncrypted パラメータが true の場合、Amazon DocumentDB はデフォルトの暗号化
キーを使用します。
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AWS KMS は、AWS アカウント 用にデフォルトの暗号化キーを作成します。AWS アカウント に
は、AWS リージョン ごとにデフォルトの暗号化キーがあります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterUsername
クラスターのマスターユーザーの名前。
制約:
• 1～16 の英字、数字である必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 選択したデータベースエンジンの予約語は使用できません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterUserPassword
マスターデータベースユーザーのパスワードです。このパスワードをには、スラッシュ (/)、二重引用
符 (")、または「at」記号 (@) 以外の印刷可能な ASCII 文字を含むことができます。
制約: 8～41 文字の英数字を使用する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
データベースエンジンが待機しているポートを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod パラメータを使用して自動バックアップが有効になっている場合に、自
動バックアップが作成される毎日の時間範囲。
デフォルトのバックアップウィンドウは 30 分のウィンドウで、AWS リージョン ごとに 8 時間の時間
ブロックからランダムに選択されます。
制約:
• hh24:mi-hh24:mi の形式である必要があります。
• 時間は協定世界時 (UTC) である必要があります。
• 必要なメンテナンス期間と競合してはいけません。
• 少なくとも 30 分以上必要です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョン あたり 8 時間の範囲からラ
ンダムに選択された 30 分の時間枠です。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnapshotIdentifier
復元元のスナップショットまたはクラスタースナップショットの識別子。
クラスタースナップショットを指定するには、名前または Amazon リソースネーム (ARN) のいずれか
を使用できます。ただし、スナップショットを指定するには ARN のみを使用できます。
制約:
• 既存のスナップショットの識別子と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StorageEncrypted
クラスターが暗号化されているかどうかを指定します。
必須: 条件付き
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Tags
クラスターに割り当てられるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupIds
このクラスターに関連付ける EC2 VPC セキュリティグループのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
mycluster などの DBClusterIdentifier このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次
を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ClusterResourceId
クラスターのリソース ID。例: cluster-ABCD1234EFGH5678IJKL90MNOP。クラスター ID はクラ
スターを一意に識別し、IAM 認証ポリシーなどで使用されます。
Endpoint
クラスターの接続エンドポイント (sample-cluster.cluster-cozrlsfrcjoc.useast-1.docdb.amazonaws.com など)。
Port
クラスターが接続を受け付けるポート番号。例: 27017。
ReadEndpoint
クラスターの読み込みエンドポイント。例: sample-cluster.cluster-ro-cozrlsfrcjoc.useast-1.docdb.amazonaws.com。

例

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDBInstance" : {
"Type" : "AWS::DocDB::DBCluster",
"Properties" : {
"BackupRetentionPeriod" : 8,
"DBClusterIdentifier" : "sample-cluster",
"DBClusterParameterGroupName" : "default.docdb3.6",
"DBSubnetGroupName" : "default",
"KmsKeyId" : "your-kms-key-id",
"MasterUsername" : "your-master-username",
"MasterUserPassword" : "your-master-user-password",
"Port" : "27017",
"PreferredBackupWindow" : "07:34-08:04",
"PreferredMaintenanceWindow" : "sat:04:51-sat:05:21",
"SnapshotIdentifier" : "sample-cluster-snapshot-id",
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}

}

}

}

"StorageEncrypted" : true,
"Tags" : [ {"Key" : "String", "Value" : "String"} ]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myDBInstance:
Type: "AWS::DocDB::DBCluster"
Properties:
BackupRetentionPeriod : 8
DBClusterIdentifier : "sample-cluster"
DBClusterParameterGroupName : "default.docdb3.6"
DBSubnetGroupName : "default"
KmsKeyId : "your-kms-key-id"
MasterUsername : "your-master-username"
MasterUserPassword : "your-master-user-password"
Port : "27017"
PreferredBackupWindow : "07:34-08:04"
PreferredMaintenanceWindow : "sat:04:51-sat:05:21"
SnapshotIdentifier : "sample-cluster-snapshot-id"
StorageEncrypted : true
Tags:
Key: "String"
Value: "String"

以下の資料も参照してください。
• DBCluster
• CreateDBCluster
• DeleteDBCluster
• DescribeDBClusters
• ModifyDBCluster

AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup
AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) リ
ソースは、DBClusterParameterGroup を作成します。詳細については、Amazon DocumentDB デベロッ
パーガイドの DBClusterParameterGroup を参照してください。
クラスターパラメータグループのパラメータは、クラスター内のすべてのインスタンスに適用されます。
クラスターパラメータグループは、最初はクラスターのインスタンスで使用されるデータベースエンジン
のデフォルトパラメータで作成されます。パラメータのいずれかにカスタム値を指定するには、作成後に
グループを変更する必要があります。DB クラスターパラメータグループを作成したら、クラスターに関
連付ける必要があります。新しいクラスターパラメータグループおよび関連付けられた設定を有効にする
には、その後、フェイルオーバーなしでクラスターの DB インスタンスを再起動する必要があります。

Important
クラスターパラメータグループの作成後、デフォルトのパラメータグループとしてそのクラ
スターパラメータグループを使用する最初のクラスターが作成されるまで、5 分以上かかり
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ます。その間に、Amazon DocumentDB によって作成アクションが完了し、そのクラスター
パラメータグループがデフォルトとして新しいクラスターのために使用されるようになりま
す。このステップは、クラスターのデフォルトデータベースの作成時に必須になるパラメータ
(character_set_database パラメータにより定義されるデフォルトデータベースの文字セッ
トなど) に特に重要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Family" : String,
"Name" : String,
"Parameters" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup
Properties:
Description: String
Family: String
Name: String
Parameters: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
クラスターパラメータグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Family
クラスターパラメータグループファミリーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
DB クラスターパラメータグループの名前。
制約:
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• 既存の DBClusterParameterGroup の名前と一致してはなりません。

Note
この値は小文字で保存されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
クラスターパラメータグループのパラメータのリストを提供します。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
クラスターパラメータグループに割り当てられるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
sample-db-cluster-param-group などの DBClusterParameterGroup の名前このリソースの論理 ID
を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : "description",
"Family" : "docdb3.6",
"Name" : "sampleParameterGroup",
"Parameters" : [
"audit_logs": "disabled",
"tls": "enabled",
"ttl_monitor": "enabled"
],
"Tags" : [{ "Key": "String","Value": "String" }]
}
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YAML
Type: "AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup"
Properties:
Description: "description"
Family: "docdb3.6"
Name: "sampleParameterGroup"
Parameters:
audit_logs: "disabled"
tls: "enabled"
ttl_monitor: "enabled"
Tags:
Key: "String"
Value: "String"

以下の資料も参照してください。
• DBClusterParameterGroup
• CreateDBClusterParameterGroup
• DeleteDBClusterParameterGroup
• DescribeDBClusterParameterGroups
• ModifyDBClusterParameterGroup

AWS::DocDB::DBInstance
AWS::DocDB::DBInstance Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) リソースは DBInstance
を作成します。詳細については、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの DBInstance を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DocDB::DBInstance",
"Properties" : {
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBInstanceClass" : String,
"DBInstanceIdentifier" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DocDB::DBInstance
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
AvailabilityZone: String
DBClusterIdentifier: String
DBInstanceClass: String
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DBInstanceIdentifier: String
PreferredMaintenanceWindow: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AutoMinorVersionUpgrade
このパラメータは Amazon DocumentDB には適用されません。Amazon DocumentDB は、値セットに
かかわらず、マイナーバージョンのアップグレードを実行しません。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
インスタンスが作成される Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン。
デフォルト: エンドポイントの AWS リージョン 内でランダムにシステムが選択したアベイラビリ
ティゾーン。
例: us-east-1d
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterIdentifier
インスタンスが属するクラスターの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBInstanceClass
インスタンスのコンピューティング能力とメモリ容量 (例: db.m4.large)。インスタンスのクラスを
変更すると、クラスター内のサービスに中断が発生する可能性があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBInstanceIdentifier
インスタンス識別子このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
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例: mydbinstance
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PreferredMaintenanceWindow
毎週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョン あたり 8 時間の範囲からラ
ンダムに選択された 30 分の時間枠です。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
インスタンスに割り当てられるタグ。インスタンスには最大 10 個のタグを割り当てることができま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
sample-cluster-instance などの DBInstance の名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Endpoint
インスタンスの接続エンドポイント。例: sample-cluster.cluster-abcdefghijkl.useast-1.docdb.amazonaws.com。
Port
データベースが接続を受け入れるポート番号 (27017 など)。
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例

JSON
{

}

"Type" : "AWS::DocDB::DBInstance",
"Properties" : {
"AutoMinorVersionUpgrade" : true,
"AvailabilityZone" : "us-east-1c",
"DBClusterIdentifier" : "sample-cluster",
"DBInstanceClass" : "db.r5.large",
"DBInstanceIdentifier" : "sample-cluster-instance-0",
"PreferredMaintenanceWindow" : "sat:06:54-sat:07:24",
"Tags" : [{ "Key": "String","Value": "String" }]
}

YAML
Type: "AWS::DocDB::DBInstance"
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: true
AvailabilityZone: "us-east-1c"
DBClusterIdentifier: "sample-cluster"
DBInstanceClass: "db.r5.large"
DBInstanceIdentifier: "sample-cluster-instance-0"
PreferredMaintenanceWindow: "sat:06:54-sat:07:24"
Tags:
Key: "String"
Value: "String"

以下の資料も参照してください。
• DBInstance
• CreateDBInstance
• DeleteDBInstance
• DescribeDBInstances
• ModifyDBInstance

AWS::DocDB::DBSubnetGroup
AWS::DocDB::DBSubnetGroup Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) リソースは
DBSubnetGroup を記述します。サブネットグループには、AWS Region の少なくとも 2 つのアベイ
ラビリティーゾーンに少なくとも 1 つのサブネットが含まれている必要があります。詳細について
は、Amazon DocumentDB デベロッパーガイドの DBSubnetGroup を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::DocDB::DBSubnetGroup",
"Properties" : {
"DBSubnetGroupDescription" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::DocDB::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: String
DBSubnetGroupName: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
DBSubnetGroupDescription
サブネットグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSubnetGroupName
サブネットグループの名前。この値は小文字で保存されます。
制約: 最大 255 文字の英字、数字、ピリオド、アンダースコア、スペース、またはハイフンのみを使
用できます。デフォルト値を使用することはできません。
例: mySubnetgroup
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
サブネットグループの Amazon EC2 サブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
サブネットグループに割り当てられるタグ。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
default などの DBSubnetGroup の名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は
次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDBSubnetGroup" : {
"Type" : "AWS::DocDB::DBSubnetGroup",
"Properties" : {
"DBSubnetGroupDescription" : "description",
"SubnetIds" : [ "subnet-7b5b4112", "subnet-7b5b4115" ],
"Tags" : [ {"Key" : "String", "Value" : "String"} ]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myDBSubnetGroup:
Type: "AWS::DocDB::DBSubnetGroup"
Properties:
DBSubnetGroupDescription: "description"
SubnetIds:
- "subnet-7b5b4112"
- "subnet-7b5b4115"
Tags:
Key: "String"
Value: "String"

以下の資料も参照してください。
• サブネット
• DBSubnetGroup
• CreateDBSubnetGroup
• DeleteDBSubnetGroup
• DescribeDBSubnetGroups
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• ModifyDBSubnetGroup

Amazon DynamoDB リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# DynamoDB#GlobalTable (p. 2360)
• AWS::DynamoDB::Table (p. 2382)

AWS# DynamoDB#GlobalTable
AWS::DynamoDB::GlobalTableリソースを使用すると、バージョン 2019.11.21 グローバルテーブルを
作成および管理できます。このリソースは、バージョン 2017.11.29 グローバルテーブルの作成や管理には
使用できません。

Important
テンプレートのタイプ AWS::DynamoDB::Table を変更しても、タイプ
AWS::DynamoDB::GlobalTable のリソースをタイプのリソースに変換することはできませ
ん。 そうすると、DynamoDB テーブルが削除される可能性があります。
DynamoDB テーブルを操作するときは、以下の動作に注意してください。
• スタック操作を実行する IAM プリンシパルには、グローバルテーブルレプリカを作成する予定のすべて
のリージョンで、以下に示すアクセス許可が必要です。IAM プリンシパルのアクセス許可には、IP ソー
スアドレスに基づく制限はありません。一部のグローバルテーブル操作（レプリカの追加など）は非同
期であり、IAM プリンシパルが完了するまで有効である必要があります。CloudFormation がスタックの
更新を完了するまで、プリンシパル（ユーザーまたは IAM ロール）を削除しないでください。
• dynamodb:CreateTable
• dynamodb:UpdateTable
• dynamodb:DeleteTable
• dynamodb:DescribeContinuousBackups
• dynamodb:DescribeContributorInsights
• dynamodb:DescribeTable
• dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
• dynamodb:DescribeTimeToLive
• dynamodb:ListTables
• dynamodb:UpdateTimeToLive
• dynamodb:UpdateContributorInsights
• dynamodb:UpdateContinuousBackups
• dynamodb:ListTagsOfResource
• dynamodb:TagResource
• dynamodb:UntagResource
• dynamodb:BatchWriteItem
• dynamodb:CreateTableReplica
• dynamodb:DeleteItem
• dynamodb:DeleteTableReplica
• dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination
• dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
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• dynamodb:GetItem
• dynamodb:PutItem
• dynamodb:Query
• dynamodb:Scan
• dynamodb:UpdateItem
• dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
• dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling
• iam:CreateServiceLinkedRole
• kms:CreateGrant
• kms:DescribeKey
• application-autoscaling:DeleteScalingPolicy
• application-autoscaling:DeleteScheduledAction
• application-autoscaling:DeregisterScalableTarget
• application-autoscaling:DescribeScalingPolicies
• application-autoscaling:DescribeScalableTargets
• application-autoscaling:PutScalingPolicy
• application-autoscaling:PutScheduledAction
• application-autoscaling:RegisterScalableTarget
• プロビジョニングされた課金モードを使用する場合、CloudFormation は各レプリカで
Auto Scaling ポリシーを作成し、書き込みキャパシティを制御します。このポリシー
は、WriteProvisionedThroughputSettings プロパティを使用して設定する必要がありま
す。CloudFormation では、すべてのレプリカが同じ書き込み容量 Auto Scaling プロパティを持つことが
保証されます。グローバルテーブルの書き込みキャパシティの値を直接指定することはできません。
• テーブルでプロビジョニングされた容量を使用する場合は、AWS::DynamoDB::GlobalTable
リソースで Auto Scaling を直接設定する必要があります。API 、
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget または
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy を使用して、テーブルレプリカまたはグローバ
ルセカンダリインデックスに、追加の Auto Scaling ポリシーを設定しないでください 。これにより、予
期しない動作が発生する可能性があり、サポートされていません。
• AWS CloudFormation では、レプリカの数に関係なく、各グローバルテーブルは、1 つのリージョン内
の 1 つのスタックによって制御されます。テンプレートをデプロイすると、CloudFormation は 1 つのス
タック操作の一部としてすべてのレプリカを作成/更新します。同じ AWS::DynamoDB::GlobalTable
リソースを複数のリージョンにデプロイしないでください。そうするとエラーが発生し、サポートされ
ていません。アプリケーションテンプレートを複数のリージョンにデプロイする場合、条件を使用し
て、単一のリージョンにのみリソースを作成できます。または、アプリケーションスタックとは別にス
タックに自分の AWS::DynamoDB::GlobalTable リソースを定義し、そのリソースが 1 つのリージョ
ンにのみデプロイされるようにすることもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::DynamoDB::GlobalTable",
"Properties" : {
"AttributeDefinitions" : [ AttributeDefinition (p. 2365), ... ],
"BillingMode" : String,
"GlobalSecondaryIndexes" : [ GlobalSecondaryIndex (p. 2368), ... ],
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2370), ... ],
"LocalSecondaryIndexes" : [ LocalSecondaryIndex (p. 2371), ... ],
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}

}

"Replicas" : [ ReplicaSpecification (p. 2376), ... ],
"SSESpecification" : SSESpecification (p. 2378),
"StreamSpecification" : StreamSpecification (p. 2379),
"TableName" : String,
"TimeToLiveSpecification" : TimeToLiveSpecification (p. 2381),
"WriteProvisionedThroughputSettings" : WriteProvisionedThroughputSettings (p. 2381)

YAML
Type: AWS::DynamoDB::GlobalTable
Properties:
AttributeDefinitions:
- AttributeDefinition (p. 2365)
BillingMode: String
GlobalSecondaryIndexes:
- GlobalSecondaryIndex (p. 2368)
KeySchema:
- KeySchema (p. 2370)
LocalSecondaryIndexes:
- LocalSecondaryIndex (p. 2371)
Replicas:
- ReplicaSpecification (p. 2376)
SSESpecification:
SSESpecification (p. 2378)
StreamSpecification:
StreamSpecification (p. 2379)
TableName: String
TimeToLiveSpecification:
TimeToLiveSpecification (p. 2381)
WriteProvisionedThroughputSettings:
WriteProvisionedThroughputSettings (p. 2381)

プロパティ
AttributeDefinitions
テーブルとインデックスのキースキーマを記述する属性のリスト。
必須: はい
タイプ: AttributeDefinition (p. 2365) のリスト
Update requires: No interruption
BillingMode
読み取りと書き込みのスループットに対する課金方法と容量の管理方法を指定します。有効な値は次
のとおりです。
• PAY_PER_REQUEST
• PROVISIONED
グローバルテーブル内のすべてのレプリカは、同じ課金モードになります。PROVISIONED 課金モー
ドを使用する場合は、WriteProvisionedThroughputSettings プロパティを使用して Auto
Scaling 設定を指定する必要があります。このプロパティのデフォルト値は PROVISIONED です 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PAY_PER_REQUEST | PROVISIONED
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Update requires: No interruption
GlobalSecondaryIndexes
グローバルテーブルに作成するグローバルセカンダリインデックス。最大で 20 個のグローバルセカ
ンダリインデックスを作成できます。グローバルテーブル内の各レプリカには、同じグローバルセカ
ンダリインデックス設定が適用されます。1 つのスタック操作では、グローバルセカンダリインデッ
クスを 1 つだけ作成または削除できます。
インデックスのバックフィルには長い時間がかかることがあるため、CloudFormation はインデックス
がアクティブになるのを待ちません。スタック操作がロールバックすると、CloudFormation によって
追加されたインデックスが削除されないことがあります。その場合は、インデックスを手動で削除す
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: GlobalSecondaryIndex (p. 2368) のリスト
Update requires: No interruption
KeySchema
テーブルのプライマリキーを構成する属性を指定します。KeySchema プロパティの属性
は、AttributeDefinitions プロパティにも定義する必要があります。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2370) のリスト (p. 2370)
Update requires: Replacement
LocalSecondaryIndexes
テーブルに作成するローカルセカンダリインデックス。最大で 5 個のローカルセカンダリインデッ
クスを作成できます。各インデックスの範囲は、特定のハッシュキー値に限定されます。各ハッシュ
キーのサイズは最大 10 GB です。グローバルテーブル内の各レプリカは、同じローカルセカンダリイ
ンデックス設定を持ちます。
必須: いいえ
タイプ: LocalSecondaryIndex (p. 2371) のリスト
Update requires: Replacement
Replicas
グローバルテーブルのレプリカのリストを指定します。リストには、少なくとも 1 つの要素、つま
り、グローバルテーブルを定義するスタックがデプロイされるリージョンが含まれている必要があり
ます。たとえば、us-east-1 にデプロイされたスタックでテーブルを定義する場合、Replicas にリー
ジョン us-east-1 のエントリが必要です。スタックリージョンでレプリカを削除することはできませ
ん。

Important
レプリカの追加には、空のテーブルでは数分かかり、大きなテーブルでは数時間かかること
があります。レプリカを追加または削除する場合は、その変更のみを含む UpdateStack 操
作を送信することをお勧めします。
更新中にインデックスを追加または削除する場合、他のリソースは更新しないことをお勧め
します。スタックの更新に失敗し、新しいレプリカを追加するときにロールバックされた場
合は、レプリカを手動で削除する必要があります。
最大 2 つのレプリカを含む新しいグローバルテーブルを作成できます。テーブルの作成後にレプリカ
を追加または削除できますが、更新ごとにレプリカを追加または削除できるのは 1 つのみです。
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必須: はい
タイプ : ReplicaSpecification (p. 2376) のリスト
Update requires: No interruption
SSESpecification
サーバー側の暗号化を有効にする設定を指定します。これらの設定は、すべ
てのレプリカに適用されます。カスタマー管理の KMS キーを使用する場合
は、ReplicaSpecification.ReplicaSSESpecification プロパティを使用して各レプリカの
キーを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: SSESpecification (p. 2378)
Update requires: No interruption
StreamSpecification
グローバルテーブルのストリーム設定を指定します。グローバルテーブルに複数のレプリカが含まれ
ている場合は、このプロパティに値を指定する必要があります。グローバルテーブルにレプリカが 1
つしかない場合にのみ、ストリーム設定を変更できます。
必須: いいえ
タイプ: StreamSpecification (p. 2379)
Update requires: No interruption
TableName
グローバルテーブルの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成し、そ
の ID をテーブル名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
TimeToLiveSpecification
テーブルの time to Live (TTL) 設定を指定します。この設定はすべてのレプリカに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: TimeToLiveSpecification (p. 2381)
Update requires: No interruption
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WriteProvisionedThroughputSettings
書き込み容量の Auto Scaling ポリシーを指定します。このポリシーは、すべてのレプリカに適用され
ます。この設定は、BillingMode が PROVISIONED に設定されている場合は、指定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ : WriteProvisionedThughutSettings (p. 2381)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : テーブル名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
DynamoDB テーブルの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:dynamodb:useast-2:123456789012:table/myDynamoDBTable など)。戻り ARN は、スタックがデプロイさ
れているリージョン内のレプリカのそれです。
StreamArn
arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/testddbstackmyDynamoDBTable-012A1SL7SMP5Q/stream/2015-11-30T20:10:00.000 などの DynamoDB
ストリームの ARN。戻り StreamArn は、スタックがデプロイされているリージョンのレプリカのそ
れです。

Note
この属性を使用するには、StreamSpecification プロパティを指定する必要があります。
TableId
テーブルの一意の識別子 (a123b456-01ab-23cd-123a-111222aaabbb など)。戻り TableId は、
スタックがデプロイされているリージョンのレプリカのそれです。

AWS# DynamoDB# GlobalTable AttributeDefinition
テーブルとインデックスのキースキーマを記述する属性を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"AttributeName" : String,
"AttributeType" : String

YAML
AttributeName: String
AttributeType: String

プロパティ
AttributeName
属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
AttributeType
属性のデータ型。
• S - 属性は文字列型
• N - 属性は数値型
• B - 属性はバイナリ型
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: B | N | S
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable CapacityAutoScalingSettings
テーブルまたはグローバルセカンダリインデックスの読み取りまたは書き込みキャパシティに対して、ス
ケーラブルなターゲットと自動スケーリングポリシーを設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer,
"SeedCapacity" : Integer,
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration" : TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 2379)
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}

YAML
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer
SeedCapacity: Integer
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 2379)

プロパティ
MaxCapacity
グローバルテーブルにプロビジョニングされた最大キャパシティーユニット。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
グローバルテーブル用にプロビジョニングされた最小キャパシティーユニット。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SeedCapacity
請求モードを PAY_PER_REQUEST から PROVISIONED に切り替える場合 、DynamoDB では、テー
ブルおよびグローバルセカンダリインデックスごとに、読み取りおよび書き込みキャパシティーユ
ニット値を指定する必要があります。これらの値は、すべてのレプリカに適用されます。テーブル
は、CloudFormation がテンプレートで設定した自動スケーリングポリシーを作成するまで、これらの
プロビジョニングされた値を使用します。CloudFormation は、アプリケーションに依存するため、こ
の期間にテーブルとそのグローバルセカンダリインデックスが必要とする容量を判断できません。
テーブルの請求モードを PAY_PER_REQUEST から PROVISIONED に切り替える場合は 、自動ス
ケーリングされたリソースごとにこのプロパティの値を指定する必要があります。異なるリー
ジョンの同じリソースに異なる値を指定すると、CloudFormation は SeedCapacity または
ReadCapacityUnits プロパティで見つけた最大値を使用します。たとえば、 グローバルセカ
ンダリインデックス myGSI が us-east-1 で 10のうちSeedCapacity、eu-west-1 で 20のうち
ReadCapacityUnits の固定がある場合、CloudFormation はの読み込み容量を myGSIから 20 に設
定します。us-east-1 でmyGSI のためにScaleIn を無効にすると、読み込みキャパシティーユニット
が 10 に戻されない場合があります。
また、テーブルの請求モードを PROVISIONEDから PAY_PER_REQUEST に切り替える予定の場合
は、SeedCapacity の値を指定する必要があります。これは 、CloudFormation がオペレーションを
ロールバック（請求モードを PROVISIONED に戻す ）必要がある場合があり、SeedCapacity に値
を指定しないと成功できないためです 。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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TargetTrackingScalingPolicyConfiguration
ターゲットトラッキングスケーリングポリシーを定義します。
必須: はい
タイプ: TargetTrackingScalingPolicyConfiguration (p. 2379)
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::GlobalTable ContributorInsightsSpecification
レプリカまたはそのインデックスの 1 つについて、コントリビュータインサイトの設定を構成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
CloudWatch Contributor Insights を有効 (true) にするか、無効 (false) にするかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
許可された値: DISABLE | ENABLE
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable GlobalSecondaryIndex
グローバルテーブルのグローバルセカンダリインデックスを指定できます。インデックスはすべてのレプ
リカで定義されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"IndexName" : String,
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2370), ... ],
"Projection" : Projection (p. 2373),
"WriteProvisionedThroughputSettings" : WriteProvisionedThroughputSettings (p. 2381)
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YAML
IndexName: String
KeySchema:
- KeySchema (p. 2370)
Projection:
Projection (p. 2373)
WriteProvisionedThroughputSettings:
WriteProvisionedThroughputSettings (p. 2381)

プロパティ
IndexName
グローバルセカンダリインデックスの名前。名前は、このテーブルの他のすべてのインデックスにお
いて一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
KeySchema
グローバルセカンダリインデックスの完全なキースキーマ (属性名とキーのタイプとから成る 1 つま
たは複数のペア):
• HASH - パーティションキー
• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2370) のリスト (p. 2370)
最大: 2
Update requires: Replacement
Projection
ソーステーブルからグローバルセカンダリインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動
的に射影されるプライマリキー属性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。
必須: はい
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タイプ: Projection (p. 2373)
Update requires: Replacement
WriteProvisionedThroughputSettings
グローバルセカンダリインデックスの書き込みキャパシティ設定を定義します。テーブルの
BillingMode が PROVISIONED の場合は、このプロパティの値を指定する必要があります 。すべて
のレプリカは、このグローバルセカンダリインデックスに対して同じ書き込み容量設定を持ちます。
必須: いいえ
タイプ : WriteProvisionedThughutSettings (p. 2381)
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable KeySchema
キースキーマの 1 つの要素を表します。キースキーマは、テーブルのプライマリキーを構成する属性、ま
たはインデックスのキー属性を指定します。
KeySchemaElement は、プライマリキーの 1 つの属性のみを表します。たとえば、シンプルなプライ
マリキーは、1 つの KeySchemaElement (パーティションキー用) で表されます。複合プライマリキー
では、パーティションキー用に 1 つの KeySchemaElement が必要であり、ソートキー用にもう 1 つの
KeySchemaElement が必要です。
KeySchemaElement は、(入れ子の属性ではなく) スカラーの最上位属性である必要があります。データ
型は、文字列型、数値型、またはバイナリ型のいずれかである必要があります。属性をリストまたはマッ
プ内で入れ子にすることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"KeyType" : String

YAML
AttributeName: String
KeyType: String

プロパティ
AttributeName
キー属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
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Update requires: Replacement
KeyType
キー属性が担うロール:
• HASH - パーティションキー
• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: HASH | RANGE
Update requires: Replacement

AWS# DynamoDB# GlobalTable LocalSecondaryIndex
ローカルセカンダリインデックスのプロパティを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IndexName" : String,
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2370), ... ],
"Projection" : Projection (p. 2373)

YAML
IndexName: String
KeySchema:
- KeySchema (p. 2370)
Projection:
Projection (p. 2373)

プロパティ
IndexName
ローカルセカンダリインデックスの名前。名前は、このテーブルの他のすべてのインデックスにおい
て一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
KeySchema
ローカルセカンダリインデックスの完全なキースキーマ (属性名とキーのタイプとから成る 1 つまた
は複数のペア):
• HASH - パーティションキー
• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2370) のリスト (p. 2370)
最大: 2
Update requires: Replacement
Projection
ソーステーブルからローカルセカンダリインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動的
に射影されるプライマリキー属性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。
必須: はい
タイプ: Projection (p. 2373)
Update requires: Replacement

AWS::DynamoDB::Table PointInTimeRecoverySpecification
ポイントインタイムリカバリを有効にするための設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PointInTimeRecoveryEnabled" : Boolean

YAML
PointInTimeRecoveryEnabled: Boolean
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プロパティ
PointInTimeRecoveryEnabled
テーブルのポイントインタイムリカバリが有効 (true) であるか、または無効 (false) であるかを示しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable Projection
テーブルからインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動的に射影されるプライマリキー属
性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NonKeyAttributes" : [ String, ... ],
"ProjectionType" : String

YAML
NonKeyAttributes:
- String
ProjectionType: String

プロパティ
NonKeyAttributes
インデックスに射影される非キー属性の名前を表します。
ローカルセカンダリインデックスの場合、全ローカルセカンダリインデックスを合わせた
NonKeyAttributes 数の合計が 20 を超えないようにする必要があります。同じ属性を 2 つの異な
るインデックスに射影した場合には、合計を計算する際に 2 つの異なる属性として計算されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
ProjectionType
インデックスに射影される一連の属性。
• KEYS_ONLY - インデックスキーとプライマリキーのみをインデックスに射影します。
• INCLUDE - KEYS_ONLY の属性に加えて、セカンダリインデックスにその他の非キー属性が含まれ
るように指定できます。
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• ALL - すべてのテーブル属性がインデックスに射影されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALL | INCLUDE | KEYS_ONLY
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::GlobalTable ReadProvisionedThroughputSettings
BillingMode が PROVISIONED に設定されている場合、レプリカテーブルまたはレプリカグローバル
セカンダリインデックスの読み込みキャパシティ設定を指定できます 。ReadCapacityUnits または
ReadCapacityAutoScalingSettings の値を指定する必要がありますが 、両方を指定することはでき
ません。固定容量と Auto Scaling を切り替えることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReadCapacityAutoScalingSettings" : CapacityAutoScalingSettings (p. 2366),
"ReadCapacityUnits" : Integer

YAML
ReadCapacityAutoScalingSettings:
CapacityAutoScalingSettings (p. 2366)
ReadCapacityUnits: Integer

プロパティ
ReadCapacityAutoScalingSettings
レプリカテーブルまたはグローバルセカンダリインデックスの Auto Scaling 設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ : CapacityAutoScalingSettings (p. 2366)
Update requires: No interruption
ReadCapacityUnits
レプリカテーブルまたはグローバルセカンダリインデックスの固定読み取り容量を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable ReplicaGlobalSecondaryIndexSpecification
レプリカごとに設定できるグローバルセカンダリインデックスのプロパティを表します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContributorInsightsSpecification" : ContributorInsightsSpecification (p. 2368),
"IndexName" : String,
"ReadProvisionedThroughputSettings" : ReadProvisionedThroughputSettings (p. 2374)

YAML
ContributorInsightsSpecification:
ContributorInsightsSpecification (p. 2368)
IndexName: String
ReadProvisionedThroughputSettings:
ReadProvisionedThroughputSettings (p. 2374)

プロパティ
ContributorInsightsSpecification
特定のテーブルまたはグローバルセカンダリインデックスのコントリビュータインサイトのステータ
スを更新します。
必須: いいえ
タイプ: ContributorInsightsSpecification (p. 2368)
Update requires: No interruption
IndexName
グローバルセカンダリインデックスの名前。名前は、このテーブルの他のすべてのインデックスにお
いて一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
ReadProvisionedThroughputSettings
BillingModeがPROVISIONEDに設定されている場合に、レプリカグローバルセカンダリインデック
スの読み取りキャパシティ設定を指定できます 。
必須: いいえ
タイプ : ReadProvisionedThrougputSettings (p. 2374)
Update requires: No interruption
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AWS# DynamoDB# GlobalTable ReplicaSpecification
グローバルテーブルの単一のレプリカに固有の設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContributorInsightsSpecification" : ContributorInsightsSpecification (p. 2368),
"GlobalSecondaryIndexes" : [ ReplicaGlobalSecondaryIndexSpecification (p. 2374), ... ],
"PointInTimeRecoverySpecification" : PointInTimeRecoverySpecification (p. 2372),
"ReadProvisionedThroughputSettings" : ReadProvisionedThroughputSettings (p. 2374),
"Region" : String,
"SSESpecification" : ReplicaSSESpecification (p. 2377),
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ContributorInsightsSpecification:
ContributorInsightsSpecification (p. 2368)
GlobalSecondaryIndexes:
- ReplicaGlobalSecondaryIndexSpecification (p. 2374)
PointInTimeRecoverySpecification:
PointInTimeRecoverySpecification (p. 2372)
ReadProvisionedThroughputSettings:
ReadProvisionedThroughputSettings (p. 2374)
Region: String
SSESpecification:
ReplicaSSESpecification (p. 2377)
Tags:
- Tag

プロパティ
ContributorInsightsSpecification
指定したレプリカについて CloudWatch Contributor Insights を有効または無効にするために使用され
る設定。指定しない場合、デフォルトでレプリカのコントリビュータインサイトが無効になります。
必須: いいえ
タイプ: ContributorInsightsSpecification (p. 2368)
Update requires: No interruption
GlobalSecondaryIndexes
このレプリカのグローバルセカンダリインデックスの追加設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ : ReplicaGlobalSecondaryIndexSpecification (p. 2374) のリスト
Update requires: No interruption
PointInTimeRecoverySpecification
ポイントインタイムリカバリを有効にするための設定。指定しない場合、デフォルトでレプリカのポ
イントインタイムリカバリは無効になります。
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必須: いいえ
タイプ: PointInTimeRecoverySpecification (p. 2372)
Update requires: No interruption
ReadProvisionedThroughputSettings
レプリカテーブルの読み込みキャパシティ設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: ReadProvisionedThroughputSettings (p. 2374)
Update requires: No interruption
Region
このレプリカが存在するリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SSESpecification
レプリカのカスタマー管理キーを指定できます。サーバー側の暗号化にカスタマー管理キーを使用す
る場合、このプロパティはすべてのレプリカの値を持つ必要があります。
必須: いいえ
タイプ : ReplicaSSESpecification (p. 2377)
Update requires: No interruption
Tags
このレプリカに適用するキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable ReplicaSSESpecification
サーバー側の暗号化に使用する KMS キー識別子を指定できます。キーは、ARN、キー ID、またはエイリ
アスを介して指定できます。キーは、レプリカと同じリージョンに作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KMSMasterKeyId" : String
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YAML
KMSMasterKeyId: String

プロパティ
KMSMasterKeyId
AWS KMS 暗号化に使用する AWS KMS キー。キーを指定するには、そのキー ID、Amazon リソース
ネーム (ARN)、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用します。このパラメータは、キーがデ
フォルトの DynamoDB キー alias/aws/dynamodb と異なる場合にのみ指定してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable SSESpecification
サーバー側の暗号化を有効にするために使用される設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SSEEnabled" : Boolean,
"SSEType" : String

YAML
SSEEnabled: Boolean
SSEType: String

プロパティ
SSEEnabled
サーバー側の暗号化が AWS マネージドキーを使用するか、AWS 所有のキーを使用して実行される
かを示します。無効 (false) の場合、または指定されていない場合、サーバー側の暗号化は、AWS
が所有する キー に設定されます。有効 (true) の場合、サーバー側の暗号化タイプは KMS に設定さ
れ、AWS マネージドキーが使用されます (AWS KMS の料金が適用されます)。KMS 暗号化を使用す
る場合は、ReplicaSpecification.SSESpecification オブジェクトで指定することで、カスタ
マー管理の KMS キーを使用することもできます。AWS マネージド KMS キーとカスタマーマネージ
ド KMS キーを混在させることはできません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SSEType
サーバー側の暗号化サポートされる唯一の値:
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• KMS - AWS Key Management Service を使用するサーバー側の暗号化。キーはアカウントに保存さ
れ、AWS KMS によって管理されます (AWS KMS の料金が適用されます)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AES256 | KMS
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable StreamSpecification
DynamoDB のテーブルの DynamoDB ストリーム設定を表します。
この値を変更できるのは、AWS::DynamoDB::GlobalTable がReplicas にエントリが 1 つしかない
場合だけです 。AWS::DynamoDB::GlobalTableに複数のレプリカが含まれている場合は、このプロパ
ティに値を指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StreamViewType" : String

YAML
StreamViewType: String

プロパティ
StreamViewType
テーブル内の項目が変更されると、StreamViewType によって、このテーブルのストリームに書き
込まれる情報が決まります。StreamViewType の有効値は、次のとおりです。
• KEYS_ONLY - 変更された項目のキー属性のみがストリームに書き込まれます。
• NEW_IMAGE - 項目全体が、変更後に表示されるとおりにストリームに書き込まれます。
• OLD_IMAGE - 項目全体が、変更前に表示されていたとおりにストリームに書き込まれます。
• NEW_AND_OLD_IMAGES - 項目の新しいイメージと古いイメージの両方がストリームに書き込まれ
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: KEYS_ONLY | NEW_AND_OLD_IMAGES | NEW_IMAGE | OLD_IMAGE
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::GlobalTable TargetTrackingScalingPolicyConfiguration
ターゲットトラッキングスケーリングポリシーを定義します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DisableScaleIn" : Boolean,
"ScaleInCooldown" : Integer,
"ScaleOutCooldown" : Integer,
"TargetValue" : Double

YAML
DisableScaleIn: Boolean
ScaleInCooldown: Integer
ScaleOutCooldown: Integer
TargetValue: Double

プロパティ
DisableScaleIn
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールインが無効になっているかどうかを示します。
デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ScaleInCooldown
スケールインアクティビティが完了してから別のスケールインアクティビティが開始されるまでの時
間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScaleOutCooldown
スケールアウトアクティビティが完了してから別のスケールアウトアクティビティが開始されるまで
の時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TargetValue
スケーリングポリシーのターゲット値を定義します。
必須: はい
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable TimeToLiveSpecification
指定したテーブルの有効期限 (TTL) を有効または無効にするために使用される設定を表します。すべての
レプリカは同じ有効期限になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"Enabled" : Boolean

YAML
AttributeName: String
Enabled: Boolean

プロパティ
AttributeName
テーブルの項目の有効期限を保存するために使用される 属性の名前。
現時点では、有効期限の評価に使用する属性名を直接変更することはできません。そのためには、ま
ず有効期間を無効にしてから、新しい属性名で再度有効にする必要があります。有効期限の変更が有
効になるには、最長で 1 時間かかる場合があります。そのタイムウィンドウ内の有効期限を変更しよ
うとすると、スタックの操作が遅れる可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Enabled
TTL が有効 (true) であるか、または無効 (false) であるかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS# DynamoDB# GlobalTable WriteProvisionedThroughputSettings
書き込み容量の Auto Scaling ポリシーを指定します。このポリシーは、すべてのレプリカに適用されま
す。この設定は、BillingMode が PROVISIONED に設定されている場合は、指定する必要があります 。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"WriteCapacityAutoScalingSettings" : CapacityAutoScalingSettings (p. 2366)

YAML
WriteCapacityAutoScalingSettings:
CapacityAutoScalingSettings (p. 2366)

プロパティ
WriteCapacityAutoScalingSettings
レプリカテーブルまたはグローバルセカンダリインデックスの Auto Scaling 設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ : CapacityAutoScalingSettings (p. 2366)
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table
AWS::DynamoDB::Table リソースが DynamoDB テーブルを作成します。詳細については、Amazon
DynamoDB API リファレンスの CreateTable を参照してください。
DynamoDB テーブルを操作するときは、以下の動作に注意してください。
• AWS CloudFormation は、通常、DynamoDB テーブルを並列に作成します。ただし、インデックスを持
つ複数の DynamoDB テーブルがテンプレートに含まれている場合は、依存関係を宣言して、テーブル
が順次作成されるようにする必要があります。Amazon DynamoDB は、作成中の状態にあるセカンダリ
インデックスを持つテーブルの数を制限します。インデックスを持つ複数のテーブルを同時に作成する
と、DynamoDB はエラーを返し、スタック操作は失敗します。例については、「DependsOn 属性を持
つ DynamoDB テーブル」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties" : {
"AttributeDefinitions" : [ AttributeDefinition (p. 2396), ... ],
"BillingMode" : String,
"ContributorInsightsSpecification" : ContributorInsightsSpecification (p. 2397),
"GlobalSecondaryIndexes" : [ GlobalSecondaryIndex (p. 2397), ... ],
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2399), ... ],
"KinesisStreamSpecification" : KinesisStreamSpecification (p. 2400),
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}

}

"LocalSecondaryIndexes" : [ LocalSecondaryIndex (p. 2401), ... ],
"PointInTimeRecoverySpecification" : PointInTimeRecoverySpecification (p. 2402),
"ProvisionedThroughput" : ProvisionedThroughput (p. 2404),
"SSESpecification" : SSESpecification (p. 2405),
"StreamSpecification" : StreamSpecification (p. 2406),
"TableName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TimeToLiveSpecification" : TimeToLiveSpecification (p. 2406)

YAML
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
- AttributeDefinition (p. 2396)
BillingMode: String
ContributorInsightsSpecification:
ContributorInsightsSpecification (p. 2397)
GlobalSecondaryIndexes:
- GlobalSecondaryIndex (p. 2397)
KeySchema:
- KeySchema (p. 2399)
KinesisStreamSpecification:
KinesisStreamSpecification (p. 2400)
LocalSecondaryIndexes:
- LocalSecondaryIndex (p. 2401)
PointInTimeRecoverySpecification:
PointInTimeRecoverySpecification (p. 2402)
ProvisionedThroughput:
ProvisionedThroughput (p. 2404)
SSESpecification:
SSESpecification (p. 2405)
StreamSpecification:
StreamSpecification (p. 2406)
TableName: String
Tags:
- Tag
TimeToLiveSpecification:
TimeToLiveSpecification (p. 2406)

プロパティ
AttributeDefinitions
テーブルとインデックスのキースキーマを記述する属性のリスト。
このプロパティは、DynamoDB テーブルを作成するために必要です。
更新に伴う要件: 一時的な中断。既存の AttributeDefinition を編集する場合の置換。
必須: 条件付き
タイプ: AttributeDefinition (p. 2396) のリスト
Update requires: Some interruptions
BillingMode
読み取りと書き込みのスループットに対する課金方法と容量の管理方法を指定します。
有効な値を次に示します。
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• PROVISIONED - 予測可能なワークロードには PROVISIONED を使用することをお勧めしま
す。PROVISIONED は、請求モードを プロビジョニングモードに設定します。
• PAY_PER_REQUEST - 予測不可能なワークロードには PAY_PER_REQUEST を使用することをお勧め
します。PAY_PER_REQUEST は、請求モードを オンデマンドモード に設定します。
指定されなかった場合、デフォルト値は PROVISIONED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PAY_PER_REQUEST | PROVISIONED
Update requires: No interruption
ContributorInsightsSpecification
指定したテーブルについて CloudWatch Contributor Insights を有効または無効にするために使用され
る設定。
必須: いいえ
タイプ: ContributorInsightsSpecification (p. 2397)
Update requires: No interruption
GlobalSecondaryIndexes
テーブルに作成するグローバルセカンダリインデックス。最大で 20 個のグローバルセカンダリイン
デックスを作成できます。

Important
テーブルを更新して新しいグローバルセカンダリインデックスを含める場合、AWS
CloudFormation はインデックス作成を開始し、スタックの更新を始めます。AWS
CloudFormation はテーブルのサイズによってはバックフィリングフェーズに時間がかかる
ことがあるため、インデックス作成の完了を待機しません。インデックスのステータスが
ACTIVE になるまで、インデックスを使用したり、テーブルを更新したりすることはできま
せん。DynamoDBDescribeTable コマンドを使用してステータスを追跡できます。
更新中にインデックスを追加または削除する場合、他のリソースは更新しないことをお勧
めします。新しいインデックスの追加中にスタックが更新に失敗してロールバックされた場
合、インデックスを手動で削除する必要があります。
アップデートはサポートされていません。以下の例外があります。
• グローバルセカンダリインデックスのプロビジョニングされたスループット値のみ更新し
た場合、中断せずにテーブルを更新できます。
• グローバルセカンダリインデックスは、中断せずに削除または追加できます。同じ更新で
の両方の操作を行うと (インデックスの論理 ID を変更するなど)、更新は失敗します。
必須: いいえ
タイプ: GlobalSecondaryIndex (p. 2397) のリスト
Update requires: No interruption
KeySchema
テーブルのプライマリキーを構成する属性を指定します。KeySchema プロパティの属性
は、AttributeDefinitions プロパティにも定義する必要があります。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2399) のリスト (p. 2399)
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Update requires: Replacement
KinesisStreamSpecification
指定されたテーブルの Kinesis Data Streams 設定。
必須: いいえ
タイプ: KinesisStreamSpecification (p. 2400)
Update requires: No interruption
LocalSecondaryIndexes
テーブルに作成するローカルセカンダリインデックス。最大で 5 個のローカルセカンダリインデッ
クスを作成できます。各インデックスの範囲は、特定のハッシュキー値に限定されます。各ハッシュ
キーのサイズは最大 10 GB です。
必須: いいえ
タイプ: LocalSecondaryIndex (p. 2401) のリスト
Update requires: Replacement
PointInTimeRecoverySpecification
ポイントインタイムリカバリを有効にするための設定。
必須: いいえ
タイプ: PointInTimeRecoverySpecification (p. 2402)
Update requires: No interruption
ProvisionedThroughput
指定したテーブルのスループット。ReadCapacityUnits と WriteCapacityUnits の値で構成
されます。プロビジョニングされたスループット構造のコンテンツについての詳細については、
「Amazon DynamoDB テーブル ProvisionedThroughput」を参照してください。
BillingMode を PROVISIONED として設定した場合は、このプロパティを指定する必要がありま
す。BillingMode を PAY_PER_REQUEST として設定した場合は、このプロパティを指定できませ
ん。
必須: 条件付き
タイプ: ProvisionedThroughput (p. 2404)
Update requires: No interruption
SSESpecification
サーバー側の暗号化を有効にする設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SSESpecification (p. 2405)
Update requires: Some interruptions
StreamSpecification
テーブルに保存された項目の変更をキャプチャする DynamoDB テーブルストリームの設定。
必須: いいえ
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タイプ: StreamSpecification (p. 2406)
Update requires: No interruption
TableName
テーブルの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID
をテーブル名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TimeToLiveSpecification
テーブルの Time to Live (TTL) 設定を指定します。

Note
DynamoDB の制限の詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「Amazon
DynamoDB の制限」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: TimeToLiveSpecification (p. 2406)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "MyResource" }
論理 ID myDynamoDBTable を持つリソースに対し、Ref は DynamoDB テーブル名を返します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
DynamoDB テーブルの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:dynamodb:useast-2:123456789012:table/myDynamoDBTable など)。
StreamArn
arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/testddbstackmyDynamoDBTable-012A1SL7SMP5Q/stream/2015-11-30T20:10:00.000 などの DynamoDB
ストリームの ARN。

Note
この属性を使用するには、StreamSpecification プロパティを指定する必要があります。

例
ローカルおよびグローバルのセカンダリインデックスを持つ DynamoDB テーブル
次のサンプルは、Album、Artist、Sales、および NumberOfSongs を属性として持つ DynamoDB
テーブルを作成します。プライマリキーには、ハッシュキーとしての Album 属性と範囲キーとしての
Artist 属性が含まれます。このテーブルには、2 つのグローバルインデックスと 1 つのセカンダリイン
デックスも含まれます。特定のアーティストの売上を照会するために、グローバルセカンダリインデック
スではハッシュキーとしての Sales 属性と範囲キーとしての Artist 属性を使用します。
ソングの数に基づいて売上を照会するために、グローバルセカンダリインデックスではハッシュキーとし
ての NumberOfSongs 属性と範囲キーとしての Sales 属性を使用します。
アルバムの売上を照会するために、ローカルセカンダリインデックスでは、テーブルと同じハッシュキー
を使用する一方で、範囲キーとして Sales 属性を使用します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDynamoDBTable" : {
"Type" : "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties" : {
"AttributeDefinitions" : [
{
"AttributeName" : "Album",
"AttributeType" : "S"
},
{
"AttributeName" : "Artist",
"AttributeType" : "S"
},
{
"AttributeName" : "Sales",
"AttributeType" : "N"
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{

"AttributeName" : "NumberOfSongs",
"AttributeType" : "N"

}
],
"KeySchema" : [
{
"AttributeName" : "Album",
"KeyType" : "HASH"
},
{
"AttributeName" : "Artist",
"KeyType" : "RANGE"
}
],
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : "5",
"WriteCapacityUnits" : "5"
},
"TableName" : "myTableName",
"GlobalSecondaryIndexes" : [{
"IndexName" : "myGSI",
"KeySchema" : [
{
"AttributeName" : "Sales",
"KeyType" : "HASH"
},
{
"AttributeName" : "Artist",
"KeyType" : "RANGE"
}
],
"Projection" : {
"NonKeyAttributes" : ["Album","NumberOfSongs"],
"ProjectionType" : "INCLUDE"
},
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : "5",
"WriteCapacityUnits" : "5"
}
},
{
"IndexName" : "myGSI2",
"KeySchema" : [
{
"AttributeName" : "NumberOfSongs",
"KeyType" : "HASH"
},
{
"AttributeName" : "Sales",
"KeyType" : "RANGE"
}
],
"Projection" : {
"NonKeyAttributes" : ["Album","Artist"],
"ProjectionType" : "INCLUDE"
},
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : "5",
"WriteCapacityUnits" : "5"
}
}],
"LocalSecondaryIndexes" :[{
"IndexName" : "myLSI",
"KeySchema" : [
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{

"AttributeName" : "Album",
"KeyType" : "HASH"
},
{
"AttributeName" : "Sales",
"KeyType" : "RANGE"
}

}

}

}

}

],
"Projection" : {
"NonKeyAttributes" : ["Artist","NumberOfSongs"],
"ProjectionType" : "INCLUDE"
}
}]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myDynamoDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
AttributeName: "Album"
AttributeType: "S"
AttributeName: "Artist"
AttributeType: "S"
AttributeName: "Sales"
AttributeType: "N"
AttributeName: "NumberOfSongs"
AttributeType: "N"
KeySchema:
AttributeName: "Album"
KeyType: "HASH"
AttributeName: "Artist"
KeyType: "RANGE"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: "5"
WriteCapacityUnits: "5"
TableName: "myTableName"
GlobalSecondaryIndexes:
IndexName: "myGSI"
KeySchema:
AttributeName: "Sales"
KeyType: "HASH"
AttributeName: "Artist"
KeyType: "RANGE"
Projection:
NonKeyAttributes:
- "Album"
- "NumberOfSongs"
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ProjectionType: "INCLUDE"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: "5"
WriteCapacityUnits: "5"

IndexName: "myGSI2"
KeySchema:
AttributeName: "NumberOfSongs"
KeyType: "HASH"
AttributeName: "Sales"
KeyType: "RANGE"
Projection:
NonKeyAttributes:
- "Album"
- "Artist"
ProjectionType: "INCLUDE"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: "5"
WriteCapacityUnits: "5"
LocalSecondaryIndexes:
IndexName: "myLSI"
KeySchema:
AttributeName: "Album"
KeyType: "HASH"
AttributeName: "Sales"
KeyType: "RANGE"
Projection:
NonKeyAttributes:
- "Artist"
- "NumberOfSongs"
ProjectionType: "INCLUDE"

DependsOn 属性を含む DynamoDB テーブル
1 つのテンプレートにインデックスを持つ複数の DynamoDB テーブルを含める場合、テーブルが順次
作成されるように依存関係を含める必要があります。DynamoDB は、作成中の状態にあるセカンダリ
インデックスを持つテーブルの数を制限します。インデックスを持つ複数のテーブルを同時に作成する
と、DynamoDB はエラーを返し、スタックオペレーションは失敗します。
次のサンプルでは、myFirstDDBTable テーブルが mySecondDDBTable テーブルと同じテンプ
レート内で宣言され、両方のテーブルにセカンダリインデックスが含まれていると想定していま
す。mySecondDDBTable テーブルには myFirstDDBTable テーブルへの依存関係が含まれるた
め、AWS CloudFormation はこれらのテーブルを一度に 1 つずつ作成します。

JSON
"mySecondDDBTable" : {
"Type" : "AWS::DynamoDB::Table",
"DependsOn" : "myFirstDDBTable" ,
"Properties" : {
"AttributeDefinitions" : [
{
"AttributeName" : "ArtistId",
"AttributeType" : "S"
},
{
"AttributeName" : "Concert",
"AttributeType" : "S"
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},
{

"AttributeName" : "TicketSales",
"AttributeType" : "S"

}

}

}
],
"KeySchema" : [
{
"AttributeName" : "ArtistId",
"KeyType" : "HASH"
},
{
"AttributeName" : "Concert",
"KeyType" : "RANGE"
}
],
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : {"Ref" : "ReadCapacityUnits"},
"WriteCapacityUnits" : {"Ref" : "WriteCapacityUnits"}
},
"GlobalSecondaryIndexes" : [{
"IndexName" : "myGSI",
"KeySchema" : [
{
"AttributeName" : "TicketSales",
"KeyType" : "HASH"
}
],
"Projection" : {
"ProjectionType" : "KEYS_ONLY"
},
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : {"Ref" : "ReadCapacityUnits"},
"WriteCapacityUnits" : {"Ref" : "WriteCapacityUnits"}
}
}],
"Tags": [
{
"Key": "foo",
"Value": "bar"
}
]

YAML
mySecondDDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
DependsOn: "myFirstDDBTable"
Properties:
AttributeDefinitions:
AttributeName: "ArtistId"
AttributeType: "S"
AttributeName: "Concert"
AttributeType: "S"
AttributeName: "TicketSales"
AttributeType: "S"
KeySchema:
AttributeName: "ArtistId"
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KeyType: "HASH"

AttributeName: "Concert"
KeyType: "RANGE"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits:
Ref: "ReadCapacityUnits"
WriteCapacityUnits:
Ref: "WriteCapacityUnits"
GlobalSecondaryIndexes:
IndexName: "myGSI"
KeySchema:
AttributeName: "TicketSales"
KeyType: "HASH"
Projection:
ProjectionType: "KEYS_ONLY"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits:
Ref: "ReadCapacityUnits"
WriteCapacityUnits:
Ref: "WriteCapacityUnits"
Tags:
- Key: foo
Value: bar

Application Auto Scaling を持つ DynamoDB テーブル
この例では、AWS::DynamoDB::Table リソースの Application Auto Scaling をセットアップします。こ
のテンプレートでは、テーブル向けに TargetTrackingScaling スループットをスケールアップする
WriteCapacityUnits スケーリングポリシーを定義します。

JSON
{

"Resources": {
"DDBTable": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "ArtistId",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "Concert",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "TicketSales",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "ArtistId",
"KeyType": "HASH"
},
{
"AttributeName": "Concert",
"KeyType": "RANGE"
}
],
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"GlobalSecondaryIndexes": [
{
"IndexName": "GSI",
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "TicketSales",
"KeyType": "HASH"
}
],
"Projection": {
"ProjectionType": "KEYS_ONLY"
},
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5
}
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5
}

}
},
"WriteCapacityScalableTarget": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget",
"Properties": {
"MaxCapacity": 15,
"MinCapacity": 5,
"ResourceId": { "Fn::Join": [
"/",
[
"table",
{ "Ref": "DDBTable" }
]
] },
"RoleARN": {
"Fn::GetAtt": ["ScalingRole", "Arn"]
},
"ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"ServiceNamespace": "dynamodb"
}
},
"ScalingRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"application-autoscaling.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
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]

}

}

}

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:UpdateTable",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:SetAlarmState",
"cloudwatch:DeleteAlarms"
],
"Resource": "*"
}
]
}

}
},
"WriteScalingPolicy": {
"Type": "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties": {
"PolicyName": "WriteAutoScalingPolicy",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"ScalingTargetId": {
"Ref": "WriteCapacityScalableTarget"
},
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
"TargetValue": 50.0,
"ScaleInCooldown": 60,
"ScaleOutCooldown": 60,
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
}
}
}
}

YAML
Resources:
DDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
AttributeName: "ArtistId"
AttributeType: "S"
AttributeName: "Concert"
AttributeType: "S"
AttributeName: "TicketSales"
AttributeType: "S"
KeySchema:
AttributeName: "ArtistId"
KeyType: "HASH"
-
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AttributeName: "Concert"
KeyType: "RANGE"
GlobalSecondaryIndexes:
IndexName: "GSI"
KeySchema:
AttributeName: "TicketSales"
KeyType: "HASH"
Projection:
ProjectionType: "KEYS_ONLY"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
WriteCapacityScalableTarget:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
Properties:
MaxCapacity: 15
MinCapacity: 5
ResourceId: !Join
- /
- - table
- !Ref DDBTable
RoleARN: !GetAtt ScalingRole.Arn
ScalableDimension: dynamodb:table:WriteCapacityUnits
ServiceNamespace: dynamodb
ScalingRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- application-autoscaling.amazonaws.com
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action:
- "dynamodb:DescribeTable"
- "dynamodb:UpdateTable"
- "cloudwatch:PutMetricAlarm"
- "cloudwatch:DescribeAlarms"
- "cloudwatch:GetMetricStatistics"
- "cloudwatch:SetAlarmState"
- "cloudwatch:DeleteAlarms"
Resource: "*"
WriteScalingPolicy:
Type: AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
PolicyName: WriteAutoScalingPolicy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId: !Ref WriteCapacityScalableTarget
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TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 50.0
ScaleInCooldown: 60
ScaleOutCooldown: 60
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: DynamoDBWriteCapacityUtilization

AWS::DynamoDB::Table AttributeDefinition
テーブルとインデックスのキースキーマを記述する属性を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"AttributeType" : String

YAML
AttributeName: String
AttributeType: String

プロパティ
AttributeName
属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
AttributeType
属性のデータ型。
• S - 属性は文字列型
• N - 属性は数値型
• B - 属性はバイナリ型
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: B | N | S
Update requires: No interruption
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AWS::DynamoDB::Table ContributorInsightsSpecification
CloudWatch Contributor Insights を有効または無効にするために使用される設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
CloudWatch Contributor Insights を有効 (true) にするか、無効 (false) にするかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
許可された値: DISABLE | ENABLE
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table GlobalSecondaryIndex
グローバルセカンダリインデックスのプロパティを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContributorInsightsSpecification" : ContributorInsightsSpecification (p. 2397),
"IndexName" : String,
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2399), ... ],
"Projection" : Projection (p. 2403),
"ProvisionedThroughput" : ProvisionedThroughput (p. 2404)

YAML
ContributorInsightsSpecification:
ContributorInsightsSpecification (p. 2397)
IndexName: String
KeySchema:
- KeySchema (p. 2399)
Projection:
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ProvisionedThroughput:
ProvisionedThroughput (p. 2404)

プロパティ
ContributorInsightsSpecification
指定されたグローバルセカンダリインデックスの CloudWatch Contributor Insights を有効または無効
にするために使用される設定。
必須: いいえ
タイプ: ContributorInsightsSpecification (p. 2397)
Update requires: No interruption
IndexName
グローバルセカンダリインデックスの名前。名前は、このテーブルの他のすべてのインデックスにお
いて一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption
KeySchema
グローバルセカンダリインデックスの完全なキースキーマ (属性名とキーのタイプとから成る 1 つま
たは複数のペア):
• HASH - パーティションキー
• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2399) のリスト (p. 2399)
最大: 2
Update requires: No interruption
Projection
ソーステーブルからグローバルセカンダリインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動
的に射影されるプライマリキー属性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。
必須: はい
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タイプ: Projection (p. 2403)
Update requires: No interruption
ProvisionedThroughput
指定されたグローバルセカンダリインデックスのプロビジョニングされたスループット設定を表しま
す。
プロビジョニングされたスループットの現在の最小値と最大値については、Amazon DynamoDB 開発
者ガイドの「サービス、アカウント、テーブルのクォータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ProvisionedThroughput (p. 2404)
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table KeySchema
キースキーマの 1 つの要素を表します。キースキーマは、テーブルのプライマリキーを構成する属性、ま
たはインデックスのキー属性を指定します。
KeySchemaElement は、プライマリキーの 1 つの属性のみを表します。たとえば、シンプルなプライ
マリキーは、1 つの KeySchemaElement (パーティションキー用) で表されます。複合プライマリキー
では、パーティションキー用に 1 つの KeySchemaElement が必要であり、ソートキー用にもう 1 つの
KeySchemaElement が必要です。
KeySchemaElement は、(入れ子の属性ではなく) スカラーの最上位属性である必要があります。データ
型は、文字列型、数値型、またはバイナリ型のいずれかである必要があります。属性をリストまたはマッ
プ内で入れ子にすることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"KeyType" : String

YAML
AttributeName: String
KeyType: String

プロパティ
AttributeName
キー属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 255
Update requires: No interruption
KeyType
キー属性が担うロール:
• HASH - パーティションキー
• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: HASH | RANGE
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
宣言されたキースキーマの例については、「AWS::DynamoDB::Table」を参照してください。

AWS::DynamoDB::Table KinesisStreamSpecification
指定されたテーブルの Kinesis Data Streams 設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StreamArn" : String

YAML
StreamArn: String

プロパティ
StreamArn
特定の Kinesis データストリームの ARN。
長さの制限: 最小長は 37 文字です。最大長は 1024 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 37
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• DynamoDB を使用した Kinesis Data Streams の変更データキャプチャ

AWS::DynamoDB::Table LocalSecondaryIndex
ローカルセカンダリインデックスのプロパティを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IndexName" : String,
"KeySchema" : [ KeySchema (p. 2399), ... ],
"Projection" : Projection (p. 2403)

YAML
IndexName: String
KeySchema:
- KeySchema (p. 2399)
Projection:
Projection (p. 2403)

プロパティ
IndexName
ローカルセカンダリインデックスの名前。名前は、このテーブルの他のすべてのインデックスにおい
て一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption
KeySchema
ローカルセカンダリインデックスの完全なキースキーマ (属性名とキーのタイプとから成る 1 つまた
は複数のペア):
• HASH - パーティションキー
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• RANGE - ソートキー

Note
項目のパーティションキーは、そのハッシュ属性とも呼ばれます。「ハッシュ属性」という
用語は、DynamoDB が内部のハッシュ関数を使用し、パーティションキーの値に基づいて
パーティション間でデータ項目を均等に分散することに由来しています。
項目のソートキーは、範囲属性とも呼ばれます。「範囲属性」という用語は、ソートキー値
で並べ替えられた順に、DynamoDB が同じパーティションキーを持つ項目どうしを物理的に
近くに保存する方法に由来しています。
必須: はい
タイプ: KeySchema (p. 2399) のリスト (p. 2399)
最大: 2
Update requires: No interruption
Projection
ソーステーブルからローカルセカンダリインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動的
に射影されるプライマリキー属性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。
必須: はい
タイプ: Projection (p. 2403)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
ローカルセカンダリインデックスの宣言例については、「AWS::DynamoDB::Table」を参照してくださ
い。

AWS::DynamoDB::Table PointInTimeRecoverySpecification
ポイントインタイムリカバリを有効にするための設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PointInTimeRecoveryEnabled" : Boolean

YAML
PointInTimeRecoveryEnabled: Boolean

プロパティ
PointInTimeRecoveryEnabled
テーブルのポイントインタイムリカバリが有効 (true) であるか、または無効 (false) であるかを示しま
す。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
Amazon DynamoDB API リファレンスの「PointInTimeRecoverySpecification」。

AWS::DynamoDB::Table Projection
テーブルからインデックスにコピー (射影) される属性を表します。自動的に射影されるプライマリキー属
性とインデックスキー属性とは別に、これらが追加されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NonKeyAttributes" : [ String, ... ],
"ProjectionType" : String

YAML
NonKeyAttributes:
- String
ProjectionType: String

プロパティ
NonKeyAttributes
インデックスに射影される非キー属性の名前を表します。
ローカルセカンダリインデックスの場合、全ローカルセカンダリインデックスを合わせた
NonKeyAttributes 数の合計が 20 を超えないようにする必要があります。同じ属性を 2 つの異な
るインデックスに射影した場合には、合計を計算する際に 2 つの異なる属性として計算されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
ProjectionType
インデックスに射影される一連の属性。
• KEYS_ONLY - インデックスキーとプライマリキーのみをインデックスに射影します。
• INCLUDE - KEYS_ONLY の属性に加えて、セカンダリインデックスにその他の非キー属性が含まれ
るように指定できます。
• ALL - すべてのテーブル属性がインデックスに射影されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALL | INCLUDE | KEYS_ONLY
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table ProvisionedThroughput
指定したテーブルのスループット。ReadCapacityUnits と WriteCapacityUnits の値で構成されま
す。プロビジョンされたスループット構造のコンテンツについての詳細については、Amazon DynamoDB
Table ProvisionedThroughput を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReadCapacityUnits" : Long,
"WriteCapacityUnits" : Long

YAML
ReadCapacityUnits: Long
WriteCapacityUnits: Long

プロパティ
ReadCapacityUnits
1 秒間に消費される強力な整合性のある読み込みの最大数。この最大数を超えると、DynamoDB が
ThrottlingException を返します。詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「読み
込み/書き込み要件の設定」を参照してください。
読み取り/書き込みキャパシティーモードが PAY_PER_REQUEST である場合、値は 0 に設定されま
す。
必須: はい
タイプ: Long
Update requires: No interruption
WriteCapacityUnits
1 秒間に消費される書き込みの最大数。この最大数を超えると、DynamoDB が
ThrottlingException を返します。詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「読み
込み/書き込み要件の設定」を参照してください。
読み取り/書き込みキャパシティーモードが PAY_PER_REQUEST である場合、値は 0 に設定されま
す。
必須: はい
タイプ: Long
API バージョン 2010-05-15
2404

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DynamoDB

Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table SSESpecification
サーバー側の暗号化を有効にするために使用される設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"KMSMasterKeyId" : String,
"SSEEnabled" : Boolean,
"SSEType" : String

YAML
KMSMasterKeyId: String
SSEEnabled: Boolean
SSEType: String

プロパティ
KMSMasterKeyId
AWS KMS 暗号化に使用する AWS KMS キー。キーを指定するには、そのキー ID、Amazon リソース
ネーム (ARN)、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用します。このパラメータは、キーがデ
フォルトの DynamoDB キー alias/aws/dynamodb と異なる場合にのみ指定してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SSEEnabled
サーバー側の暗号化が、AWS マネージドキーを使用して行われるか、AWS が所有するキーを使用し
て行われるかを示します。有効 (true) の場合、サーバー側の暗号化タイプは KMS に設定され、AWS
マネージドキーが使用されます (AWS KMS の料金が適用されます)。無効 (false) の場合、または指定
されていない場合、サーバー側の暗号化は、AWS が所有するキーに設定されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SSEType
サーバー側の暗号化サポートされる唯一の値:
• KMS - AWS Key Management Service を使用するサーバー側の暗号化。キーはアカウントに保存さ
れ、AWS KMS によって管理されます (AWS KMS の料金が適用されます)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table StreamSpecification
DynamoDB のテーブルの DynamoDB ストリーム設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StreamViewType" : String

YAML
StreamViewType: String

プロパティ
StreamViewType
テーブル内の項目が変更されると、StreamViewType によって、このテーブルのストリームに書き
込まれる情報が決まります。StreamViewType の有効値は、次のとおりです。
• KEYS_ONLY - 変更された項目のキー属性のみがストリームに書き込まれます。
• NEW_IMAGE - 項目全体が、変更後に表示されるとおりにストリームに書き込まれます。
• OLD_IMAGE - 項目全体が、変更前に表示されていたとおりにストリームに書き込まれます。
• NEW_AND_OLD_IMAGES - 項目の新しいイメージと古いイメージの両方がストリームに書き込まれ
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: KEYS_ONLY | NEW_AND_OLD_IMAGES | NEW_IMAGE | OLD_IMAGE
Update requires: No interruption

AWS::DynamoDB::Table TimeToLiveSpecification
指定したテーブルの有効期限 (TTL) を有効または無効にするために使用される設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"Enabled" : Boolean
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YAML
AttributeName: String
Enabled: Boolean

プロパティ
AttributeName
テーブルの項目の有効期限を保存するために使用される TTL 属性の名前。

Note
このプロパティを更新するには、まず TTL を無効にしてから、新しい属性名で TTL を有効に
する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Enabled
TTL が有効 (true) であるか、または無効 (false) であるかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

Amazon Elastic Compute Cloud リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::EC2::CapacityReservation (p. 2409)
• AWS::EC2::CarrierGateway (p. 2414)
• AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule (p. 2415)
• AWS::EC2::ClientVpnEndpoint (p. 2417)
• AWS::EC2::ClientVpnRoute (p. 2428)
• AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation (p. 2430)
• AWS::EC2::CustomerGateway (p. 2432)
• AWS::EC2::DHCPOptions (p. 2434)
• AWS::EC2::EC2Fleet (p. 2437)
• AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway (p. 2455)
• AWS::EC2::EIP (p. 2456)
• AWS::EC2::EIPAssociation (p. 2459)
• AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation (p. 2464)
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• AWS::EC2::FlowLog (p. 2466)
• AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation (p. 2472)
• AWS::EC2::Host (p. 2473)
• AWS::EC2::Instance (p. 2475)
• AWS::EC2::InternetGateway (p. 2508)
• AWS::EC2::LaunchTemplate (p. 2509)
• AWS::EC2::LocalGatewayRoute (p. 2547)
• AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation (p. 2549)
• AWS::EC2::NatGateway (p. 2550)
• AWS::EC2::NetworkAcl (p. 2553)
• AWS::EC2::NetworkAclEntry (p. 2554)
• AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis (p. 2560)
• AWS::EC2::NetworkInsightsPath (p. 2584)
• AWS::EC2::NetworkInterface (p. 2586)
• AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment (p. 2592)
• AWS::EC2::NetworkInterfacePermission (p. 2594)
• AWS::EC2::PlacementGroup (p. 2596)
• AWS::EC2::PrefixList (p. 2597)
• AWS::EC2::Route (p. 2601)
• AWS::EC2::RouteTable (p. 2605)
• AWS::EC2::SecurityGroup (p. 2607)
• AWS::EC2::SecurityGroupEgress (p. 2616)
• AWS::EC2::SecurityGroupIngress (p. 2620)
• AWS::EC2::SpotFleet (p. 2628)
• AWS::EC2::Subnet (p. 2662)
• AWS::EC2::SubnetCidrBlock (p. 2666)
• AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation (p. 2667)
• AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation (p. 2669)
• AWS::EC2::TrafficMirrorFilter (p. 2670)
• AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule (p. 2672)
• AWS::EC2::TrafficMirrorSession (p. 2677)
• AWS::EC2::TrafficMirrorTarget (p. 2680)
• AWS::EC2::TransitGateway (p. 2683)
• AWS::EC2::TransitGatewayAttachment (p. 2687)
• AWS::EC2::TransitGatewayConnect (p. 2689)
• AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain (p. 2691)
• AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation (p. 2693)
• AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember (p. 2694)
• AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource (p. 2696)
• AWS# EC2# TransitGatewayPeeringAttachment (p. 2698)
• AWS::EC2::TransitGatewayRoute (p. 2700)
• AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable (p. 2702)
• AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation (p. 2703)
• AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation (p. 2704)
• AWS::EC2::Volume (p. 2705)
• AWS::EC2::VolumeAttachment (p. 2710)
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• AWS::EC2::VPC (p. 2713)
•
•
•
•
•

AWS::EC2::VPCCidrBlock (p. 2716)
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation (p. 2719)
AWS::EC2::VPCEndpoint (p. 2721)
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification (p. 2725)
AWS::EC2::VPCEndpointService (p. 2727)

• AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions (p. 2728)
• AWS::EC2::VPCGatewayAttachment (p. 2729)
• AWS::EC2::VPCPeeringConnection (p. 2731)
• AWS::EC2::VPNConnection (p. 2733)
• AWS::EC2::VPNConnectionRoute (p. 2737)
• AWS::EC2::VPNGateway (p. 2739)
• AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation (p. 2740)

AWS::EC2::CapacityReservation
指定された属性で新しいキャパシティー予約を作成します。詳細については、 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「容量の予約」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::CapacityReservation",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : String,
"EbsOptimized" : Boolean,
"EndDate" : String,
"EndDateType" : String,
"EphemeralStorage" : Boolean,
"InstanceCount" : Integer,
"InstanceMatchCriteria" : String,
"InstancePlatform" : String,
"InstanceType" : String,
"TagSpecifications" : [ TagSpecification (p. 2413), ... ],
"Tenancy" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::CapacityReservation
Properties:
AvailabilityZone: String
EbsOptimized: Boolean
EndDate: String
EndDateType: String
EphemeralStorage: Boolean
InstanceCount: Integer
InstanceMatchCriteria: String
InstancePlatform: String
InstanceType: String
TagSpecifications:
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- TagSpecification (p. 2413)
Tenancy: String

プロパティ
AvailabilityZone
キャパシティーの予約が作成されるアベイラビリティーゾーン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EbsOptimized
キャパシティーの予約が EBS 最適化インスタンスをサポートするかどうかを示します。この最適化に
よって、Amazon EBS に特化したスループットが得られ、また、最適化された設定スタックによって
I/O パフォーマンスが最大限に引き出されます。この最適化は、すべてのインスタンスタイプで使用で
きるわけではありません。EBS 最適化インスタンスを使用する場合は、追加料金が適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EndDate
キャパシティーの予約が期限切れになる日付と時刻。キャパシティーの予約が期限切れになると、予
約されたキャパシティーが解放され、インスタンスを起動できなくなります。キャパシティーの予約
の状態は、終了日時に達すると expired に変わります。
EndDateType が limited の場合は、EndDate 値を指定する必要があります。EndDateType が
unlimited の場合は、EndDate を省略します。.
EndDateType が limited の場合は、キャパシティーの予約は、指定した時間から 1 時間以内に
キャンセルされます。たとえば、2019 年 5 月 31 日、13:30:55 を指定すると、キャパシティーの予約
は 2019 年 5 月 31 日の 13:30:55 と 14:30:55 の間に終了することが保証されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EndDateType
キャパシティーの予約が終了する方法を示します。キャパシティーの予約は、次のいずれかの終了タ
イプを設定できます。
• unlimited - キャパシティーの予約は明示的にリクエストをキャンセルするまでアクティブな状態
が維持されます。EndDateType が unlimited の場合は、EndDate を指定しないでください。.
• limited - キャパシティーの予約は指定された日時に自動的に有効期限が切れま
す。EndDateType 値が limited の場合は、EndDate 値を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: limited | unlimited
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Update requires: No interruption
EphemeralStorage
キャパシティーの予約が一時的なブロックレベルのストレージを持つインスタンスをサポートするか
どうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
InstanceCount
キャパシティーを予約するインスタンスの数。
有効な範囲: 1～1000
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceMatchCriteria
キャパシティーの予約が受け入れるインスタンス起動のタイプを示します。オプションには以下が含
まれます。
• open - キャパシティーの予約は、一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、および
アベイラビリティーゾーン) を持つすべてのインスタンスを自動的に一致させます。一致する属性を
持つインスタンスは、追加のパラメータを指定せずにキャパシティーの予約で自動的に実行されま
す
• targeted - は、一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、およびアベイラビリ
ティーゾーン) を持つインスタンスのみを受け入れ、キャパシティーの予約を明示的にターゲットに
します。これにより、許可されたインスタンスのみが予約済みキャパシティーを使用できるように
なります。
デフォルト: open
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: open | targeted
Update requires: Replacement
InstancePlatform
キャパシティーを予約するオペレーティングシステムのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Linux with SQL Server Enterprise | Linux with SQL Server Standard
| Linux with SQL Server Web | Linux/UNIX | Red Hat Enterprise Linux |
SUSE Linux | Windows | Windows with SQL Server | Windows with SQL Server
Enterprise | Windows with SQL Server Standard | Windows with SQL Server Web
Update requires: Replacement
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InstanceType
キャパシティーを予約するインスタンスタイプを選択します。詳細については、Amazon EC2 ユー
ザーガイドの「インスタンスタイプ」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TagSpecifications
起動時にキャパシティーの予約に適用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagSpecification (p. 2413) のリスト
Update requires: Replacement
Tenancy
キャパシティーの予約のテナンシーを示します。キャパシティーの予約は、次のいずれかのテナント
設定を設定できます。
• default - 容量の予約は、他の AWS アカウント と共有されるハードウェアで作成されます。
• dedicated - 容量の予約は、単一の AWS アカウント 専用のシングルテナントハードウェア上に作
成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
cr-1234ab5cd6789e0f1 などのリソース ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AvailabilityZone
キャパシティーが予約されているアベイラビリティーゾーンを返します。例: us-east-1a。
AvailableInstanceCount
キャパシティーの予約で起動できるインスタンスの数を示す残りのキャパシティーを返します例: 9。
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InstanceType
キャパシティーが予約されているインスタンスのタイプを返します。例: m4.large。
Tenancy
キャパシティーの予約のテナンシーを返します。例: dedicated。
TotalInstanceCount
キャパシティーの予約でキャパシティーを予約する対象のインスタンスの合計数を返します。例:
15。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「オンデマンド容量予約」

AWS::EC2::CapacityReservation TagSpecification
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
タグ付けするリソースのタイプ。capacity-reservation を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetgateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localgateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
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local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: No interruption
Tags
リソースに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EC2::CarrierGateway
キャリアゲートウェイを作成します。キャリアゲートウェイの詳細については、AWS Wavelength デベ
ロッパーガイドの「キャリアゲートウェイ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::CarrierGateway",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::CarrierGateway
Properties:
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
Tags
キャリアゲートウェイに割り当てたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption
VpcId
キャリアゲートウェイに関連付けられた VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: キャリアゲートウェイ
ID。例: cagw-05a8da9a199afb1c7。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CarrierGatewayId
キャリアゲートウェイの ID。
OwnerId
キャリアゲートウェイの所有者の AWS アカウント ID。
State
キャリアゲートウェイの状態。

以下の資料も参照してください。
• Amazon VPC ユーザーガイドの「キャリアゲートウェイ」
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateCarrierGateway」

AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule
クライアント VPN エンドポイントに追加する Ingress 認可ルールを指定します。認可ルールは、ネット
ワークへのアクセス許可を付与するファイアウォールルールとして機能します。クライアントが AWS ま
たはオンプレミスネットワークのリソースにアクセスできるように、Ingress 承認ルールを設定する必要が
あります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule",
"Properties" : {
"AccessGroupId" : String,
"AuthorizeAllGroups" : Boolean,
"ClientVpnEndpointId" : String,
"Description" : String,
"TargetNetworkCidr" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule
Properties:
AccessGroupId: String
AuthorizeAllGroups: Boolean
ClientVpnEndpointId: String
Description: String
TargetNetworkCidr: String

プロパティ
AccessGroupId
アクセス許可を付与するグループの ID (Active Directory グループ、ID プロバイダー (IdP) グループな
ど)。AuthorizeAllGroups が false である、または指定されていない場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AuthorizeAllGroups
すべてのクライアントにアクセス権限を付与するかどうかを示します。true を指定して、ネット
ワークへの VPN 接続アクセスを正常に確立するすべてのクライアントにアクセス権限を付与しま
す。AccessGroupId が指定されていない場合は、true に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ClientVpnEndpointId
クライアント VPN エンドポイントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
承認ルールの簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
TargetNetworkCidr
アクセスが承認されているネットワークの、CIDR 表記の IPv4 アドレス範囲。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
クライアント VPN エンドポイントへの承認ルールを追加する
次の例では、すべてのユーザーにインターネットへのアクセス権限を付与する承認ルールを追加します。

YAML
myAuthRule:
Type: "AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule"
Properties:
ClientVpnEndpointId:
Ref: myClientVpnEndpoint
AuthorizeAllGroups: true
TargetNetworkCidr: "0.0.0.0/0"
Description: "myAuthRule"

JSON
"myAuthRule": {
"Type": "AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule",
"Properties": {
"ClientVpnEndpointId": {
"Ref": "myClientVpnEndpoint"
},
"AuthorizeAllGroups": true,
"TargetNetworkCidr": "0.0.0.0/0",
"Description": "myAuthRule"
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS Client VPN 管理者ガイドのクライアント VPN の開始方法
• AWS Client VPN 管理者ガイドの承認ルール

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
クライアント VPN エンドポイントを指定します。クライアント VPN エンドポイントは、クライアント
VPN セッションを有効にして管理するために作成して設定するリソースです。これは送信先エンドポイン
トであり、すべてのクライアント VPN セッションがそこで終了します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::ClientVpnEndpoint",
"Properties" : {
"AuthenticationOptions" : [ ClientAuthenticationRequest (p. 2423), ... ],
"ClientCidrBlock" : String,
"ClientConnectOptions" : ClientConnectOptions (p. 2424),
"ConnectionLogOptions" : ConnectionLogOptions (p. 2425),
"Description" : String,
"DnsServers" : [ String, ... ],
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SelfServicePortal" : String,
"ServerCertificateArn" : String,
"SplitTunnel" : Boolean,
"TagSpecifications" : [ TagSpecification (p. 2427), ... ],
"TransportProtocol" : String,
"VpcId" : String,
"VpnPort" : Integer
}

YAML
Type: AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
Properties:
AuthenticationOptions:
- ClientAuthenticationRequest (p. 2423)
ClientCidrBlock: String
ClientConnectOptions:
ClientConnectOptions (p. 2424)
ConnectionLogOptions:
ConnectionLogOptions (p. 2425)
Description: String
DnsServers:
- String
SecurityGroupIds:
- String
SelfServicePortal: String
ServerCertificateArn: String
SplitTunnel: Boolean
TagSpecifications:
- TagSpecification (p. 2427)
TransportProtocol: String
VpcId: String
VpnPort: Integer

プロパティ
AuthenticationOptions
クライアントの認証に使用される認証方法に関する情報。
必須: はい
タイプ: ClientAuthenticationRequest (p. 2423) のリスト
Update requires: Replacement
ClientCidrBlock
クライアントの IP アドレスを割り当てる CIDR 表記の IPv4 アドレス範囲。アドレス範囲は、関連付
けられたサブネットが配置されている VPC のローカル CIDR、または手動で追加するルートと重複す
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ることはできません。クライアント VPN エンドポイントの作成後はアドレス範囲を変更することはで
きません。/22 以上の CIDR ブロックにする必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ClientConnectOptions
新しいクライアント接続の接続承認を管理するためのオプション。
必須: いいえ
タイプ: ClientConnectOptions (p. 2424)
Update requires: No interruption
ConnectionLogOptions
クライアント接続ログオプションに関する情報。
クライアント接続ログを有効にした場合、クライアント接続に関するデータは CloudWatch Logs ログ
ストリームに送信されます。以下の情報がログに記録されます。
• クライアント接続リクエスト
• クライアント接続の結果 (成功と失敗)
• クライアント接続リクエストが失敗する理由
• クライアント接続の終了時間
必須: はい
タイプ: ConnectionLogOptions (p. 2425)
Update requires: No interruption
Description
クライアント VPN エンドポイントの簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DnsServers
DNS 解決に使用される DNS サーバーに関する情報。クライアント VPN エンドポイントには最大 2
つの DNS サーバーを含めることができます。DNS サーバーを指定しない場合、デバイスで設定され
た DNS アドレスが DNS サーバーに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
ターゲットネットワークに適用する 1 つ以上のセキュリティグループの ID。セキュリティグループを
含む VPC の ID も指定する必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SelfServicePortal
クライアント VPN エンドポイントのセルフサービスポータルを有効にするかどうかを指定します。
デフォルト値: enabled
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disabled | enabled
Update requires: No interruption
ServerCertificateArn
サーバー証明書の ARN。詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドを参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SplitTunnel
AWS Client VPN エンドポイントで分割トンネルが有効になっているかどうかを示します。
デフォルトでは、VPN エンドポイントの分割トンネルは無効になっています。
スプリットトンネル VPN エンドポイントの詳細については、AWS Client VPN 管理者ガイドのスプ
リットトンネル AWS Client VPN エンドポイントを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TagSpecifications
作成中にクライアント VPN エンドポイントに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagSpecification (p. 2427) のリスト
Update requires: Replacement
TransportProtocol
VPN セッションが使用するトランスポートプロトコル。
デフォルト値: udp
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: tcp | udp
Update requires: Replacement
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VpcId
クライアント VPN エンドポイントに関連付ける VPC の ID。リクエストでセキュリティグループ ID
が指定されていない場合は、VPC のデフォルトのセキュリティグループが適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpnPort
TCP および UDP トラフィックのクライアント VPN エンドポイントに割り当てるポート番号。
有効な値: 443 | 1194
デフォルト値: 443
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
クライアント VPN エンドポイント ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次
を返します: 。例: cvpn-endpoint-1234567890abcdef0。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
クライアント VPN エンドポイント
次の例では、Active Directory 認証を使用し、10.0.0.0/22 CIDR 範囲からクライアント IP アドレスを割
り当てるクライアント VPNエンドポイントを作成します。

YAML
myClientVpnEndpoint:
Type: AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
Properties:
AuthenticationOptions:
- Type: "directory-service-authentication"
ActiveDirectory:
DirectoryId: d-926example
ClientCidrBlock: "10.0.0.0/22"
ConnectionLogOptions:
Enabled: false
Description: "My Client VPN Endpoint"
DnsServers:
- "11.11.0.1"
ServerCertificateArn: "arn:aws:acm:useast-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
TagSpecifications:
- ResourceType: "client-vpn-endpoint"
Tags:
- Key: "Purpose"

API バージョン 2010-05-15
2421

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2
Value: "Production"
TransportProtocol: "udp"

JSON
"myClientVpnEndpoint": {
"Type": "AWS::EC2::ClientVpnEndpoint",
"Properties": {
"AuthenticationOptions": [
{
"Type": "directory-service-authentication",
"ActiveDirectory": {
"DirectoryId": "d-926example"
}
}
],
"ClientCidrBlock": "10.0.0.0/22",
"ConnectionLogOptions": {
"Enabled": false
},
"Description": "My Client VPN Endpoint",
"DnsServers": [
"11.11.0.1"
],
"ServerCertificateArn": "arn:aws:acm:useast-1:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "client-vpn-endpoint",
"Tags": [
{
"Key": "Purpose",
"Value": "Production"
}
]
}
],
"TransportProtocol": "udp"
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS Client VPN 管理者ガイドのクライアント VPN の開始方法
• AWS Client VPN 管理者ガイドのクライアント VPN エンドポイント

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint CertificateAuthenticationRequest
認証に使用されるクライアント証明書に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClientRootCertificateChainArn" : String
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YAML
ClientRootCertificateChainArn: String

プロパティ
ClientRootCertificateChainArn
クライアント証明書の ARN。証明書は、認証局 (CA) によって署名され、AWS Certificate Manager
(ACM) でプロビジョニングされている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint ClientAuthenticationRequest
クライアント VPN エンドポイントで使用される認証方法について記述します。詳細については、AWS
Client VPN 管理者ガイドの認証を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ActiveDirectory" : DirectoryServiceAuthenticationRequest (p. 2426),
"FederatedAuthentication" : FederatedAuthenticationRequest (p. 2426),
"MutualAuthentication" : CertificateAuthenticationRequest (p. 2422),
"Type" : String

YAML
ActiveDirectory:
DirectoryServiceAuthenticationRequest (p. 2426)
FederatedAuthentication:
FederatedAuthenticationRequest (p. 2426)
MutualAuthentication:
CertificateAuthenticationRequest (p. 2422)
Type: String

プロパティ
ActiveDirectory
使用される Active Directory に関する情報 (ただし、該当する場合)。Type が directory-serviceauthentication である場合は、この情報を提供する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DirectoryServiceAuthenticationRequest (p. 2426)
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2423

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

FederatedAuthentication
IAM SAML ID プロバイダーに関する情報 (該当する場合)。
必須: いいえ
タイプ: FederatedAuthenticationRequest (p. 2426)
Update requires: No interruption
MutualAuthentication
使用される認証証明書に関する情報 (ただし、該当する場合)。Type が certificateauthentication である場合は、この情報を提供する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: CertificateAuthenticationRequest (p. 2422)
Update requires: No interruption
Type
使用されるクライアント認証のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: certificate-authentication | directory-service-authentication |
federated-authentication
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint ClientConnectOptions
クライアント接続オプションが有効かどうかを示します。デフォルトは false です (有効ではない)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"LambdaFunctionArn" : String

YAML
Enabled: Boolean
LambdaFunctionArn: String

プロパティ
Enabled
クライアント接続オプションが有効かどうかを示します。デフォルトは false です (有効ではない)。
必須: はい
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LambdaFunctionArn
接続の認可に使用される AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint ConnectionLogOptions
クライアント VPN エンドポイントのクライアント接続ログオプションについて記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudwatchLogGroup" : String,
"CloudwatchLogStream" : String,
"Enabled" : Boolean

YAML
CloudwatchLogGroup: String
CloudwatchLogStream: String
Enabled: Boolean

プロパティ
CloudwatchLogGroup
CloudWatch Logs ロググループの名前。接続ログが有効な場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CloudwatchLogStream
接続データが発行される先の CloudWatch Logs ログストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
接続ログ記録が有効かどうかを示します。
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必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint DirectoryServiceAuthenticationRequest
クライアント認証に使用される Active Directory について記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DirectoryId" : String

YAML
DirectoryId: String

プロパティ
DirectoryId
認証に使用される Active Directory の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint FederatedAuthenticationRequest
フェデレーション認証に使用される IAM SAML ID プロバイダー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SAMLProviderArn" : String,
"SelfServiceSAMLProviderArn" : String

YAML
SAMLProviderArn: String
SelfServiceSAMLProviderArn: String
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プロパティ
SAMLProviderArn
IAM SAML ID プロバイダーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SelfServiceSAMLProviderArn
セルフサービスのポータル向けの IAM SAML ID プロバイダーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint TagSpecification
リソースが作成されているときにリソースに適用するタグ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
タグ付けするリソースのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetgateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localAPI バージョン 2010-05-15
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gateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: No interruption
Tags
リソースに適用するタグ。
必須: はい
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EC2::ClientVpnRoute
クライアント VPN エンドポイントに追加するネットワークルートを指定します。各クライアント VPN エ
ンドポイントには、利用可能な送信先ネットワークルートを説明したルートテーブルがあります。ルート
テーブル内の各ルートは、特定のリソースまたはネットワークへのトラフィックのパスを指定します。
ルートを指定する前に、ターゲットのネットワーク関連付けを作成する必要があります。Client VPN エ
ンドポイントのすべてのコンポーネントを同時にセットアップする場合は、DependsOn 属性 を使用して
AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation リソースへの依存関係を宣言する必要がありま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::ClientVpnRoute",
"Properties" : {
"ClientVpnEndpointId" : String,
"Description" : String,
"DestinationCidrBlock" : String,
"TargetVpcSubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::ClientVpnRoute
Properties:
ClientVpnEndpointId: String
Description: String
DestinationCidrBlock: String
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TargetVpcSubnetId: String

プロパティ
ClientVpnEndpointId
ルートを追加するクライアント VPN エンドポイントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
ルートに関する簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DestinationCidrBlock
ルート送信先の CIDR 表記の IPv4 アドレス範囲。次に例を示します。
• インターネット接続用のルートを追加するには、「0.0.0.0/0」を入力します。
• ピア接続 VPC 用のルートを追加するには、ピア接続 VPC の IPv4 CIDR 範囲を入力します。
• オンプレミスネットワーク用のルートを追加するには、AWS Site-to-Site VPN 接続の IPv4 CIDR 範
囲を入力します。
• ローカルネットワークのルートを追加するには、クライアントの CIDR 範囲を入力します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetVpcSubnetId
トラフィックのルーティングに使用するサブネットの ID。指定されたサブネットは、クライアント
VPN エンドポイントの既存のターゲットネットワークである必要があります。
または、ローカルネットワークのルートを追加する場合は、local を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
クライアント VPN エンドポイントにルートを追加する
次の例では、インターネットアクセスのルートをクライアント VPN エンドポイントに追加します。

YAML
myRoute:
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Type: "AWS::EC2::ClientVpnRoute"
Properties:
ClientVpnEndpointId:
Ref: myClientVpnEndpoint
TargetVpcSubnetId:
Ref: mySubnet
DestinationCidrBlock: "0.0.0.0/0"
Description: "myRoute"

JSON
"myRoute": {
"Type": "AWS::EC2::ClientVpnRoute",
"Properties": {
"ClientVpnEndpointId": {
"Ref": "myClientVpnEndpoint"
},
"TargetVpcSubnetId": {
"Ref": "mySubnet"
},
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"Description": "myRoute"
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS Client VPN 管理者ガイドのクライアント VPN の開始方法
• AWS Client VPN 管理者ガイドのルート

AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation
クライアント VPN エンドポイントに関連付けるターゲットネットワークを指定します。ターゲットネット
ワークは、VPC のサブネットです。同じ VPC の複数のサブネットをクライアント VPN エンドポイントに
関連付けることができます。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つだけサブネットを関連付けることがで
きます。アベイラビリティーゾーンの冗長性を提供するために、少なくとも 2 つのサブネットを関連付け
ることをお勧めします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation",
"Properties" : {
"ClientVpnEndpointId" : String,
"SubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation
Properties:
ClientVpnEndpointId: String
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SubnetId: String

プロパティ
ClientVpnEndpointId
クライアント VPN エンドポイントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
クライアント VPN エンドポイントに関連付けるサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
関連付け ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。例: cvpnassoc-1234567890abcdef0。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ターゲットサブネットをクライアント VPN エンドポイントに関連付ける
次の例では、ターゲットネットワークをクライアント VPN エンドポイントに関連付けます。

YAML
myNetworkAssociation:
Type: "AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation"
Properties:
ClientVpnEndpointId:
Ref: myClientVpnEndpoint
SubnetId:
Ref: mySubnet

JSON
"myNetworkAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation",
"Properties": {
"ClientVpnEndpointId": {
"Ref": "myClientVpnEndpoint"
},
"SubnetId": {
"Ref": "mySubnet"
}
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}

}

以下の資料も参照してください。
• AWS Client VPN 管理者ガイドのクライアント VPN の開始方法
• AWS Client VPN 管理者ガイドのターゲットネットワーク

AWS::EC2::CustomerGateway
カスタマーゲートウェイを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::CustomerGateway",
"Properties" : {
"BgpAsn" : Integer,
"IpAddress" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::CustomerGateway
Properties:
BgpAsn: Integer
IpAddress: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
BgpAsn
BGP をサポートしているデバイスの場合は、カスタマーゲートウェイの BGP ASN。
デフォルト: 65000
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
IpAddress
カスタマーゲートウェイの外部インターフェイスのインターネットルーティングが可能な IP アドレ
ス。アドレスは静的である必要があります。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
カスタマーゲートウェイのタグを 1 つ以上選択します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
このカスタマーゲートウェイがサポートする VPN 接続のタイプ (ipsec.1)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ipsec.1
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
カスタマーゲートウェイの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
YAML
myCustomerGateway:
Type: AWS::EC2::CustomerGateway
Properties:
Type: ipsec.1
BgpAsn: 65534
IpAddress: 12.1.2.3

JSON
{

}

"myCustomerGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::CustomerGateway",
"Properties" : {
"Type" : "ipsec.1",
"BgpAsn" : "65534",
"IpAddress" : "12.1.2.3"
}
}
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以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateCustomerGateway」

AWS::EC2::DHCPOptions
VPC 用の DHCP オプションセットを指定します。
DomainNameServers、NetbiosNameServers、NtpServers のプロパティのうち、少なくとも 1 つは
指定が必要です。NetbiosNameServers を指定する場合は、NetbiosNodeType を指定する必要があり
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::DHCPOptions",
"Properties" : {
"DomainName" : String,
"DomainNameServers" : [ String, ... ],
"NetbiosNameServers" : [ String, ... ],
"NetbiosNodeType" : Integer,
"NtpServers" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::DHCPOptions
Properties:
DomainName: String
DomainNameServers:
- String
NetbiosNameServers:
- String
NetbiosNodeType: Integer
NtpServers:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
DomainName
この値は、適切な DNS ホスト名を完了するために使用します。us-east-1 で
AmazonProvidedDNS を使用している場合は、ec2.internal を指定します。別のリージョン
で AmazonProvidedDNS を使用している場合は、region を指定します。compute.internal
(例: ap-northeast-1.compute.internal)。それ以外の場合は、ドメイン名を指定します (例:
MyCompany.com)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
DomainNameServers
最大 4 つまでのドメインネームサーバーの IPv4 アドレス、または AmazonProvidedDNS を選択しま
す。デフォルトの DHCP オプションセットで AmazonProvidedDNS が指定されます。複数のドメイ
ンネームサーバーを指定する場合は、単一のパラメータで IP アドレスをカンマで区切って指定しま
す。インスタンスに DomainName で指定されたとおりにカスタム DNS ホスト名を受信させる場合、
カスタム DNS サーバーにこれを設定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
NetbiosNameServers
最大 4 つまでの NetBIOS ネームサーバーの IPv4 アドレス。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
NetbiosNodeType
NetBIOS ノードタイプ (1、2、4、8)。2 と指定することをお勧めします (ブロードキャストとマルチ
キャストは現在サポートされません)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
NtpServers
最大 4 つまでの Network Time Protocol (NTP) サーバーの IPv4 アドレス。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
DHCP オプションセットに割り当てられているすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
API バージョン 2010-05-15
2435

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DhcpOptionsId
DHCP オプションセットの ID。

例
YAML
myDhcpOptions:
Type: AWS::EC2::DHCPOptions
Properties:
DomainName: example.com
DomainNameServers:
- AmazonProvidedDNS
NtpServers:
- 10.2.5.1
NetbiosNameServers:
- 10.2.5.1
NetbiosNodeType: 2
Tags:
- Key: project
Value: 123

JSON
{

}

"myDhcpOptions" : {
"Type" : "AWS::EC2::DHCPOptions",
"Properties" : {
"DomainName" : "example.com",
"DomainNameServers" : [ "AmazonProvidedDNS" ],
"NtpServers" : [ "10.2.5.1" ],
"NetbiosNameServers" : [ "10.2.5.1" ],
"NetbiosNodeType" : 2,
"Tags" : [ { "Key" : "project", "Value" : "123" } ]
}
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateDhcpOptions」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「DHCP オプションセット」
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AWS::EC2::EC2Fleet
インスタンスのフリートまたはグループを起動するための設定情報を指定します。EC2 フリートは、オ
ンデマンドインスタンス、リザーブドインスタンス、スポットインスタンスの購入モデルを一緒に使用し
て、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがって複数のインスタンスタイプを起動できます。EC2 フ
リートを使用すると、別個のオンデマンドおよびスポット容量ターゲットを定義して、アプリケーション
に最適なインスタンスタイプを指定し、Amazon EC2 が各購入モデル内でフリート容量を分散する方法を
指定できます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「EC2 フリートの
起動」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::EC2Fleet",
"Properties" : {
"Context" : String,
"ExcessCapacityTerminationPolicy" : String,
"LaunchTemplateConfigs" : [ FleetLaunchTemplateConfigRequest (p. 2441), ... ],
"OnDemandOptions" : OnDemandOptionsRequest (p. 2447),
"ReplaceUnhealthyInstances" : Boolean,
"SpotOptions" : SpotOptionsRequest (p. 2450),
"TagSpecifications" : [ TagSpecification (p. 2453), ... ],
"TargetCapacitySpecification" : TargetCapacitySpecificationRequest (p. 2454),
"TerminateInstancesWithExpiration" : Boolean,
"Type" : String,
"ValidFrom" : String,
"ValidUntil" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::EC2Fleet
Properties:
Context: String
ExcessCapacityTerminationPolicy: String
LaunchTemplateConfigs:
- FleetLaunchTemplateConfigRequest (p. 2441)
OnDemandOptions:
OnDemandOptionsRequest (p. 2447)
ReplaceUnhealthyInstances: Boolean
SpotOptions:
SpotOptionsRequest (p. 2450)
TagSpecifications:
- TagSpecification (p. 2453)
TargetCapacitySpecification:
TargetCapacitySpecificationRequest (p. 2454)
TerminateInstancesWithExpiration: Boolean
Type: String
ValidFrom: String
ValidUntil: String

プロパティ
Context
リザーブド。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExcessCapacityTerminationPolicy
EC2 フリートの合計ターゲット容量が EC2 フリートの現在のサイズより小さくなった場合、実行中
のインスタンスが終了されるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: no-termination | termination
Update requires: No interruption
LaunchTemplateConfigs
EC2 フリートの設定。
必須: はい
タイプ: FleetLaunchTemplateConfigRequest (p. 2441) のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement
OnDemandOptions
EC2 フリートのオンデマンドインスタンスの設定について説明します。
必須: いいえ
タイプ: OnDemandOptionsRequest (p. 2447)
Update requires: Replacement
ReplaceUnhealthyInstances
EC2 フリートで異常なスポットインスタンスを置き換えるかどうかを示します。タイプ maintain
のフリートのみサポートされています。詳細については、 Amazon EC2 ユーザーガイドの「EC2 フ
リートのヘルスチェック」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SpotOptions
EC2 フリートのスポットインスタンスの設定について説明します。
必須: いいえ
タイプ: SpotOptionsRequest (p. 2450)
Update requires: Replacement
TagSpecifications
作成時に EC2 フリートリクエストをタグ付けするためのキーと値のペアです。詳細については、リ
ソースにタグを付けるを参照してください。
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フリートタイプが instant の場合は、フリートにタグを付ける fleet か、起動時にインスタンスに
タグ付けする instance のリソースタイプを指定します。
フリートタイプが maintain または request の場合は、フリートにタグを付ける fleet のリソー
スタイプを指定します。instance のリソースタイプは指定できません。起動時にインスタンスをタ
グ付けする場合は、起動テンプレートでタグを指定します。
必須: いいえ
タイプ: TagSpecification (p. 2453) のリスト
Update requires: Replacement
TargetCapacitySpecification
リクエストする単位数。
必須: はい
タイプ: TargetCapacitySpecificationRequest (p. 2454)
Update requires: No interruption
TerminateInstancesWithExpiration
EC2 フリートが終了したときに、実行中のインスタンスが終了するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Type
フリートタイプデフォルト値は maintain です。
• maintain - EC2フリートは、希望する容量の非同期リクエストを送信し、中断したスポットインス
タンスを補充することにより、目的のスポット容量を維持し続けます。
• request - EC2 フリートは、目的の容量に対して非同期の 1 回限りのリクエストを送信しますが、
スポット容量が使用できない場合は代替容量プールでスポットリクエストを送信し、スポットイン
スタンスが中断された場合はスポット容量を維持しません。
• instant - EC2 フリートは、希望する容量の同期ワンタイムリクエストを送信し、起動できなかっ
たインスタンスについてエラーを返します。
詳細については、 Amazon EC2 ユーザーガイドの「 EC2 フリートのリクエストタイプ」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: instant | maintain | request
Update requires: Replacement
ValidFrom
リクエストの開始日と開始時刻は、UTC 形式にする必要があります (例:
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)。デフォルトでは、リクエストの処理をただちに開始します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ValidUntil
リクエストの終了日と終了時刻は、UTC 形式にする必要があります (例:
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)。この時点では、新しい EC2 フリートのリクエストは配置されず、リク
エストは受理されません。値が指定されていない場合、リクエストは、キャンセルされるまでそのま
ま保持されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
fleet-1fe24079-d272-4023-8e7c-70e10784cb0e などのフリート ID このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
FleetId
EC2 フリートの ID。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateFleet」

AWS::EC2::EC2Fleet CapacityReservationOptionsRequest
未使用のキャパシティーの予約を使用してオンデマンドキャパシティーを実現するための戦略を説明しま
す。

Note
この戦略は、EC2 フリートのタイプが instant である場合にのみ使用できます。
キャパシティー予約の詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「オンデマンドキャパシティー
予約」を参照してください。EC2 フリートでキャパシティー予約を使用する例については、Amazon EC2
ユーザーガイドの「EC2 フリートの設定例」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
2440

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

JSON
{
}

"UsageStrategy" : String

YAML
UsageStrategy: String

プロパティ
UsageStrategy
オンデマンドキャパシティーを実現するために未使用のキャパシティーの予約を使用するかどうかを
示します。
use-capacity-reservations-first を指定すると、フリートが未使用キャパシティーの予約を
使用して、ターゲットオンデマンドキャパシティーまでオンデマンドキャパシティーを実現します。
複数のインスタンスプールに未使用容量予約がある場合、オンデマンド配分戦略 (lowest-price ま
たは prioritized) が適用されます。未使用容量予約の数が目標オンデマンド容量より少ない場合、
残りの目標オンデマンド容量は、オンデマンド配分戦略 (lowest-price または prioritized) に
従って満たされます。
値を指定しない場合、フリートは選択したオンデマンド配分戦略に従ってオンデマンドキャパシ
ティーを実現します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: use-capacity-reservations-first
Update requires: Replacement

AWS::EC2::EC2Fleet FleetLaunchTemplateConfigRequest
起動テンプレートを指定して EC2 フリートを上書きします。
FleetLaunchTemplateConfigRequest は、AWS::EC2::EC2Fleet リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LaunchTemplateSpecification" : FleetLaunchTemplateSpecificationRequest (p. 2445),
"Overrides" : [ FleetLaunchTemplateOverridesRequest (p. 2442), ... ]

YAML
LaunchTemplateSpecification:
FleetLaunchTemplateSpecificationRequest (p. 2445)
Overrides:
- FleetLaunchTemplateOverridesRequest (p. 2442)
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プロパティ
LaunchTemplateSpecification
使用する起動テンプレート。リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名のいずれか
1 つを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: FleetLaunchTemplateSpecificationRequest (p. 2445)
Update requires: Replacement
Overrides
指定したパラメータによって、起動テンプレートのパラメータが上書きされます。
タイプ request および maintain のフリートでは、すべての起動テンプレートで最大 300 項目が許
可されます。
必須: いいえ
タイプ: FleetLaunchTemplateOverridesRequest (p. 2442) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「FleetLaunchTemplateConfigRequest」

AWS::EC2::EC2Fleet FleetLaunchTemplateOverridesRequest
EC2 フリートの起動テンプレートの上書きを指定します。
FleetLaunchTemplateOverridesRequest は、FleetLaunchTemplateConfigRequest プロパティタイ
プのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AvailabilityZone" : String,
"InstanceType" : String,
"MaxPrice" : String,
"Placement" : Placement (p. 2448),
"Priority" : Double,
"SubnetId" : String,
"WeightedCapacity" : Double

YAML
AvailabilityZone: String
InstanceType: String
MaxPrice: String
Placement:
Placement (p. 2448)
Priority: Double
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SubnetId: String
WeightedCapacity: Double

プロパティ
AvailabilityZone
インスタンスを起動するアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceType
インスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: a1.2xlarge | a1.4xlarge | a1.large | a1.medium | a1.metal |
a1.xlarge | c1.medium | c1.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge
| c3.large | c3.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large
| c4.xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge |
c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large | c5.metal | c5.xlarge | c5a.12xlarge
| c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.large | c5a.xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge
| c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge | c5ad.8xlarge | c5ad.large | c5ad.xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge
| c5d.9xlarge | c5d.large | c5d.metal | c5d.xlarge | c5n.18xlarge |
c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge | c5n.large | c5n.metal | c5n.xlarge
| c6g.12xlarge | c6g.16xlarge | c6g.2xlarge | c6g.4xlarge | c6g.8xlarge
| c6g.large | c6g.medium | c6g.metal | c6g.xlarge | c6gd.12xlarge |
c6gd.16xlarge | c6gd.2xlarge | c6gd.4xlarge | c6gd.8xlarge | c6gd.large
| c6gd.medium | c6gd.metal | c6gd.xlarge | c6gn.12xlarge | c6gn.16xlarge
| c6gn.2xlarge | c6gn.4xlarge | c6gn.8xlarge | c6gn.large | c6gn.medium
| c6gn.xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | cg1.4xlarge | cr1.8xlarge |
d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge | d2.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge
| d3.8xlarge | d3.xlarge | d3en.12xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge
| d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.xlarge | f1.16xlarge | f1.2xlarge
| f1.4xlarge | g2.2xlarge | g2.8xlarge | g3.16xlarge | g3.4xlarge |
g3.8xlarge | g3s.xlarge | g4ad.16xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge |
g4ad.8xlarge | g4ad.xlarge | g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.2xlarge
| g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge | g4dn.metal | g4dn.xlarge | h1.16xlarge
| h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | hi1.4xlarge | hs1.8xlarge |
i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | i2.xlarge | i3.16xlarge | i3.2xlarge
| i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.large | i3.metal | i3.xlarge | i3en.12xlarge
| i3en.24xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.large
| i3en.metal | i3en.xlarge | inf1.24xlarge | inf1.2xlarge | inf1.6xlarge
| inf1.xlarge | m1.large | m1.medium | m1.small | m1.xlarge | m2.2xlarge
| m2.4xlarge | m2.xlarge | m3.2xlarge | m3.large | m3.medium | m3.xlarge |
m4.10xlarge | m4.16xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge |
m5.8xlarge | m5.large | m5.metal | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge | m5ad.2xlarge
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| m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5d.12xlarge
| m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.large | m5d.metal | m5d.xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge |
m5dn.24xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.large
| m5dn.metal | m5dn.xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge
| m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.large | m5n.metal |
m5n.xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge
| m5zn.large | m5zn.metal | m5zn.xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge |
m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.large | m6g.medium | m6g.metal
| m6g.xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge
| m6gd.8xlarge | m6gd.large | m6gd.medium | m6gd.metal | m6gd.xlarge |
m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.2xlarge | m6i.32xlarge
| m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.large | m6i.xlarge | mac1.metal |
p2.16xlarge | p2.8xlarge | p2.xlarge | p3.16xlarge | p3.2xlarge | p3.8xlarge
| p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge |
r3.large | r3.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.large | r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge
| r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.metal | r5.xlarge | r5a.12xlarge
| r5a.16xlarge | r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.large | r5a.xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge
| r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.large | r5ad.xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge
| r5b.8xlarge | r5b.large | r5b.metal | r5b.xlarge | r5d.12xlarge |
r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.large | r5d.metal | r5d.xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge |
r5dn.24xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.large
| r5dn.metal | r5dn.xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge |
r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.large | r5n.metal | r5n.xlarge
| r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge
| r6g.large | r6g.medium | r6g.metal | r6g.xlarge | r6gd.12xlarge |
r6gd.16xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.large |
r6gd.medium | r6gd.metal | r6gd.xlarge | t1.micro | t2.2xlarge | t2.large
| t2.medium | t2.micro | t2.nano | t2.small | t2.xlarge | t3.2xlarge
| t3.large | t3.medium | t3.micro | t3.nano | t3.small | t3.xlarge |
t3a.2xlarge | t3a.large | t3a.medium | t3a.micro | t3a.nano | t3a.small |
t3a.xlarge | t4g.2xlarge | t4g.large | t4g.medium | t4g.micro | t4g.nano |
t4g.small | t4g.xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal
| u-24tb1.metal | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.metal |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.16xlarge
| x1e.2xlarge | x1e.32xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.xlarge |
x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge
| x2gd.large | x2gd.medium | x2gd.metal | x2gd.xlarge | z1d.12xlarge |
z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.large | z1d.metal | z1d.xlarge
Update requires: Replacement
MaxPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考えるユニット時間あたりの上限価格。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Placement
インスタンスが起動した場所 (該当する場合)。
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必須: いいえ
タイプ: Placement (p. 2448)
Update requires: Replacement
Priority
起動テンプレートの上書きの優先度。最も高い優先度が最初に起動されます。
オンデマンド AllocationStrategy が prioritized に設定されている場合、EC2 Fleet は優先度
に従って、オンデマンド容量を達成するために最初に使用する起動テンプレートの上書きを決定しま
す。
スポット AllocationStrategy が capacity-optimized-prioritized に設定されている場
合、EC2 フリートはベストエフォートベースで優先順位を使用して、スポットのキャパシティーを満
たすために使用する起動テンプレートのオーバーライドを決定しますが、まずはキャパシティーに合
わせて最適化します。
有効な値は 0 から始まる整数です。数値が小さいほど、優先度が高くなります。数値を設定しない
と、起動テンプレートの上書きの優先度は最も低くなります。異なる起動テンプレートのオーバーラ
イドに同じ優先順位を設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
SubnetId
インスタンスを起動するサブネットの ID。複数のサブネット ID はコンマ
(subnet-1234abcdeexample1, subnet-0987cdef6example2など) で区切ります。タイプ
instant のリクエストは、サブネット ID を 1 つだけ持つことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
WeightedCapacity
単位数は、指定のインスタンスタイプによって提供されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「FleetLaunchTemplateOverridesRequest」

AWS::EC2::EC2Fleet FleetLaunchTemplateSpecificationRequest
EC2 フリートに使用する起動テンプレートを指定します。リクエストで起動テンプレート ID または起動
テンプレート名のいずれか 1 つを指定する必要があります。
FleetLaunchTemplateSpecificationRequest は、FleetLaunchTemplateConfigRequest プロパティ
タイプのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String

プロパティ
LaunchTemplateId
起動テンプレートの ID。テンプレート ID を指定した場合、テンプレート名を指定することはできま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchTemplateName
起動テンプレートの名前。テンプレート名を指定した場合、テンプレート ID を指定することはできま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9\(\)\.\-/_]+
Update requires: Replacement
Version
起動テンプレートのバージョン番号 ($Latest または $Default)。値を指定する必要があります。値
を指定しないと、リクエストは失敗します。
値が $Latest の場合、Amazon EC2 は最新バージョンの起動テンプレートを使用します。
値が $Default の場合、Amazon EC2 は起動テンプレートのデフォルトバージョンを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
2446

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「FleetLaunchTemplateSpecificationRequest」

AWS::EC2::EC2Fleet OnDemandOptionsRequest
EC2 フリートのオンデマンドインスタンスの配分戦略を指定します。
OnDemandOptionsRequest は、AWS::EC2::EC2Fleet リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"CapacityReservationOptions" : CapacityReservationOptionsRequest (p. 2440),
"MaxTotalPrice" : String,
"MinTargetCapacity" : Integer,
"SingleAvailabilityZone" : Boolean,
"SingleInstanceType" : Boolean

YAML
AllocationStrategy: String
CapacityReservationOptions:
CapacityReservationOptionsRequest (p. 2440)
MaxTotalPrice: String
MinTargetCapacity: Integer
SingleAvailabilityZone: Boolean
SingleInstanceType: Boolean

プロパティ
AllocationStrategy
オンデマンド容量を達成するために使用する起動テンプレートの上書きの順序。lowest-price を
指定すると、EC2 フリートは料金に従って順序を決定し、最低価格のインスタンスを最初に起動し
ます。prioritized を指定すると、EC2 フリートは、各起動テンプレートの上書きに割り当てられ
た優先度に従って、最も高い優先度のインスタンスを最初に起動します。値を指定しないと、EC2 フ
リートはデフォルトで lowest-price に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: lowest-price | prioritized
Update requires: Replacement
CapacityReservationOptions
未使用のキャパシティーの予約を使用してオンデマンドキャパシティーを実現するための戦略。タイ
プ instant のフリートのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: CapacityReservationOptionsRequest (p. 2440)
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Update requires: Replacement
MaxTotalPrice
オンデマンドインスタンスに支払う 1 時間あたりの上限料金。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MinTargetCapacity
フリートのオンデマンドインスタンスの最小ターゲット容量。最小ターゲット容量に達しない場合、
フリートはインスタンスを起動しません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SingleAvailabilityZone
フリートがすべてのオンデマンドインスタンスを単一のアベイラビリティーゾーンで起動することを
示します。タイプ instant のフリートのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SingleInstanceType
フリートが単一のインスタンスタイプを使用してフリートのすべてのオンデマンドインスタンスを起
動することを示します。タイプ instant のフリートのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「OnDemandOptionsRequest」

AWS::EC2::EC2Fleet の配置
インスタンスの配置を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Affinity" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"GroupName" : String,
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}

"HostId" : String,
"HostResourceGroupArn" : String,
"PartitionNumber" : Integer,
"SpreadDomain" : String,
"Tenancy" : String

YAML
Affinity: String
AvailabilityZone: String
GroupName: String
HostId: String
HostResourceGroupArn: String
PartitionNumber: Integer
SpreadDomain: String
Tenancy: String

プロパティ
Affinity
Dedicated Host のインスタンスのアフィニティー設定。このパラメータは、ImportInstance コマンド
ではサポートされていません。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AvailabilityZone
インスタンスのアベイラビリティーゾーン。
指定しない場合、リージョンの負荷分散基準に基づいて、アベイラビリティーゾーンが自動的に選択
されます。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupName
インスタンスが属するプレイスメントグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
HostId
インスタンスが存在する Dedicated Host の ID。このパラメータは、ImportInstance コマンドではサ
ポートされていません。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
HostResourceGroupArn
インスタンスを起動するホストリソースグループの ARN。ホストリソースグループ ARN を指定する
場合は、Tenancy パラメータを省略するか、または host に設定します。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PartitionNumber
インスタンスが格納されているパーティションの番号。プレイスメントグループ戦略が partition
に設定されている場合にのみ有効です。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SpreadDomain
将来の利用のために予約されています。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tenancy
インスタンスのテナンシー (インスタンスが VPC で実行されている場合)。テナンシーが dedicated
であるインスタンスは、シングルテナントのハードウェアで実行されます。この host テナンシー
は、 ImportInstance コマンドではサポートされていません。
このパラメータは CreateFleetではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default | host
Update requires: Replacement

AWS::EC2::EC2Fleet SpotOptionsRequest
EC2 フリートのスポットインスタンスの設定を指定します。
SpotOptionsRequest は、AWS::EC2::EC2Fleet リソースのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"InstanceInterruptionBehavior" : String,
"InstancePoolsToUseCount" : Integer,
"MaxTotalPrice" : String,
"MinTargetCapacity" : Integer,
"SingleAvailabilityZone" : Boolean,
"SingleInstanceType" : Boolean

YAML
AllocationStrategy: String
InstanceInterruptionBehavior: String
InstancePoolsToUseCount: Integer
MaxTotalPrice: String
MinTargetCapacity: Integer
SingleAvailabilityZone: Boolean
SingleInstanceType: Boolean

プロパティ
AllocationStrategy
EC2 フリートによって指定されたスポットインスタンスプール全体でターゲットスポットインスタン
ス容量を割り当てる方法を示します。
配分戦略が lowestPrice の場合、EC2 フリートは最低価格のスポットインスタンスプールからイン
スタンスを起動します。これがデフォルトの配分戦略です。
配分戦略が diversified の場合、EC2 フリートは指定したすべてのスポットインスタンスプールか
らインスタンスを起動します。
配分戦略がcapacityOptimized の場合 、EC2 フリートは、使用可能なスポットインスタンス容量
に基づいて最適に選択されたスポットインスタンスプールからインスタンスを起動します。
許容できる値: lowestPrice | diversified | capacityOptimized |
capacityOptimizedPrioritized
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceInterruptionBehavior
スポットインスタンスが中断された場合の動作。デフォルト: terminate。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: hibernate | stop | terminate
Update requires: Replacement
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InstancePoolsToUseCount
ターゲットスポット容量を割り当てる先のスポットプールの数。スポットの AllocationStrategy が
lowest-price に設定されている場合にのみ有効です。EC2 フリートでは最低価格のスポットプー
ルを選択し、指定した数のスポットプールにターゲットスポット容量を均等に割り当てます。
EC2 フリートは、ベストエフォートベースで指定したプールの数からスポットインスタンスを引き出
そうとします。ターゲット容量を満たす前にプールがスポット容量を使い果たした場合、EC2 フリー
トは次の最も安いプールから引き出して、引き続きリクエストを履行します。ターゲット容量を確実
に満たすため、指定したプール数を超えるスポットインスタンスを受け取る場合があります。同様
に、ほとんどのプールにスポット容量がない場合、指定したプール数よりも少ない数のフルターゲッ
ト容量を受け取る場合があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MaxTotalPrice
スポットインスタンスに支払う 1 時間あたりの上限料金。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MinTargetCapacity
フリートのスポットインスタンスの最小ターゲット容量。最小ターゲット容量に達しない場合、フ
リートはインスタンスを起動しません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SingleAvailabilityZone
フリートがすべてのスポットインスタンスを単一のアベイラビリティーゾーンで起動することを示し
ます。タイプ instant のフリートのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SingleInstanceType
フリートが単一のインスタンスタイプを使用してフリートのすべてのスポットインスタンスを起動す
ることを示します。タイプ instant のフリートのみサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「SpotOptionsRequest」
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AWS::EC2::EC2Fleet TagSpecification
リソースが EC2 フリート用に作成されているときにリソースに適用するタグを指定します。
TagSpecification は、AWS::EC2::EC2Fleet リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
タグ付けするリソースのタイプ。ResourceType は fleet である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetgateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localgateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: Replacement
Tags
リソースに適用するタグ。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「TagSpecification」

AWS::EC2::EC2Fleet TargetCapacitySpecificationRequest
EC2 フリートにリクエストするユニットの数を指定します。インスタンスに関して、または vCPU、メモ
リ、I/O などのアプリケーションワークロードにとって重要なパフォーマンス特性に関して、ターゲット容
量を設定できます。リクエストタイプが maintainの場合、ターゲット容量を 0 に指定し、後で容量を追
加できます。
TargetCapacitySpecificationRequest は、AWS::EC2::EC2Fleet リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultTargetCapacityType" : String,
"OnDemandTargetCapacity" : Integer,
"SpotTargetCapacity" : Integer,
"TotalTargetCapacity" : Integer

YAML
DefaultTargetCapacityType: String
OnDemandTargetCapacity: Integer
SpotTargetCapacity: Integer
TotalTargetCapacity: Integer

プロパティ
DefaultTargetCapacityType
デフォルトの TotalTargetCapacity。Spot または On-Demand のいずれか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: on-demand | spot
Update requires: No interruption
OnDemandTargetCapacity
リクエストするオンデマンドユニットの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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SpotTargetCapacity
リクエストするスポットユニットの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TotalTargetCapacity
DefaultTargetCapacityType を使用してリクエストするユニットの数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「TargetCapacitySpecificationRequest」

AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
[IPv6 のみ] VPC の Egress-Only インターネットゲートウェイを指定します。Egress-Only インターネット
ゲートウェイは、VPC 内のインスタンスからインターネットへの IPv6 を介したアウトバウンド通信を可
能にし、VPC 外のホストがインスタンスとの IPv6 接続を開始するのを防ぎます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway",
"Properties" : {
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
Properties:
VpcId: String

プロパティ
VpcId
Egress-only インターネットゲートウェイを作成するための VPC の ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Egress-only インターネットゲートウェイ (物理リソース ID) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
Egress Only インターネットゲートウェイの ID。

例
YAML
myEgressOnlyInternetGateway:
Type: AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d

JSON
{

}

"myEgressOnlyInternetGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway",
"Properties" : {
"VpcId" : "vpc-1a2b3c4d"
}
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateEgressOnlyInternetGateway」

AWS::EC2::EIP
Elastic IP (EIP) アドレスを指定し、オプションで Amazon EC2 インスタンスに関連付けることができま
す。
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Elastic IP アドレスは、AWS が所有するアドレスプールから、または Bring Your Own IP (BYOIP) により
AWS リソースで使用するために AWS に持ち込んだパブリック IPv4 アドレス範囲から作成されたアドレ
スプールから、割り当てることができます。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「独自の IP
アドレスを使用する (BYOIP)」を参照してください。
[EC2-VPC] Elastic IP アドレスを解放した場合、復元できる場合があります。別の AWS アカウントに割
り当てられた後で解放した Elastic IP アドレスを復元することはできません。EC2-Classic の Elastic IP ア
ドレスを復元することはできません。解放した Elastic IP アドレスの復元を試行するには、このオペレー
ションで指定します。
Elastic IP アドレスは、EC2-Classic プラットフォームまたは VPC で使用されます。デフォルトでは、
リージョンごとに EC2-Classic に 5 つの Elastic IP アドレスを割り当て、リージョンごとに EC2-VPC に 5
つの Elastic IP アドレスを割り当てることができます。
詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Elastic IP アドレス」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : String,
"InstanceId" : String,
"PublicIpv4Pool" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: String
InstanceId: String
PublicIpv4Pool: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Domain
Elastic IP アドレスが VPC のインスタンスで使用するか、EC2-Classic のインスタンスで使用するか
を示します。
デフォルト: リージョンが EC2-Classic をサポートしている場合、デフォルトは standard です。そ
れ以外の場合は、デフォルトは vpc です。
リージョンが EC2-Classic をサポートしている場合、VPC で使用するアドレスを割り当てるときに使
用します。
Elastic IP アドレスを定義し、同じテンプレートに定義されている VPC に関連付ける場合は、このリ
ソースの DependsOn 属性を使用して、VPC ゲートウェイのアタッチメントへの依存関係を宣言する
必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: standard | vpc
Update requires: Replacement
InstanceId
インスタンスの ID。

Important
InstanceId プロパティに更新すると、一時的な中断が必要になる場合があります。EIP の
更新は、関連付けられたリソースのアドレスを再度関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
PublicIpv4Pool
所有するアドレスプールの ID。Amazon EC2 がアドレスプールからアドレスを選択できるようにする
には、このパラメータを使用します。

Important
PublicIpv4Pool プロパティに更新すると、一時的な中断が必要になる場合がありま
す。EIP の更新は、関連付けられたリソースのアドレスを再度関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
Tags
Elastic IP アドレスに割り当てられた任意のタグ。

Important
Tags プロパティに更新すると、一時的な中断が必要になる場合があります。EIP の更新は、
関連付けられたリソースのアドレスを再度関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Elastic IP アドレス 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AllocationId
Amazon VPC で使用するアドレスの割り当てを表すために AWS によって割り当てられた ID。この値
は、VPC の Elastic IP アドレスに対してのみ返されます。たとえば、eipalloc-5723d13e と指定し
ます。

例
Amazon EC2 Elastic IP アドレスを割り当てる
この例では、AWS::EC2::EIP リソースを使用して Amazon EC2 Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インス
タンスに割り当てる方法を示します。

JSON
"MyEIP" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "logical name of an AWS::EC2::Instance resource" }
}
}

YAML
MyEIP:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
InstanceId: !Ref Logical name of an AWS::EC2::Instance resource

AWS::EC2::EIPAssociation
Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインターフェイスに関連付けます。Elastic IP アド
レスを使用するには、あらかじめアカウントに割り当てておく必要があります。
Elastic IP アドレスは、EC2-Classic プラットフォームまたは VPC で使用されます。詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Elastic IP アドレス」を参照してください。
[EC2-Classic、EC2-VPC 専用アカウントの VPC] Elastic IP アドレスがすでに別のインスタンスに関連付
けられている場合は、そのインスタンスから関連付けが解除され、指定されたインスタンスに関連付けら
れます。Elastic IP アドレスを、既存の Elastic IP アドレスを持つインスタンスに関連付けると、既存のア
ドレスはインスタンスとの関連付けが解除されますが、アカウントに割り当てられたままになります。
[EC2-Classic アカウントの VPC] プライベート IP アドレスを指定しなかった場合、Elastic IP アドレスは
プライマリ IP アドレスに関連付けられます。Elastic IP アドレスが別のインスタンスまたはネットワーク
インターフェイスにすでに関連付けられている場合は、再関連付けを許可しない限り、エラーが発生しま
す。既存の Elastic IP アドレスを持つインスタンスまたはネットワークインターフェイスに Elastic IP アド
レスを関連付けることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"AllocationId" : String,
"EIP" : String,
"InstanceId" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"PrivateIpAddress" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
AllocationId: String
EIP: String
InstanceId: String
NetworkInterfaceId: String
PrivateIpAddress: String

プロパティ
AllocationId
[EC2-VPC] 割り当て ID。これは、EC2-VPC の場合は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
EIP
[EC2-Classic] インスタンスに関連付ける Elastic IP アドレス。これは、EC2-Classic の場合は必須で
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
InstanceId
インスタンスの ID。インスタンスには、ネットワークインターフェイスが 1 つだけアタッチされてい
る必要があります。EC2-VPC の場合、インスタンス ID とネットワークインターフェイス ID のいず
れか一方を指定することはできますが、両方を指定することはできません。EC2-Classic の場合、イ
ンスタンス ID を指定する必要があります。また、インスタンスは実行中の状態である必要がありま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
NetworkInterfaceId
[EC2-VPC] ネットワークインターフェイスの ID。インスタンスに複数のネットワークインターフェイ
スがある場合、ネットワークインターフェイス ID を指定する必要があります。
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EC2-VPC の場合、インスタンス ID とネットワークインターフェイス ID のいずれか一方を指定する
ことはできますが、両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
PrivateIpAddress
[EC2-VPC] Elastic IP アドレスに関連付けるプライマリまたはセカンダリプライベート IP アドレス。
プライベート IP アドレスが指定されなかった場合、Elastic IP アドレスはプライマリプライベート IP
アドレスに関連付けられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付ける
次の例では、2 つの Elastic Network Interface (ENI) を持つインスタンスを作成します。この例では、既存
の VPC があることを前提としています。
その他の例については、「AWS::EC2::EIP スニペットを使用した Amazon EC2 Elastic IP の割り当て」を
参照してください。

JSON
"Resources" : {
"ControlPortAddress" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : "vpc"
}
},
"AssociateControlPort" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"AllocationId" : { "Fn::GetAtt" : [ "ControlPortAddress", "AllocationId" ]},
"NetworkInterfaceId" : { "Ref" : "controlXface" }
}
},
"WebPortAddress" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : "vpc"
}
},
"AssociateWebPort" : {

API バージョン 2010-05-15
2461

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2
"Type" : "AWS::EC2::EIPAssociation",
"Properties" : {
"AllocationId" : { "Fn::GetAtt" : [ "WebPortAddress", "AllocationId" ]},
"NetworkInterfaceId" : { "Ref" : "webXface" }
}

},
"SSHSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VpcId" },
"GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22",
"SecurityGroupIngress" : [ { "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" :
22, "CidrIp" : "0.0.0.0/0" } ]
}
},
"WebSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VpcId" },
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via user defined port",
"SecurityGroupIngress" : [ { "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 80, "ToPort" :
80, "CidrIp" : "0.0.0.0/0" } ]
}
},
"controlXface" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "SubnetId" },
"Description" :"Interface for control traffic such as SSH",
"GroupSet" : [ {"Ref" : "SSHSecurityGroup"} ],
"SourceDestCheck" : "true",
"Tags" : [ {"Key" : "Network", "Value" : "Control"}]
}
},
"webXface" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "SubnetId" },
"Description" :"Interface for web traffic",
"GroupSet" : [ {"Ref" : "WebSecurityGroup"} ],
"SourceDestCheck" : "true",
"Tags" : [ {"Key" : "Network", "Value" : "Web"}]
}
},
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" },
"AMI" ]},
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"NetworkInterfaces" : [ { "NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "controlXface"},
"DeviceIndex" : "0" }, { "NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "webXface"}, "DeviceIndex" :
"1" }],
"Tags" : [ {"Key" : "Role", "Value" : "Test Instance"}],
"UserData" : {"Fn::Base64" : { "Fn::Join" : ["",["#!/bin/bash -ex","\n",
"\n","yum install ec2-net-utils -y","\n", "ec2ifup eth1","\n", "service httpd start"]]}}
}
}

}

YAML
Resources:
ControlPortAddress:
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Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: vpc
AssociateControlPort:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
AllocationId: !GetAtt ControlPortAddress.AllocationId
NetworkInterfaceId: !Ref controlXface
WebPortAddress:
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: vpc
AssociateWebPort:
Type: AWS::EC2::EIPAssociation
Properties:
AllocationId: !GetAtt WebPortAddress.AllocationId
NetworkInterfaceId: !Ref webXface
SSHSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: !Ref VpcId
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
SecurityGroupIngress:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 22
IpProtocol: tcp
ToPort: 22
WebSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: !Ref VpcId
GroupDescription: Enable HTTP access via user defined port
SecurityGroupIngress:
- CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 80
IpProtocol: tcp
ToPort: 80
controlXface:
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
SubnetId: !Ref SubnetId
Description: Interface for controlling traffic such as SSH
GroupSet:
- !Ref SSHSecurityGroup
SourceDestCheck: true
Tags:
- Key: Network
Value: Control
webXface:
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
SubnetId: !Ref SubnetId
Description: Interface for controlling traffic such as SSH
GroupSet:
- !Ref WebSecurityGroup
SourceDestCheck: true
Tags:
- Key: Network
Value: Web
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [ RegionMap, !Ref 'AWS::Region', AMI ]
KeyName: !Ref KeyName
NetworkInterfaces:
- NetworkInterfaceId: !Ref controlXface
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DeviceIndex: 0
- NetworkInterfaceId: !Ref webXface
DeviceIndex: 1
Tags:
- Key: Role
Value: Test Instance
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
yum install ec2-net-utils -y
ec2ifup eth1
service httpd start

AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールと AWS Certificate Manager (ACM) 証明書を関連付
けます。これにより、エンクレーブ内の ACM for Nitro Enclaves アプリケーションで証明書を使用できる
ようになります。詳細については、AWS Nitro Enclaves ユーザーガイドの AWS Certificate Manager for
Nitro Enclaves を参照してください。
IAM ロールが ACM 証明書に関連付けられている場合、証明書、証明書チェーン、暗号化されたプライ
ベートキーは、関連付けられた IAM ロールのみがアクセスできる Amazon S3 バケットに配置されます。
証明書のプライベートキーは、構成証明ベースのキーポリシーがアタッチされた AWS マネージドキー で
暗号化されます。
IAM ロールが Amazon S3 オブジェクトにアクセスできるようにするには、コマンドによって返された
Amazon S3 バケットで s3:GetObject を呼び出すアクセス許可を IAM ロールに付与する必要がありま
す。IAM ロールが KMS キーにアクセスできるようにするには、コマンドによって返された KMS キーで
kms:Decrypt を呼び出す許可を IAM ロールに付与する必要があります。詳細については、AWS Nitro
Enclaves ユーザーガイドの Grant the role permission to access the certificate and encryption key を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation",
"Properties" : {
"CertificateArn" : String,
"RoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
Properties:
CertificateArn: String
RoleArn: String

プロパティ
CertificateArn
IAM ロールを関連付ける ACM 証明書の ARN。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1283
Update requires: Replacement
RoleArn
ACM 証明書に関連付ける IAM ロールの ARN。最大 16 個の IAM ロールを ACM 証明書に関連付ける
ことができます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1283
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: IAM ロールと ACM 証明書
の関連付け。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CertificateS3BucketName
証明書がアップロードされた Amazon S3 バケットの名前。
CertificateS3ObjectKey
証明書、証明書チェーン、暗号化されたプライベートキーのバンドルが格納されている Amazon S3
オブジェクトキー。オブジェクトキーの形式は次のとおりです: role_arn/certificate_arn。
EncryptionKmsKeyId
証明書のプライベートキーの暗号化に使用される AWS KMS key の ID。

例
IAM ロールと ACM 証明書との関連付け
次の例では、IAM ロール arn:aws:iam::123456789012:role/my-acm-role を ACM
証明書 arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/123abcde-cdefabcd-1234-123abEXAMPLE に関連付けます。
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "myCertAssociation",
"Resources": {
"MyEnclaveCertificateIamRoleAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation",
"Properties": {
"CertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/123abcde-cdefabcd-1234-123abEXAMPLE",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-acm-role"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myCertAssociation:
Type: AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
Properties:
CertificateArn:
"arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/123abcde-cdefabcd-1234-123abEXAMPLE"
RoleArn:
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-acm-role"

AWS::EC2::FlowLog
指定されたネットワークインターフェイス、サブネット、または VPC の IP トラフィックをキャプチャす
る VPC フローログを指定します。ログデータを表示するには、Amazon CloudWatch Logs(CloudWatch
Logs) を使用して接続の問題のトラブルシューティングを行います。たとえば、フローログを使用して特
定のトラフィックがインスタンスに到達できない原因を調査し、必要以上に制限が厳しいセキュリティグ
ループのルールを診断します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC フローログ」を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::FlowLog",
"Properties" : {
"DeliverLogsPermissionArn" : String,
"LogDestination" : String,
"LogDestinationType" : String,
"LogFormat" : String,
"LogGroupName" : String,
"MaxAggregationInterval" : Integer,
"ResourceId" : String,
"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TrafficType" : String
}
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YAML
Type: AWS::EC2::FlowLog
Properties:
DeliverLogsPermissionArn: String
LogDestination: String
LogDestinationType: String
LogFormat: String
LogGroupName: String
MaxAggregationInterval: Integer
ResourceId: String
ResourceType: String
Tags:
- Tag
TrafficType: String

プロパティ
DeliverLogsPermissionArn
Amazon EC2 がアカウントの CloudWatch Logs ロググループにフローログを発行することを許可する
IAM ロールの ARN。
LogDestinationType を s3 として指定した場合は、DeliverLogsPermissionArn または
LogGroupName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LogDestination
フローログデータが発行された送信先を指定します。フローログデータは CloudWatch Logs
ロググループまたは Amazon S3 バケットに公開できます。このパラメータに指定された値は
LogDestinationType に指定された値によって異なります。
LogDestinationType が指定されていない場合または cloud-watch-logs の場合、CloudWatch
Logs ロググループの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。たとえば、my-logs という名
前のロググループに発行するには、arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:mylogs を指定します。または、代わりに LogGroupName を使用します。
LogDestinationType が s3 の場合は、Amazon S3 バケットの ARN を指定します。バケットにサブ
フォルダを指定することもできます。バケットにサブフォルダを指定するには、次の ARN 形式を使
用します: bucket_ARN/subfolder_name/。たとえば、my-logs というバケットで my-bucket
というサブフォルダを指定するには、次の ARN を使用します: arn:aws:s3:::my-bucket/mylogs/。サブフォルダ名を AWSLogs として使用することはできません。これは予約された期間で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LogDestinationType
フローログデータが発行された送信先のタイプを指定します。フローログデータは CloudWatch
Logs または Amazon S3 に発行できます。フローログデータを CloudWatch Logs に発行するに
は、cloud-watch-logs を指定します。フローログのデータを Amazon S3 に発行するには、s3 を
指定します。
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LogDestinationType を s3 として指定した場合は、DeliverLogsPermissionArn または
LogGroupName を指定しないでください。
デフォルト: cloud-watch-logs
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: cloud-watch-logs | s3
Update requires: Replacement
LogFormat
フローログレコードに含めるフィールド (表示順)。使用可能なフィールドの一覧については、「フ
ローログレコード」を参照してください。このパラメータを省略すると、フローログはデフォルトの
形式で作成されます。このパラメータを指定する場合は、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必
要があります。
複数のフィールドを指定するには、${field-id} 形式を使用し、フィールド間をスペースで区切り
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LogGroupName
Amazon EC2 がフローログを発行する新規または既存の CloudWatch Logs ロググループの名前。
LogDestinationType を s3 として指定した場合は、DeliverLogsPermissionArn または
LogGroupName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MaxAggregationInterval
パケットのフローをキャプチャしてフローログレコードに集約する最大間隔。60 秒 (1 分) または 600
秒 (10 分) を指定できます。
ネットワークインターフェイスを Nitro ベースのインスタンスにアタッチする場合、指定した値に関
係なく、集約間隔は常に 60 秒以下になります。
デフォルト値: 600
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
ResourceId
フローログを作成するサブネット、ネットワークインターフェイス、または VPC の ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceType
フローログを作成するリソースの種類。たとえば、ResourceId プロパティに VPC ID を指定した場
合は、このプロパティには VPC を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: NetworkInterface | Subnet | VPC
Update requires: Replacement
Tags
フローログのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TrafficType
記録するトラフィックのタイプ。リソースが受け入れたトラフィックまたは拒否したトラフィック、
またはすべてのトラフィックを記録できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ACCEPT | ALL | REJECT
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
fl-123456abc123abc1 などのフローログ ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
フローログの ID。たとえば、fl-123456abc123abc1 と指定します。
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例
フローログを CloudWatch Logs に発行して、すべてのトラフィックをモニタリングする
以下の例では、指定した VPC のフローログを作成し、すべてのタイプのトラフィックをキャプチャしま
す。Amazon EC2 は FlowLogsGroup ロググループにログファイルを発行します。

JSON
{

}

"MyFlowLog": {
"Type": "AWS::EC2::FlowLog",
"Properties": {
"DeliverLogsPermissionArn": {
"Fn::GetAtt": [
"FlowLogRole",
"Arn"
]
},
"LogGroupName": "FlowLogsGroup",
"ResourceId": {
"Ref": "MyVPC"
},
"ResourceType": "VPC",
"TrafficType": "ALL"
}
}

YAML
MyFlowLog:
Type: AWS::EC2::FlowLog
Properties:
DeliverLogsPermissionArn: !GetAtt FlowLogRole.Arn
LogGroupName: FlowLogsGroup
ResourceId: !Ref MyVPC
ResourceType: VPC
TrafficType: ALL

REJECT トラフィックのカスタム形式のフローログを CloudWatch Logs に発行する
以下の例では、指定したサブネットのフローログを作成し、REJECT トラフィックをキャプチャします。
フローログには、カスタムログ形式を使用します (LogFormat プロパティには、スペースで区切られた
${field-id} 形式を使用します)。Amazon EC2 は 60 秒間隔でログを集計し、FlowLogsGroup ロググ
ループにそれらのログを発行します。フローログが作成されて 2 つのタグが付けられます。

JSON
{

"MyDetailedFlowLogDeliveringToCloudWatchLogs": {
"Type": "AWS::EC2::FlowLog",
"Properties": {
"ResourceId": {
"Ref": "MySubnet"
},
"ResourceType": "Subnet",
"TrafficType": "REJECT",
"LogGroupName": "FlowLogsGroup",
"DeliverLogsPermissionArn": {
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"Fn::GetAtt": [
"FlowLogRole",
"Arn"
]

},
"LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr} ${dstaddr}
${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr}",
"MaxAggregationInterval": 60,
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "FlowLogForSubnetA"
},
{
"Key": "Purpose",
"Value": "RejectTraffic"
}
]
}
}

}

YAML
MyDetailedFlowLogDeliveringToCloudWatchLogs:
Type: AWS::EC2::FlowLog
Properties:
ResourceId: !Ref MySubnet
ResourceType: Subnet
TrafficType: REJECT
LogGroupName: FlowLogsGroup
DeliverLogsPermissionArn: !GetAtt FlowLogRole.Arn
LogFormat: '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr} ${dstaddr}
${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr}'
MaxAggregationInterval: 60
Tags:
Key: Name
Value: FlowLogForSubnetA
Key: Purpose
Value: RejectTraffic

ACCEPT トラフィックに関するカスタム形式のフローログを Amazon S3 に発行する
以下の例では、指定したサブネットのフローログを作成し、ACCEPT トラフィックをキャプチャし
ます。フローログには、カスタムログ形式を使用します (LogFormat プロパティには、スペースで区
切られた ${field-id} 形式を使用します)。Amazon EC2 は 60 秒間隔でログを集計し、その ARN
MyS3Bucket.Arn によって参照される Amazon S3 バケットにそれらのログを発行します。フローログが
作成されて 2 つのタグが付けられます。

JSON
{

"MyFlowLogDeliveringToS3": {
"Type": "AWS::EC2::FlowLog",
"Properties": {
"ResourceId": {
"Ref": "MySubnet"
},
"ResourceType": "Subnet",
"TrafficType": "ACCEPT",
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"LogDestination": {
"Fn::GetAtt": [
"MyS3Bucket",
"Arn"
]
},
"LogDestinationType": "s3",
"LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr} ${dstaddr}
${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr}",
"MaxAggregationInterval": 60,
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "FlowLogForSubnetB"
},
{
"Key": "Purpose",
"Value": "AcceptTraffic"
}
]
}
}

}

YAML
MyFlowLogDeliveringToS3:
Type: AWS::EC2::FlowLog
Properties:
ResourceId: !Ref MySubnet
ResourceType: Subnet
TrafficType: ACCEPT
LogDestination: !GetAtt MyS3Bucket.Arn
LogDestinationType: s3
LogFormat: '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr} ${dstaddr}
${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr}'
MaxAggregationInterval: 60
Tags:
Key: Name
Value: FlowLogForSubnetB
Key: Purpose
Value: AcceptTraffic

AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
仮想プライベートゲートウェイまたはインターネットゲートウェイをルートテーブルに関連付けます。
ゲートウェイとルートテーブルは同じ VPC にある必要があります。この関連付けにより、ゲートウェイへ
の着信トラフィックは、ルートテーブルのルートに従ってルーティングされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"GatewayId" : String,
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}

}

"RouteTableId" : String

YAML
Type: AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
Properties:
GatewayId: String
RouteTableId: String

プロパティ
GatewayId
ゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RouteTableId
ルートテーブルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ゲートウェイの ID。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AssociationId
ルートテーブルの関連付けの ID。

AWS::EC2::Host
EC2 インスタンスの起動用に完全に専用の物理サーバーを割り当てます。ホストはお客様専有であるた
め、既存のサーバー範囲内のソフトウェアライセンスを使用することにより、コンプライアンス要件を満
たし、コストを削減するのに役立ちます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「専用ホスト」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::Host",
"Properties" : {
"AutoPlacement" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"HostRecovery" : String,
"InstanceType" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::Host
Properties:
AutoPlacement: String
AvailabilityZone: String
HostRecovery: String
InstanceType: String

プロパティ
AutoPlacement
ホストが、インスタンスタイプの設定に一致するターゲットを絞らないインスタンスの起動を受け入
れるか、一意のホスト ID を指定するホストテナンシーインスタンスの起動のみを受け入れるかを示し
ます。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「自動配置とアフィニティについて」を参照
してください。
デフォルト: on
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: off | on
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
専用ホストの割り当てとなるアベイラビリティーゾーン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
HostRecovery
専用ホストのホスト復旧を有効にするか無効にするかを示します。ホスト復旧はデフォルトでは無効
になっています。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「ホストの復旧」を参照してくだ
さい。
デフォルト: off
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: off | on
Update requires: No interruption
InstanceType
専用ホストでサポートされるインスタンスタイプを指定します。インスタンスタイプを指定した場
合、専用ホストは指定されたインスタンスタイプのインスタンスのみをサポートします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
h-0ab123c45d67ef89 などのホスト ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref
は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
専用ホストを割り当てる
次の例では、c3.large アベイラビリティーゾーンの us-east-1a インスタンスに専有ホストを割り当
てます。

JSON
"Host" : {
"Type" : "AWS::EC2::Host",
"Properties" : {
"AutoPlacement" : "on",
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"InstanceType" : "c3.large"
}
}

YAML
Host:
Type: AWS::EC2::Host
Properties:
AutoPlacement: on
AvailabilityZone: us-east-1a
InstanceType: c3.large

AWS::EC2::Instance
EC2 インスタンスを指定します。
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インスタンスに Elastic IP アドレスがアタッチされた場合、AWS CloudFormation はそのインスタンス
を更新した後、Elastic IP アドレスを再度アタッチします。スタックの更新の詳細については、AWS
CloudFormation スタックの更新を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"AdditionalInfo" : String,
"Affinity" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"BlockDeviceMappings" : [ BlockDeviceMapping (p. 2490), ... ],
"CpuOptions" : CpuOptions (p. 2493),
"CreditSpecification" : CreditSpecification (p. 2494),
"DisableApiTermination" : Boolean,
"EbsOptimized" : Boolean,
"ElasticGpuSpecifications" : [ ElasticGpuSpecification (p. 2498), ... ],
"ElasticInferenceAccelerators" : [ ElasticInferenceAccelerator (p. 2498), ... ],
"EnclaveOptions" : EnclaveOptions (p. 2499),
"HibernationOptions" : HibernationOptions (p. 2500),
"HostId" : String,
"HostResourceGroupArn" : String,
"IamInstanceProfile" : String,
"ImageId" : String,
"InstanceInitiatedShutdownBehavior" : String,
"InstanceType" : String,
"Ipv6AddressCount" : Integer,
"Ipv6Addresses" : [ InstanceIpv6Address (p. 2500), ... ],
"KernelId" : String,
"KeyName" : String,
"LaunchTemplate" : LaunchTemplateSpecification (p. 2501),
"LicenseSpecifications" : [ LicenseSpecification (p. 2502), ... ],
"Monitoring" : Boolean,
"NetworkInterfaces" : [ NetworkInterface (p. 2502), ... ],
"PlacementGroupName" : String,
"PrivateIpAddress" : String,
"RamdiskId" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SourceDestCheck" : Boolean,
"SsmAssociations" : [ SsmAssociation (p. 2506), ... ],
"SubnetId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Tenancy" : String,
"UserData" : String,
"Volumes" : [ Volume (p. 2507), ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
AdditionalInfo: String
Affinity: String
AvailabilityZone: String
BlockDeviceMappings:
- BlockDeviceMapping (p. 2490)
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CpuOptions:
CpuOptions (p. 2493)
CreditSpecification:
CreditSpecification (p. 2494)
DisableApiTermination: Boolean
EbsOptimized: Boolean
ElasticGpuSpecifications:
- ElasticGpuSpecification (p. 2498)
ElasticInferenceAccelerators:
- ElasticInferenceAccelerator (p. 2498)
EnclaveOptions:
EnclaveOptions (p. 2499)
HibernationOptions:
HibernationOptions (p. 2500)
HostId: String
HostResourceGroupArn: String
IamInstanceProfile: String
ImageId: String
InstanceInitiatedShutdownBehavior: String
InstanceType: String
Ipv6AddressCount: Integer
Ipv6Addresses:
- InstanceIpv6Address (p. 2500)
KernelId: String
KeyName: String
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification (p. 2501)
LicenseSpecifications:
- LicenseSpecification (p. 2502)
Monitoring: Boolean
NetworkInterfaces:
- NetworkInterface (p. 2502)
PlacementGroupName: String
PrivateIpAddress: String
RamdiskId: String
SecurityGroupIds:
- String
SecurityGroups:
- String
SourceDestCheck: Boolean
SsmAssociations:
- SsmAssociation (p. 2506)
SubnetId: String
Tags:
- Tag
Tenancy: String
UserData: String
Volumes:
- Volume (p. 2507)

プロパティ
AdditionalInfo
このプロパティは内部使用のために予約されています。これを使用すると、スタックは次のエラー
で失敗します: Bad property set: [Testing this property] (Service: AmazonEC2;
Status Code: 400; Error Code: InvalidParameterCombination; Request ID:
0XXXXXX-49c7-4b40-8bcc-76885dcXXXXX)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
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Affinity
インスタンスが専用ホストに関連付けられているかどうかを示します。常に起動時と同じホストでイ
ンスタンスを再起動する場合は、host を指定します。インスタンスを任意の使用可能なホストで再
起動するが、最後に実行されたホストでの起動を試みる場合は (ベストエフォートベース)、default
を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
AvailabilityZone
インスタンスのアベイラビリティーゾーン。
指定しない場合、リージョンの負荷分散基準に基づいて、アベイラビリティーゾーンが自動的に選択
されます。
このパラメータは、DescribeImageAttribute でサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BlockDeviceMappings
起動時にインスタンスにアタッチするブロックデバイスを定義するブロックデバイスマッピングのエ
ントリ。
デフォルトでは、AMI のブロックデバイスマッピングで指定されたブロックデバイスが使用されま
す。AMI ブロックデバイスマッピングを上書きするには、インスタンスブロックデバイスマッピング
を使用します。ルートボリュームの場合は、ボリュームサイズ、ボリュームタイプ、ボリューム暗号
化設定、DeleteOnTermination 設定のみを上書きできます。

Important
インスタンスの実行後は、インスタンスを中断することなく、アタッチされたボリュームの
DeleteOnTermination パラメータのみを変更できます。他のパラメータを変更すると、イ
ンスタンスが置き換えられます。
必須: いいえ
タイプ: BlockDeviceMapping (p. 2490) のリスト
Update requires: Some interruptions
CpuOptions
インスタンスの CPU オプション。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ドの「CPU オプションの最適化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CpuOptions (p. 2493)
Update requires: Replacement
CreditSpecification
バースト可能なパフォーマンスインスタンスの CPU 使用率のクレジットオプション。
有効な値は、standard および unlimited です。起動後にこの属性を変更するに
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は、ModifyInstanceCreditSpecification を使用します。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「バーストパフォーマンスインスタンス」を参照してください。
デフォルト: standard（T2 インスタンス）または unlimited（T3/T3a インスタンス）
必須: いいえ
タイプ: CreditSpecification (p. 2494)
Update requires: No interruption
DisableApiTermination
このパラメータを true に設定した場合は、Amazon EC2 コンソール、CLI、または API を使用し
てインスタンスを終了できません。それ以外の場合は可能です。起動後にこの属性を変更するに
は、ModifyInstanceAttribute を使用します。また、InstanceInitiatedShutdownBehavior を
terminate に設定した場合は、インスタンスから shutdown コマンドを実行してインスタンスを終了
できます。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EbsOptimized
インスタンスが Amazon EBS I/O 用に最適化されているかどうかを示します。この最適化によ
り、Amazon EBS への専用のスループット、および最適な Amazon EBS I/O パフォーマンスを得るた
めの最適化された設定スタックが提供されます。この最適化は、すべてのインスタンスタイプで使用
できるわけではありません。EBS 最適化インスタンスをする場合は、追加料金が適用されます。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Some interruptions
ElasticGpuSpecifications
インスタンスに関連付ける Elastic GPU。Elastic GPU はアプリケーションのグラフィックパフォーマ
ンスを加速化するために Windows インスタンスにアタッチできる GPU リソースです。詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 Elastic GPU」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ElasticGpuSpecification (p. 2498) のリスト
Update requires: Replacement
ElasticInferenceAccelerators
インスタンスに関連付ける Elastic Inference アクセラレーター。Elastic Inference アクセラレーター
は、深層学習 (DL) の推論ワークロードを加速するために Amazon EC2 インスタンスにアタッチでき
るリソースです。
同じリクエストで異なる世代のアクセラレーターを指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ElasticInferenceAccelerator (p. 2498) のリスト
API バージョン 2010-05-15
2479

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

Update requires: Replacement
EnclaveOptions
インスタンスが AWS Nitro Enclaves で有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: EnclaveOptions (p. 2499)
Update requires: Replacement
HibernationOptions
インスタンスの休止が有効であるかどうかを示します。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「インスタンスの休止」を参照してください。
休止と AWS Nitro Enclaves とを同一のインスタンスで有効にすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: HibernationOptions (p. 2500)
Update requires: Replacement
HostId
Affinity プロパティにホストを指定した場合は、インスタンスが関連付けられた専用ホストの
ID。ID を指定しなかった場合、Amazon EC2 はアカウント内の互換性のある使用可能な任意の専用ホ
ストでインスタンスを起動します。このタイプの起動は、ターゲットを絞らない起動と呼ばれます。
ターゲットを絞らない起動の場合、インスタンスを正常に移動するには、互換性のある使用可能な専
用ホストが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
HostResourceGroupArn
インスタンスを起動するホストリソースグループの ARN。ホストリソースグループ ARN を指定する
場合は、Tenancy パラメータを省略するか、または host に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IamInstanceProfile
IAM インスタンスプロファイルの名前。新しい IAM インスタンスプロファイルを作成するには、
AWS# IAM# InstanceProfile リソースを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageId
AMI の ID。AMI ID はインスタンスを起動するために必要であり、ここでまたは起動テンプレートで
指定する必要があります。
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必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceInitiatedShutdownBehavior
インスタンスからシャットダウンを開始するときに、インスタンスを停止または終了するかどうかを
示します (システムシャットダウンを行うオペレーションシステムコマンドを使用)。
デフォルト: stop
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: stop | terminate
Update requires: No interruption
InstanceType
インスタンスタイプ。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスタイプ」を参
照してください。
デフォルト: m1.small
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: a1.2xlarge | a1.4xlarge | a1.large | a1.medium | a1.metal |
a1.xlarge | c1.medium | c1.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge
| c3.large | c3.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large
| c4.xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge |
c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large | c5.metal | c5.xlarge | c5a.12xlarge
| c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.large | c5a.xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge
| c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge | c5ad.8xlarge | c5ad.large | c5ad.xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge
| c5d.9xlarge | c5d.large | c5d.metal | c5d.xlarge | c5n.18xlarge |
c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge | c5n.large | c5n.metal | c5n.xlarge
| c6g.12xlarge | c6g.16xlarge | c6g.2xlarge | c6g.4xlarge | c6g.8xlarge
| c6g.large | c6g.medium | c6g.metal | c6g.xlarge | c6gd.12xlarge |
c6gd.16xlarge | c6gd.2xlarge | c6gd.4xlarge | c6gd.8xlarge | c6gd.large
| c6gd.medium | c6gd.metal | c6gd.xlarge | c6gn.12xlarge | c6gn.16xlarge
| c6gn.2xlarge | c6gn.4xlarge | c6gn.8xlarge | c6gn.large | c6gn.medium
| c6gn.xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | cg1.4xlarge | cr1.8xlarge |
d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge | d2.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge
| d3.8xlarge | d3.xlarge | d3en.12xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge
| d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.xlarge | f1.16xlarge | f1.2xlarge
| f1.4xlarge | g2.2xlarge | g2.8xlarge | g3.16xlarge | g3.4xlarge |
g3.8xlarge | g3s.xlarge | g4ad.16xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge |
g4ad.8xlarge | g4ad.xlarge | g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.2xlarge
| g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge | g4dn.metal | g4dn.xlarge | h1.16xlarge
| h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | hi1.4xlarge | hs1.8xlarge |
i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | i2.xlarge | i3.16xlarge | i3.2xlarge
| i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.large | i3.metal | i3.xlarge | i3en.12xlarge
| i3en.24xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.large
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| i3en.metal | i3en.xlarge | inf1.24xlarge | inf1.2xlarge | inf1.6xlarge
| inf1.xlarge | m1.large | m1.medium | m1.small | m1.xlarge | m2.2xlarge
| m2.4xlarge | m2.xlarge | m3.2xlarge | m3.large | m3.medium | m3.xlarge |
m4.10xlarge | m4.16xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge |
m5.8xlarge | m5.large | m5.metal | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge | m5ad.2xlarge
| m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5d.12xlarge
| m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.large | m5d.metal | m5d.xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge |
m5dn.24xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.large
| m5dn.metal | m5dn.xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge
| m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.large | m5n.metal |
m5n.xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge
| m5zn.large | m5zn.metal | m5zn.xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge |
m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.large | m6g.medium | m6g.metal
| m6g.xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge
| m6gd.8xlarge | m6gd.large | m6gd.medium | m6gd.metal | m6gd.xlarge |
m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.2xlarge | m6i.32xlarge
| m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.large | m6i.xlarge | mac1.metal |
p2.16xlarge | p2.8xlarge | p2.xlarge | p3.16xlarge | p3.2xlarge | p3.8xlarge
| p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge |
r3.large | r3.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.large | r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge
| r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.metal | r5.xlarge | r5a.12xlarge
| r5a.16xlarge | r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.large | r5a.xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge
| r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.large | r5ad.xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge
| r5b.8xlarge | r5b.large | r5b.metal | r5b.xlarge | r5d.12xlarge |
r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.large | r5d.metal | r5d.xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge |
r5dn.24xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.large
| r5dn.metal | r5dn.xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge |
r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.large | r5n.metal | r5n.xlarge
| r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge
| r6g.large | r6g.medium | r6g.metal | r6g.xlarge | r6gd.12xlarge |
r6gd.16xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.large |
r6gd.medium | r6gd.metal | r6gd.xlarge | t1.micro | t2.2xlarge | t2.large
| t2.medium | t2.micro | t2.nano | t2.small | t2.xlarge | t3.2xlarge
| t3.large | t3.medium | t3.micro | t3.nano | t3.small | t3.xlarge |
t3a.2xlarge | t3a.large | t3a.medium | t3a.micro | t3a.nano | t3a.small |
t3a.xlarge | t4g.2xlarge | t4g.large | t4g.medium | t4g.micro | t4g.nano |
t4g.small | t4g.xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal
| u-24tb1.metal | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.metal |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.16xlarge
| x1e.2xlarge | x1e.32xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.xlarge |
x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge
| x2gd.large | x2gd.medium | x2gd.metal | x2gd.xlarge | z1d.12xlarge |
z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.large | z1d.metal | z1d.xlarge
Update requires: Some interruptions
Ipv6AddressCount
[EC2-VPC] プライマリネットワークインターフェイスに関連付ける IPv6 アドレスの数。Amazon EC2
ではサブネットの範囲から IPv6 アドレスが選択されます。同じリクエストで、このオプションと、特
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定の IPv6 アドレスを割り当てるオプションを指定することはできません。起動するインスタンスの最
小数を指定した場合は、このオプションを指定できます。
同じリクエストでこのオプションとネットワークインターフェイスオプションを指定することはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Ipv6Addresses
[EC2-VPC] プライマリネットワークインターフェイスに関連付けるサブネットの範囲の IPv6 アドレ
ス。同じリクエストで、このオプションと、多数の IPv6 アドレスを割り当てるオプションを指定する
ことはできません。起動するインスタンスの最小数を指定した場合は、このオプションを指定できま
せん。
同じリクエストでこのオプションとネットワークインターフェイスオプションを指定することはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: InstanceIpv6Address (p. 2500) のリスト
Update requires: Replacement
KernelId
カーネルの ID。

Important
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細につい
ては、Amazon EC2 ユーザーガイドの PV-GRUB を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
KeyName
キーペアの名前。CreateKeyPair または ImportKeyPair を使用してキーペアを作成できます。

Important
キーペアを指定しない場合は、ユーザーが別の方法でログインすることを許可するように設
定された AMI を選択した場合を除き、インスタンスに接続することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchTemplate
インスタンスの起動に使用する起動テンプレート。AWS CloudFormation テンプレートで指定したパ
ラメータはすべて、起動テンプレート内の同じパラメータを上書きします。起動テンプレートの名前
または ID のいずれかを指定できますが、両方を指定することはできません。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
2483

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 2501)
Update requires: Replacement
LicenseSpecifications
ライセンス設定。
必須: いいえ
タイプ: LicenseSpecification (p. 2502) のリスト
Update requires: Replacement
Monitoring
インスタンスに対して詳細モニタリングを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NetworkInterfaces
インスタンスに関連付るネットワークインターフェイス。

Note
ネットワークインターフェイスを示すためにこのプロパティを使用する場合、新しいイン
ターフェイスを貼り付ける前に初期のインターフェイスを終了し、正しく機能するためにそ
のインスタンスの更新ができるようにしてください。
このリソースにパブリック IP アドレスが割り当てられており、同じテンプレートに定義され
ている VPC が関連付けられている場合は、DependsOn 属性を使用して VPC ゲートウェイ
のアタッチメントへの依存関係を宣言する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: NetworkInterface (p. 2502) のリスト
Update requires: Replacement
PlacementGroupName
起動したインスタンスの配置先となる既存のプレイスメントグループの名前 (クラスター | パーティ
ション | スプレッド)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PrivateIpAddress
[EC2-VPC] プライマリ IPv4 アドレス。サブネットの IPv4 アドレス範囲の値を指定する必要がありま
す。
プライマリとして指定できるプライベート IP アドレスは 1 つだけです。ネットワークインターフェイ
ス仕様でプライベート IP アドレスをプライマリ IP アドレスとして指定するオプションを指定した場
合、このオプションは指定できません。リクエストで複数のインスタンスを起動している場合は、こ
のオプションを指定できません。
同じリクエストでこのオプションとネットワークインターフェイスオプションを指定することはでき
ません。
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置き換えが要求される更新をインスタンスに対して行った場合は、新しいプライベート IP アドレスを
割り当てる必要があります。置き換え時は、新しいインスタンスが AWS CloudFormation によって作
成されます。ただし、スタックが正常に更新されるまで古いインスタンスは削除されません。スタッ
クの更新に失敗した場合、AWS CloudFormation は、以前正常に動作していたときの状態にスタック
をロールバックするために、古いインスタンスを使用します。古いインスタンスと新しいインスタン
スに同じプライベート IP アドレスを割り当てることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RamdiskId
選択する RAM ディスクの ID。一部のカーネルでは起動時に別途ドライバーが必要となります。RAM
ディスクを指定する必要があるかどうかについては、カーネルの要件を確認してください。カーネル
要件を確認するには、AWS リソースセンターでカーネル ID を検索します。

Important
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細につい
ては、Amazon EC2 ユーザーガイドの PV-GRUB を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
SecurityGroupIds
セキュリティグループの ID。CreateSecurityGroup を使用してセキュリティグループを作成できま
す。
ネットワークインターフェイスを指定する場合、ネットワークインターフェイスの一部としてセキュ
リティグループを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions
SecurityGroups
[EC2-Classic、デフォルト VPC] セキュリティグループの名前。デフォルト以外の VPC の場合は、代
わりにセキュリティグループ ID を使用する必要があります。
同じリクエストでこのオプションとネットワークインターフェイスオプションを指定することはでき
ません。このリストには、既存の Amazon EC2 セキュリティグループの名前のほか、テンプレートで
作成した AWS::EC2::SecurityGroup リソースのリファレンスを含めることもできます。
デフォルト: Amazon EC2 はデフォルトのセキュリティグループを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SourceDestCheck
送信元/送信先チェックを有効または無効にします。これにより、受信するすべてのトラフィックに関
して、そのインスタンスが送信元なのか、あるいは送信先であるのかを確認できます。値が true の
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場合、送信元/送信先チェックは有効になります。それ以外の場合は、無効になります。デフォルト値
は true です。ネットワークアドレス変換、ルーティング、ファイアウォールなどのサービスを実行
するインスタンスでは、送信元/送信先チェックを無効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SsmAssociations
このインスタンスに関連付ける AWS Systems Manager の SSM ドキュメントとパラメータ値。この
プロパティを使用するには、インスタンスの IAM インスタンスプロファイルロールを指定する必要が
あります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager のインスタ
ンスプロファイルを作成するを参照してください。

Note
現在のところ、インスタンスには 1 個のドキュメントのみ関連付けることができます。
必須: いいえ
タイプ: SsmAssociation (p. 2506) のリスト
Update requires: No interruption
SubnetId
[EC2-VPC] インスタンスを起動するサブネットの ID。
ネットワークインターフェイスを指定する場合、ネットワークインターフェイスの一部としてサブ
ネットを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
インスタンスに追加するタグ。これらのタグは、ルートボリュームなどの EBS ボリュームには適用さ
れません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Tenancy
インスタンスのテナンシー (インスタンスが VPC で実行されている場合)。テナンシーが dedicated
であるインスタンスは、シングルテナントのハードウェアで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default | host
Update requires: Some interruptions
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UserData
インスタンスで利用可能なユーザーデータ。詳細については、「Linux インスタンスでの起動時のコ
マンドの実行」 (Linux)、および「ユーザーデータの追加」 (Windows) を参照してください。コマンド
ラインツールを使用している場合は、base64 エンコードが自動的に実行され、ファイルからテキスト
を読み込むことができます。それ以外の場合は、base64 でエンコードされたテキストを指定する必要
があります。ユーザーデータのサイズの上限は 16 KB です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
Volumes
インスタンスにアタッチするボリューム。
必須: いいえ
タイプ: Volume (p. 2507) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
インスタンス ID を このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。例:
i-1234567890abcdef0。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AvailabilityZone
指定したインスタンスを起動するアベイラビリティーゾーン。例: us-east-1b。
特定のリージョンに該当するすべてのアベイラビリティーゾーンのリストを取得するに
は、Fn::GetAZs 組み込み関数を使用します。
PrivateDnsName
指定するインスタンスのプライベート DNS 名。例: ip-10-24-34-0.ec2.internal。
PrivateIp
指定するインスタンスのプライベート IP アドレス。例: 10.24.34.0。
PublicDnsName
指定するインスタンスのパブリック DNS 名。例:
ec2-107-20-50-45.compute-1.amazonaws.com。
PublicIp
指定するインスタンスのパブリック IP アドレス。例: 192.0.2.0。
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例
EBS ブロックデバイスマッピングを持つ EC2 インスタンス
次の例では、サイズが 20 GB の io1 ボリュームを指定するエントリと、AMI ブロックデバイスマッピング
で指定されたデバイスをオーバーライドするために NoDevice を使用するエントリを持つブロックデバイ
スマッピングを備えた EC2 インスタンスを作成します。

JSON
"MyEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-79fd7eee",
"KeyName" : "testkey",
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sdm",
"Ebs" : {
"VolumeType" : "io1",
"Iops" : "200",
"DeleteOnTermination" : "false",
"VolumeSize" : "20"
}
},
{
"DeviceName" : "/dev/sdk",
"NoDevice" : {}
}
]
}
}

YAML
MyEC2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: "ami-79fd7eee"
KeyName: "testkey"
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: "/dev/sdm"
Ebs:
VolumeType: "io1"
Iops: "200"
DeleteOnTermination: "false"
VolumeSize: "20"
- DeviceName: "/dev/sdk"
NoDevice: {}

パブリック IP アドレスの自動割り当て
パブリック IP アドレスをネットワークインターフェイスに関連付けることができるのは、そのアドレスが
プライマリネットワークインターフェイス (デバイスインデックスが 0) であり、既存のネットワークイン
ターフェイスをアタッチしようとしているのではなく、新しいネットワークインターフェイスを作成しよ
うとしている場合のみです。

JSON
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
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}

"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" }, "AMI" ]},
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"NetworkInterfaces": [ {
"AssociatePublicIpAddress": "true",
"DeviceIndex": "0",
"GroupSet": [{ "Ref" : "myVPCEC2SecurityGroup" }],
"SubnetId": { "Ref" : "PublicSubnet" }
} ]
}

YAML
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId:
Fn::FindInMap:
- "RegionMap"
- Ref: "AWS::Region"
- "AMI"
KeyName:
Ref: "KeyName"
NetworkInterfaces:
- AssociatePublicIpAddress: "true"
DeviceIndex: "0"
GroupSet:
- Ref: "myVPCEC2SecurityGroup"
SubnetId:
Ref: "PublicSubnet"

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「RunInstances」
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンス」

AWS::EC2::Instance AssociationParameter
AWS Systems Manager で SSM ドキュメントの入力パラメータ値を指定します。
AssociationParameter は、Amazon EC2 Instance SsmAssociation プロパティのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Value:
- String
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プロパティ
Key
関連する SSM ドキュメントに含まれる入力パラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
入力パラメータの値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance BlockDeviceMapping
インスタンスのブロックデバイスマッピングを指定します。VirtualName、Ebs、または NoDevice の
プロパティのうち、1 つのみを正確に指定する必要があります。
BlockDeviceMapping は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

Important
インスタンスの実行後は、インスタンスを中断することなく、アタッチされたボリュームの
DeleteOnTermination パラメータのみを変更できます。他のパラメータを変更すると、インス
タンスが置き換えられます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : Ebs (p. 2494),
"NoDevice" : NoDevice (p. 2505),
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
Ebs (p. 2494)
NoDevice:
NoDevice (p. 2505)
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
デバイス名 (/dev/sdh、xvdh など)。
API バージョン 2010-05-15
2490

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを使用して、更新するブロックデバイスマッピング
のデバイス名を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ebs
インスタンスを起動する際、EBS ボリュームを自動設定するために使用するパラメータ。

Important
インスタンスの実行後は、インスタンスを中断することなく、アタッチされたボリュームの
DeleteOnTermination パラメータのみを変更できます。他のパラメータを変更すると、イ
ンスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: Ebs (p. 2494)
Update requires: No interruption
NoDevice
ブロックデバイスマッピングでデバイスを省略するには、空の文字列を指定します。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: NoDevice (p. 2505)
Update requires: No interruption
VirtualName
仮想デバイスの名前 (ephemeralN)。名前は ephemeralX 形式である必要があります。ここで、X
は、ゼロ (0) から始まる番号です。たとえば、利用可能なインスタンスストアボリュームが 2 つある
インスタンスタイプでは、ephemeral0 と ephemeral1 のマッピングを指定できます。使用できる
インスタンスストアボリュームの数は、インスタンスタイプによって異なります。インスタンスに接
続したら、ボリュームをマウントする必要があります。
NVMe インスタンスストアボリュームは自動的に列挙され、デバイス名が割り当てられます。ブロッ
クデバイスマッピングにそれらを含めても効果はありません。
制約: M3 インスタンスの場合、インスタンスのブロックデバイスマッピングでインスタンスストアボ
リュームを指定する必要があります。M3 インスタンスを起動する際には、AMI のブロックデバイス
マッピングで指定したインスタンスストアボリュームはすべて無視されます。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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例
2 つの EBS ボリュームを使用したブロックデバイスマッピング
この例では、EBS ベースのルートデバイス (/dev/sda1) のサイズを 50 GiB に設定し、さらに、別の EBS
ベースデバイスをサイズ 100 GiB の /dev/sdm にマッピングします。

JSON
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sda1",
"Ebs" : { "VolumeSize" : "50" }
},
{
"DeviceName" : "/dev/sdm",
"Ebs" : { "VolumeSize" : "100" }
}
]

YAML
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sda1
Ebs:
VolumeSize: 50
- DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeSize: 100

インスタンスストアボリュームを使用したブロックデバイスマッピング
この例では、インスタンスストアボリュームをデバイス /dev/sdc にマッピングします。

JSON
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName" : "/dev/sdc",
"VirtualName" : "ephemeral0"
}
]

YAML
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sdc
VirtualName: ephemeral0

AMI 定義のデバイスのマッピングを解除する
AMI で定義されたデバイスのマッピングを解除するには、次のように、NoDevice プロパティを空のマッ
プに設定します。

JSON
"BlockDeviceMappings" : [
{
"DeviceName":"/dev/sde",
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]

}

"NoDevice": {}

YAML
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sde
NoDevice: {}

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 インスタンスストア。

AWS::EC2::Instance CpuOptions
インスタンスの CPU オプションを指定します。CPU オプションを指定する場合は、CPU コアの数とコア
あたりのスレッド数の両方を指定する必要があります。
詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザガイドの「CPU オプションの最適化」を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CoreCount" : Integer,
"ThreadsPerCore" : Integer

YAML
CoreCount: Integer
ThreadsPerCore: Integer

プロパティ
CoreCount
インスタンスの CPU コアの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThreadsPerCore
CPU コアあたりのスレッド数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::EC2::Instance CreditSpecification
T2、T3、または T3a インスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプションを指定します。
CreditSpecification は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CPUCredits" : String

YAML
CPUCredits: String

プロパティ
CPUCredits
インスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプション。有効な値は standard および
unlimited です。T3 インスタンスはデフォルトで unlimited として起動されます。T2 インスタン
スはデフォルトで standard として起動されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance Ebs
EBS ボリュームのブロックデバイスを指定します。
Ebs は、Amazon EC2 BlockDeviceMapping プロパティのプロパティです。

Important
インスタンスの実行後は、インスタンスを中断することなく、アタッチされたボリュームの
DeleteOnTermination パラメータのみを変更できます。他のパラメータを変更すると、インス
タンスが置き換えられます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"SnapshotId" : String,
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}

"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
KmsKeyId: String
SnapshotId: String
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンス終了時に EBS ボリュームが削除されるかどうかを表します。詳細については、Amazon
EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの削除で Amazon EBS ボリュームを保持する」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Encrypted
ボリュームを暗号化するかどうかを示します。暗号化状態を true に設定した場合の効果は、ボ
リュームのオリジン (新規またはスナップショットから取得)、暗号化状態の開始、所有権、および
デフォルトで暗号化が有効であるかどうかによって異なります。詳細については、Amazon Elastic
Compute Cloud ユーザーガイドの「デフォルトでの暗号化」を参照してください。
暗号化された Amazon EBS ボリュームは、Amazon EBS 暗号化をサポートするインスタンスにア
タッチする必要があります。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してく
ださい。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Iops
1 秒あたりの I/O 操作の数 (IOPS)。gp3、io1、io2 ボリュームの場合、これはボリュームでプロビ
ジョニングされている IOPS の数を表します。gp2 ボリュームの場合、これはボリュームのベースラ
インパフォーマンスと、バースト用の I/O クレジットがこのボリュームに蓄積されるレートを表しま
す。
以下は、各ボリュームタイプでサポートされている値です。
• gp3: 3,000-16,000 IOPS
• io1: 100-64,000 IOPS
• io2: 100-64,000 IOPS
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io1、io2 ボリュームについては、Nitro System で構築されたインスタンスのみ 64,000 IOPS を保証
します。その他のインスタンスファミリーは、最大 32,000 IOPS までのパフォーマンスを保証しま
す。
このパラメータは、io1 と io2 のボリュームに必須です。gp3 ボリュームのデフォルトは 3,000
IOPS です。このパラメータは、gp2、st1、sc1、standard ボリュームではサポートされていませ
ん。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KmsKeyId
Amazon EBS 暗号化に使用する AWS KMS key の識別子。KmsKeyId を指定する場合、暗号化された
状態は true である必要があります。暗号化された状態が true であるが、KmsKeyId を指定しない
場合、EBS の KMS key が使用されます。
以下のいずれかを使用して KMS key を指定できます。
• キー ID。例: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
• キーエイリアス。例: alias/ExampleAlias。
• キー ARN。例: arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
• エイリアス ARN。例: arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:alias/ExampleAlias。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnapshotId
スナップショットの ID。
SnapshotId と VolumeSize の両方を指定する場合、VolumeSize はスナップショットのサイズと
同じか、それ以上である必要があります。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VolumeSize
ボリュームのサイズ (GiB 単位)。スナップショット ID またはボリュームサイズを指定する必要があ
ります。スナップショットを指定した場合、デフォルトはスナップショットサイズです。スナップ
ショットサイズと同じかそれ以上のボリュームサイズを指定できます。
各ボリュームタイプでサポートされているボリュームサイズは以下のとおりです。
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• gp2 と gp3: 1-16、384
• io1 と io2: 4-16,384
• st1 と sc1: 125-16,384
• standard: 1-1,024

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS ボリュームの種
類」を参照してください。ボリュームタイプが io1 または io2 の場合は、ボリュームがサポートす
る IOPS を指定する必要があります。

Important
インスタンスの実行後、このパラメータを変更すると、インスタンスが置き換えられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
Update requires: No interruption

例
スナップショットから EBS ボリュームを作成する
この例では、スナップショットから 50GB の io1 EBS ボリュームを作成し、1000 IOPS をサポートし、接
続先のインスタンスを終了した後も持続するように設定します。

JSON
{

}

"DeviceName": "/dev/sdc",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-xxxxxxxx",
"VolumeSize": "50",
"VolumeType": "io1",
"Iops": "1000",
"DeleteOnTermination": "false"
}

YAML
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sdc
Ebs:
SnapshotId: snap-xxxxxxxx
VolumeSize: 50
VolumeType: io1
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Iops: 1000
DeleteOnTermination: false

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateVolume

AWS::EC2::Instance ElasticGpuSpecification
Elastic GPU のタイプを指定します。Elastic GPU はアプリケーションのグラフィックパフォーマンス
を加速化するために Amazon EC2 インスタンスにアタッチできる GPU リソースです。詳細について
は、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 Elastic GPU」を参照してく
ださい。
ElasticGpuSpecification は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
Elastic Graphics アクセラレーターのタイプ。Type に指定する値の詳細については、Windows イ
ンスタンス用 Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの 「Elastic Graphics の基礎」、特に
「Elastic Graphics アクセラレーター列」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance ElasticInferenceAccelerator
インスタンスの Elastic Inference Accelerator を指定します。
ElasticInferenceAccelerator は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Count" : Integer,
"Type" : String

YAML
Count: Integer
Type: String

プロパティ
Count
インスタンスにアタッチする Elastic Inference アクセラレーターの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Type
Elastic Inference アクセラレーターのタイプ。指定できる値
は、eia1.medium、eia1.large、eia1.xlarge、eia2.medium、eia2.large、eia2.xlarge
です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance EnclaveOptions
インスタンスが AWS Nitro Enclaves で有効かどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
このパラメータが true に設定されている場合、インスタンスは AWS Nitro Enclaves で有効になりま
す。それ以外の場合、AWS Nitro Enclaves では有効になりません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance HibernationOptions
インスタンスの休止オプションを指定します。
HibernationOptions は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Configured" : Boolean

YAML
Configured: Boolean

プロパティ
Configured
このパラメータを true に設定すると、インスタンスの休止が有効になります。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance InstanceIpv6Address
インスタンスの IPv6 アドレスを指定します。
InstanceIpv6Address は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ipv6Address" : String
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YAML
Ipv6Address: String

プロパティ
Ipv6Address
IPv6 アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance LaunchTemplateSpecification
起動テンプレートを指定します。起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定する必要がありま
す。
LaunchTemplateSpecification は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String

プロパティ
LaunchTemplateId
起動テンプレートの ID。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchTemplateName
起動テンプレートの名前。
必須: 条件付き
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
起動テンプレートのバージョン番号。AWS CloudFormation では、テンプレートバージョン番号に
$Latest または $Default を指定することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateSpecification」

AWS::EC2::Instance LicenseSpecification
使用するライセンス設定を指定します。
LicenseSpecification は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LicenseConfigurationArn" : String

YAML
LicenseConfigurationArn: String

プロパティ
LicenseConfigurationArn
ライセンス設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance NetworkInterface
インスタンスにアタッチされるネットワークインターフェイスを指定します。
インスタンスの起動時にネットワークインターフェイスを作成できます。例について
は、AWS::EC2::Instance の例をご参照ください。
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または、インスタンスを起動するときに既存のネットワークインターフェイスをアタッチすることもでき
ます。例については、AWS::EC2:NetworkInterface の例をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssociatePublicIpAddress" : Boolean,
"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Description" : String,
"DeviceIndex" : String,
"GroupSet" : [ String, ... ],
"Ipv6AddressCount" : Integer,
"Ipv6Addresses" : [ InstanceIpv6Address (p. 2500), ... ],
"NetworkInterfaceId" : String,
"PrivateIpAddress" : String,
"PrivateIpAddresses" : [ PrivateIpAddressSpecification (p. 2506), ... ],
"SecondaryPrivateIpAddressCount" : Integer,
"SubnetId" : String

YAML
AssociatePublicIpAddress: Boolean
DeleteOnTermination: Boolean
Description: String
DeviceIndex: String
GroupSet:
- String
Ipv6AddressCount: Integer
Ipv6Addresses:
- InstanceIpv6Address (p. 2500)
NetworkInterfaceId: String
PrivateIpAddress: String
PrivateIpAddresses:
- PrivateIpAddressSpecification (p. 2506)
SecondaryPrivateIpAddressCount: Integer
SubnetId: String

プロパティ
AssociatePublicIpAddress
インスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てるかどうかを示します。インスタンスの起動時
に新しいネットワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。ネットワークインター
フェイスは、プライマリネットワークインターフェイスである必要があります。デフォルトサブネッ
トで起動する場合、デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeleteOnTermination
インスタンスの終了時にネットワークインターフェイスを自動的に削除するかどうかを示します。イ
ンスタンスの起動時に新しいネットワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
ネットワークインターフェイスの説明。インスタンスの起動時に新しいネットワークインターフェイ
スを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeviceIndex
アタッチの順序におけるネットワークインターフェイスの位置。プライマリネットワークインター
フェイスのデバイスインデックスは 0 です。
インスタンスの起動時にネットワークインターフェイスを作成する場合は、デバイスインデックスを
指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GroupSet
ネットワークインターフェイスのセキュリティグループの ID。インスタンスの起動時に新しいネット
ワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Ipv6AddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てる IPv6 アドレスの数。Amazon EC2 ではサブネットの範
囲から IPv6 アドレスが選択されます。同じリクエストで、このオプションと、特定の IPv6 アドレス
を割り当てるオプションを指定することはできません。起動するインスタンスの最小数を指定した場
合は、このオプションを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Ipv6Addresses
ネットワークインターフェイスに割り当てる 1 つ以上の IPv6 アドレス。同じリクエストで、このオ
プションと、多数の IPv6 アドレスを割り当てるオプションを指定することはできません。起動するイ
ンスタンスの最小数を指定した場合は、このオプションを指定できません。
必須: いいえ
タイプ: InstanceIpv6Address (p. 2500) のリスト
Update requires: No interruption
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NetworkInterfaceId
既存のネットワークインターフェイスをアタッチするときのネットワークインターフェイスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
ネットワークインターフェイスのプライベート IPv4 アドレス。インスタンスの起動時に新しいネット
ワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateIpAddresses
ネットワークインターフェイスに割り当てられた 1 つ以上のプライベート IPv4 アドレス。プライマ
リとして指定できるプライベート IPv4 アドレスは 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: PrivateIpAddressSpecification (p. 2506) のリスト
Update requires: No interruption
SecondaryPrivateIpAddressCount
セカンダリプライベート IPv4 アドレスの数。このオプションを指定したり、プライベート IP アドレ
スオプションを使用して複数のプライベート IP アドレスを指定したりすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SubnetId
ネットワークインターフェイスに関連付けられているサブネットの ID。インスタンスの起動時に新し
いネットワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance NoDevice
AMI のブロックデバイスマッピングに含まれる指定デバイスを制限します。デバイスを制限するには、空
の文字列を指定します。
NoDevice は、Amazon EC2 BlockDeviceMapping プロパティのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

YAML

AWS::EC2::Instance PrivateIpAddressSpecification
ネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスを指定します。
PrivateIpAddressSpecification は、AWS::EC2::NetworkInterface リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Primary" : Boolean,
"PrivateIpAddress" : String

YAML
Primary: Boolean
PrivateIpAddress: String

プロパティ
Primary
プライベート IPv4 アドレスがプライマリプライベート IPv4 アドレスであるかどうかを示します。プ
ライマリとして指定できる IPv4 アドレスは 1 つだけです。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
プライベート IPv4 アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance SsmAssociation
インスタンスに関連付ける AWS Systems Manager の SSM ドキュメントとパラメータ値を指定します。
SsmAssociations は、AWS::EC2::Instance リソースのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AssociationParameters" : [ AssociationParameter (p. 2489), ... ],
"DocumentName" : String

YAML
AssociationParameters:
- AssociationParameter (p. 2489)
DocumentName: String

プロパティ
AssociationParameters
関連付けられた SSM ドキュメントで使用する入力パラメータ値。
必須: いいえ
タイプ: AssociationParameter (p. 2489) のリスト
Update requires: No interruption
DocumentName
インスタンスに関連付ける SSM ドキュメント名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Instance Volume
インスタンスにアタッチするボリュームを指定します。
Volume は、 AWS::EC2::Instance リソースの埋め込みプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Device" : String,
"VolumeId" : String

YAML
Device: String
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VolumeId: String

プロパティ
Device
デバイス名 (/dev/sdh、xvdh など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VolumeId
EBS ボリュームの ID。ボリュームとそのアタッチ先インスタンスは同じアベイラビリティーゾーンに
存在している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::InternetGateway
VPC とともに使用するインターネットゲートウェイを割り当てます。作成後、インターネットゲートウェ
イを VPC にアタッチすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::InternetGateway",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::InternetGateway
Properties:
Tags:
- Tag

プロパティ
Tags
インターネットゲートウェイに割り当てられるすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
インターネットゲートウェイを作成する
次の例では、インターネットゲートウェイを作成し、タグが割り当てられます。

JSON
"Resources" : {
"myInternetGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::InternetGateway",
"Properties" : {
"Tags" : [ {"Key" : "stack", "Value" : "production"}]
}
}
}

YAML
myInternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
Properties:
Tags:
- Key: stack
Value: production

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateInternetGateway」
• Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」
• AWS::EC2::VPCGatewayAttachment リソースを使用して、インターネットゲートウェイを VPC と関連
付ける

AWS::EC2::LaunchTemplate
Amazon EC2 インスタンスの起動テンプレートを指定します。起動テンプレートには、インスタンスを起
動するためのパラメータが含まれます。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「 起動テンプ
レートからのインスタンスの起動」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties" : {
"LaunchTemplateData" : LaunchTemplateData (p. 2526),
"LaunchTemplateName" : String,
"TagSpecifications" : [ LaunchTemplateTagSpecification (p. 2534), ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
Properties:
LaunchTemplateData:
LaunchTemplateData (p. 2526)
LaunchTemplateName: String
TagSpecifications:
- LaunchTemplateTagSpecification (p. 2534)

プロパティ
LaunchTemplateData
起動テンプレートの情報。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateData (p. 2526)
Update requires: No interruption
LaunchTemplateName
起動テンプレートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9\(\)\.\-/_]+
Update requires: Replacement
TagSpecifications
作成時に起動テンプレートに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateTagSpecification (p. 2534) 一覧
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
lt-01238c059e3466abc などの起動テンプレートの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DefaultVersionNumber
デフォルトバージョンの起動テンプレート (例: 2)。
AWS CloudFormation では、デフォルトバージョンの起動テンプレートを指定することはできませ
ん。デフォルトバージョンは、mazon EC2 コンソール、または modify-launch-template AWS
CLI コマンドを使用して設定できます。
LatestVersionNumber
最新バージョンの起動テンプレート (例: 5)。

例
IAM インスタンスプロファイルを使用したテンプレートの起動
次の例では、起動テンプレートとインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
は、MyAdminRole という名前の IAM ロールが含まれており、この起動テンプレートによって作成された
インスタンスで実行されるアプリケーションにロールの一時的な認証情報を提供できます。
また、起動テンプレートでは、DisableApiTermination プロパティに true を指定することによ
り、Amazon EC2 コンソール、CLI、または API を使用するときにインスタンスの偶発的な終了を防ぐこ
とができます。この起動テンプレートによって作成されたインスタンスがデフォルト VPC で起動される
と、デフォルトでパブリック IP アドレスが割り当てられます。インスタンスがデフォルト以外の VPC で
起動される場合は、デフォルトでパブリック IP アドレスは割り当てられません。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyIamInstanceProfile":{
"Type":"AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties":{
"InstanceProfileName":"MyIamInstanceProfile",
"Path":"/",
"Roles":["MyAdminRole"]
}
},
"MyLaunchTemplate":{
"Type":"AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties":{
"LaunchTemplateName":"MyLaunchTemplate",
"LaunchTemplateData":{
"IamInstanceProfile":{
"Arn":{"Fn::GetAtt": ["MyIamInstanceProfile", "Arn"]}
},
"DisableApiTermination":"true",
"ImageId":"ami-04d5cc9b88example",
"InstanceType":"t2.micro",
"KeyName":"MyKeyPair",
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}

}

}

}

}

"SecurityGroupIds":[
"sg-083cd3bfb8example"
]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyIamInstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
InstanceProfileName: MyIamInstanceProfile
Path: "/"
Roles:
- MyAdminRole
MyLaunchTemplate:
Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
Properties:
LaunchTemplateName: MyLaunchTemplate
LaunchTemplateData:
IamInstanceProfile:
Arn: !GetAtt
- MyIamInstanceProfile
- Arn
DisableApiTermination: true
ImageId: ami-04d5cc9b88example
InstanceType: t2.micro
KeyName: MyKeyPair
SecurityGroupIds:
- sg-083cd3bfb8example

定義されたブロックデバイスマッピングによるテンプレートの起動
次の例では、ブロックデバイスマッピングを使用して起動テンプレートを作成します。暗号化された 22
GB の EBS ボリュームは /dev/xvdcv にマップされます。/dev/xvdcz ボリュームは、汎用 SSD (gp2) ボ
リュームタイプを使用し、アタッチされているインスタンスを終了するときに削除されます。この例では
Fn::Sub 関数を使用して、起動テンプレートの名前をカスタマイズしてスタック名を含めます。
起動テンプレートは、CPUCredits プロパティの unlimited の値を指定して、無制限モードで T2 イン
スタンスもプロビジョニングします。Monitoring が有効になっているため、EC2 メトリクスデータは
CloudWatch 経由で 1 分間隔 (詳細モニタリングと呼ばれます) で利用できるようになります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources":{
"myLaunchTemplate":{
"Type":"AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties":{
"LaunchTemplateName":{"Fn::Sub":"${AWS::StackName}-launch-template"},
"LaunchTemplateData":{
"BlockDeviceMappings":[{
"Ebs":{
"VolumeSize":"22",
"VolumeType":"gp2",
"DeleteOnTermination": true,
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}

}

}

}

}

"Encrypted": true
},
"DeviceName":"/dev/xvdcz"
}],
"CreditSpecification":{
"CpuCredits":"unlimited"
},
"Monitoring":{"Enabled":true},
"ImageId":"ami-04d5cc9b88example",
"InstanceType":"t2.micro",
"KeyName":"MyKeyPair",
"SecurityGroupIds":["sg-7c2270198example", "sg-903004f88example"]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myLaunchTemplate:
Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
Properties:
LaunchTemplateName: !Sub ${AWS::StackName}-launch-template
LaunchTemplateData:
BlockDeviceMappings:
- Ebs:
VolumeSize: 22
VolumeType: gp2
DeleteOnTermination: true
Encrypted: true
DeviceName: /dev/xvdcz
CreditSpecification:
CpuCredits: Unlimited
Monitoring:
Enabled: true
ImageId: ami-04d5cc9b88example
InstanceType: t2.micro
KeyName: MyKeyPair
SecurityGroupIds:
- sg-7c2270198example
- sg-903004f88example

Amazon EC2 Auto Scaling のパブリック IP アドレスを使用したテンプレートの起動
次の例では、デフォルト以外の VPC で起動したインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てる起動
テンプレートを作成して設定します。Amazon EC2 Auto Scaling のネットワークインターフェイスを指定
する場合、VPC サブネットを Auto Scaling グループのプロパティとして指定し、起動テンプレートでは指
定しません (無視されるため)。
この例の起動テンプレートでは、インスタンスプレイスメントのテナンシーも dedicated に設定されま
す。
Amazon EC2 Auto Scaling の起動テンプレートの作成に関する詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループの起動テンプレートの作成」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
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}

"Resources":{
"myLaunchTemplate":{
"Type":"AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties":{
"LaunchTemplateName":{
"Fn::Sub":"${AWS::StackName}-launch-template-for-auto-scaling"
},
"LaunchTemplateData":{
"NetworkInterfaces":[
{
"DeviceIndex":0,
"AssociatePublicIpAddress":true,
"Groups":[
"sg-7c2270198example",
"sg-903004f88example"
],
"DeleteOnTermination":true
}
],
"Placement":{
"Tenancy": "dedicated"
},
"ImageId":"ami-04d5cc9b88example",
"InstanceType":"t2.micro",
"KeyName":"MyKeyPair"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myLaunchTemplate:
Type: 'AWS::EC2::LaunchTemplate'
Properties:
LaunchTemplateName: !Sub '${AWS::StackName}-launch-template-for-auto-scaling'
LaunchTemplateData:
NetworkInterfaces:
- DeviceIndex: 0
AssociatePublicIpAddress: true
Groups:
- sg-7c2270198example
- sg-903004f88example
DeleteOnTermination: true
Placement:
Tenancy: dedicated
ImageId: ami-04d5cc9b88example
InstanceType: t2.micro
KeyName: MyKeyPair

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「 CreateLaunchTemplate」

AWS::EC2::LaunchTemplate BlockDeviceMapping
Amazon EC2 起動テンプレートのブロックデバイスマッピングに関する情報。
BlockDeviceMapping は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : Ebs (p. 2519),
"NoDevice" : String,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
Ebs (p. 2519)
NoDevice: String
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
デバイス名 (例: /dev/sdh または xvdh)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ebs
インスタンスを起動する際、EBS ボリュームを自動設定するために使用するパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Ebs (p. 2519)
Update requires: No interruption
NoDevice
ブロックデバイスマッピングでデバイスを省略するには、空の文字列を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VirtualName
仮想デバイスの名前 (ephemeralN)。インスタンスストアボリュームは 0 から番号が付けられます。
利用可能なインスタンスストアボリュームが 2 つあるインスタンスタイプの場合は、ephemeral0 と
ephemeral1 のマッピングを指定できます。使用できるインスタンスストアボリュームの数は、インス
タンスタイプによって異なります。インスタンスに接続したら、ボリュームをマウントする必要があ
ります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateBlockDeviceMappingRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate CapacityReservationSpecification
インスタンスのキャパシティーの予約のターゲティングオプションを指定します。一度に 1 つのオプショ
ンしか指定できません。
CapacityReservationSpecification は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロ
パティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CapacityReservationPreference" : String,
"CapacityReservationTarget" : CapacityReservationTarget (p. 2517)

YAML
CapacityReservationPreference: String
CapacityReservationTarget:
CapacityReservationTarget (p. 2517)

プロパティ
CapacityReservationPreference
インスタンスのキャパシティーの予約設定を示します。指定できる設定は以下のとおりです。
• open - インスタンスは、一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリ
ティーゾーン) を持つ open 状態のキャパシティーの予約で実行できます。
• none - インスタンスは、可能な場合でも、キャパシティーの予約での実行を回避します。インスタ
ンスはオンデマンドキャパシティーで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: none | open
Update requires: No interruption
CapacityReservationTarget
ターゲットのキャパシティー予約またはキャパシティー予約グループに関する情報。
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必須: いいえ
タイプ: CapacityReservationTarget (p. 2517)
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate CapacityReservationTarget
ターゲットのキャパシティーの予約を指定します。
CapacityReservationTarget は、Amazon EC2 LaunchTemplate LaunchTemplateData プロパティの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CapacityReservationId" : String,
"CapacityReservationResourceGroupArn" : String

YAML
CapacityReservationId: String
CapacityReservationResourceGroupArn: String

プロパティ
CapacityReservationId
インスタンスを実行するキャパシティー予約の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CapacityReservationResourceGroupArn
インスタンスを実行するキャパシティーの予約リソースグループの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate CpuOptions
インスタンスの CPU オプションを指定します。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイドの「CPU オプションの最適化」を参照してください。
CpuOptions は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CoreCount" : Integer,
"ThreadsPerCore" : Integer

YAML
CoreCount: Integer
ThreadsPerCore: Integer

プロパティ
CoreCount
インスタンスの CPU コアの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ThreadsPerCore
CPU コアあたりのスレッド数。インスタンスのマルチスレッドを無効にするには、値 1 を指定しま
す。それ以外の場合は、デフォルト値の 2 を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「CPU オプションの最適化」

AWS::EC2::LaunchTemplate CreditSpecification
T2、T3、または T3a インスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプションを指定します。
CreditSpecification は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CpuCredits" : String
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YAML
CpuCredits: String

プロパティ
CpuCredits
T2、T3、または T3a インスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプション。有効な値
は、standard および unlimited です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreditSpecificationRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate Ebs
Amazon EC2 起動テンプレートの EBS ボリュームのブロックデバイスのパラメータ。
Ebs は、AWS::EC2::LaunchTemplate BlockDeviceMapping のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"SnapshotId" : String,
"Throughput" : Integer,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
KmsKeyId: String
SnapshotId: String
Throughput: Integer
VolumeSize: Integer
VolumeType: String
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プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンス終了時に EBS ボリュームが削除されるかどうかを表します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Encrypted
EBS ボリュームが暗号化されているかどうかを示します。暗号化されたボリュームは、Amazon EBS
暗号化をサポートするインスタンスにのみアタッチすることができます。スナップショットからボ
リュームを作成する場合、暗号化の値は指定できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Iops
1 秒あたりの I/O 操作の数 (IOPS)。gp3、io1、io2 ボリュームの場合、これはボリュームでプロビ
ジョニングされている IOPS の数を表します。gp2 ボリュームの場合、これはボリュームのベースラ
インパフォーマンスと、バースト用の I/O クレジットがこのボリュームに蓄積されるレートを表しま
す。
以下は、各ボリュームタイプでサポートされている値です。
• gp3: 3,000-16,000 IOPS
• io1: 100-64,000 IOPS
• io2: 100-64,000 IOPS
io1、io2 ボリュームについては、Nitro System で構築されたインスタンスのみ 64,000 IOPS を保証
します。その他のインスタンスファミリーは、最大 32,000 IOPS までのパフォーマンスを保証しま
す。
このパラメータは、io1、io2、gp3 ボリュームのみでサポートされています。このパラメータ
は、gp2、st1、sc1、standard ボリュームではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KmsKeyId
暗号化に使用される対称 AWS Key Management Service (AWS KMS) CMK の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnapshotId
スナップショットの ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Throughput
gp3 ボリュームにプロビジョニングするスループット。最大 1,000 MiB/秒。
値の範囲: 最小値 は 125 です。最大値は 1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeSize
ボリュームのサイズ (GiB 単位)。スナップショット ID またはボリュームサイズを指定する必要があり
ます。各ボリュームタイプでサポートされているボリュームサイズは以下のとおりです。
• gp2 と gp3: 1-16、384
• io1 と io2: 4-16,384
• st1 と sc1: 125-16,384
• standard: 1-1,024
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。詳細については、『Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド』の
「Amazon EBS ボリュームの種類」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateEbsBlockDeviceRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate ElasticGpuSpecification
Amazon EC2 起動テンプレートの Elastic GPU の仕様を指定します。
ElasticGpuSpecification は、 AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティで
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
Elastic Graphics アクセラレーターのタイプ。Type に指定する値の詳細については、Windows イ
ンスタンス用 Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの 「Elastic Graphics の基礎」、特に
「Elastic Graphics アクセラレーター列」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「ElasticGpuSpecification」

AWS::EC2::LaunchTemplate EnclaveOptions
インスタンスが AWS Nitro Enclaves で有効かどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
このパラメータが true に設定されている場合、インスタンスは AWS Nitro Enclaves で有効になりま
す。それ以外の場合、AWS Nitro Enclaves では有効になりません。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate HibernationOptions
インスタンスを休止に設定するかどうかを指定します。このパラメータは、インスタンスが休止の前提条
件を満たしている場合にのみ有効です。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンス
の休止」を参照してください。
HibernationOptions は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Configured" : Boolean

YAML
Configured: Boolean

プロパティ
Configured
このパラメータを true に設定すると、インスタンスの休止が有効になります。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate IamInstanceProfile
インスタンスの IAM ロールのコンテナである IAM インスタンスプロファイルを指定します。IAM ロール
を使用して、AWS 認証情報をインスタンスに配布できます。
Amazon EC2 Auto Scaling グループで使用する起動テンプレートを作成する場合、インスタンスプロファ
イルの名前または ARN のいずれかを指定できますが、両方を指定することはできません。
IamInstanceProfile は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Arn" : String,
"Name" : String

YAML
Arn: String
Name: String

プロパティ
Arn
インスタンスプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
インスタンスプロファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate InstanceMarketOptions
インスタンスの市場 (購入) オプションを指定します。
InstanceMarketOptions は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MarketType" : String,
"SpotOptions" : SpotOptions (p. 2544)

YAML
MarketType: String
SpotOptions:
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プロパティ
MarketType
市場タイプ。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: spot
Update requires: No interruption
SpotOptions
スポットインスタンスのオプション。
必須: いいえ
タイプ: SpotOptions (p. 2544)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「aunchTemplateInstanceMarketOptionsRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate Ipv6Add
Amazon EC2 起動テンプレートで IPv6 アドレスを指定します。
Ipv6Add は、AWS::EC2::LaunchTemplate NetworkInterface のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ipv6Address" : String

YAML
Ipv6Address: String

プロパティ
Ipv6Address
サブネットの IPv6 CIDR ブロック範囲からの 1 つ以上の特定の IPv6 アドレス。多数の IPv6 アドレス
を指定する場合、このオプションは使用できません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「InstanceIpv6AddressRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData
起動テンプレートに含める情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BlockDeviceMappings" : [ BlockDeviceMapping (p. 2514), ... ],
"CapacityReservationSpecification" : CapacityReservationSpecification (p. 2516),
"CpuOptions" : CpuOptions (p. 2517),
"CreditSpecification" : CreditSpecification (p. 2518),
"DisableApiTermination" : Boolean,
"EbsOptimized" : Boolean,
"ElasticGpuSpecifications" : [ ElasticGpuSpecification (p. 2521), ... ],
"ElasticInferenceAccelerators" : [ LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator (p. 2534), ... ],
"EnclaveOptions" : EnclaveOptions (p. 2522),
"HibernationOptions" : HibernationOptions (p. 2523),
"IamInstanceProfile" : IamInstanceProfile (p. 2523),
"ImageId" : String,
"InstanceInitiatedShutdownBehavior" : String,
"InstanceMarketOptions" : InstanceMarketOptions (p. 2524),
"InstanceType" : String,
"KernelId" : String,
"KeyName" : String,
"LicenseSpecifications" : [ LicenseSpecification (p. 2535), ... ],
"MetadataOptions" : MetadataOptions (p. 2536),
"Monitoring" : Monitoring (p. 2537),
"NetworkInterfaces" : [ NetworkInterface (p. 2538), ... ],
"Placement" : Placement (p. 2541),
"RamDiskId" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"TagSpecifications" : [ TagSpecification (p. 2546), ... ],
"UserData" : String

}

YAML
BlockDeviceMappings:
- BlockDeviceMapping (p. 2514)
CapacityReservationSpecification:
CapacityReservationSpecification (p. 2516)
CpuOptions:
CpuOptions (p. 2517)
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CreditSpecification (p. 2518)
DisableApiTermination: Boolean
EbsOptimized: Boolean
ElasticGpuSpecifications:
- ElasticGpuSpecification (p. 2521)
ElasticInferenceAccelerators:
- LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator (p. 2534)
EnclaveOptions:
EnclaveOptions (p. 2522)
HibernationOptions:
HibernationOptions (p. 2523)
IamInstanceProfile:
IamInstanceProfile (p. 2523)
ImageId: String
InstanceInitiatedShutdownBehavior: String
InstanceMarketOptions:
InstanceMarketOptions (p. 2524)
InstanceType: String
KernelId: String
KeyName: String
LicenseSpecifications:
- LicenseSpecification (p. 2535)
MetadataOptions:
MetadataOptions (p. 2536)
Monitoring:
Monitoring (p. 2537)
NetworkInterfaces:
- NetworkInterface (p. 2538)
Placement:
Placement (p. 2541)
RamDiskId: String
SecurityGroupIds:
- String
SecurityGroups:
- String
TagSpecifications:
- TagSpecification (p. 2546)
UserData: String

プロパティ
BlockDeviceMappings
ブロックデバイスマッピング。
必須: いいえ
タイプ: BlockDeviceMapping (p. 2514) のリスト
Update requires: No interruption
CapacityReservationSpecification
キャパシティーの予約のターゲティングオプション。このパラメータを指定しなかった場合は、イン
スタンスのキャパシティー予約設定がデフォルトで open に設定されるため、一致する属性 (インスタ
ンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン) を含むすべてのオープン状態のキャパシ
ティー予約で実行できます。
必須: いいえ
タイプ: CapacityReservationSpecification (p. 2516)
Update requires: No interruption
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CpuOptions
インスタンスの CPU オプション。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイ
ドの「CPU オプションの最適化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CpuOptions (p. 2517)
Update requires: No interruption
CreditSpecification
インスタンスの CPU 使用率に関するクレジットオプション。T2、T3、または T3a インスタンスにの
み有効です。
必須: いいえ
タイプ: CreditSpecification (p. 2518)
Update requires: No interruption
DisableApiTermination
このパラメータを true に設定した場合は、Amazon EC2 コンソール、CLI、または API を使用し
てインスタンスを終了できません。それ以外の場合は可能です。起動後にこの属性を変更するに
は、ModifyInstanceAttribute を使用します。また、InstanceInitiatedShutdownBehavior を
terminate に設定した場合は、インスタンスから shutdown コマンドを実行してインスタンスを終了
できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EbsOptimized
インスタンスが Amazon EBS I/O 用に最適化されているかどうかを示します。この最適化によ
り、Amazon EBS への専用のスループット、および最適な Amazon EBS I/O パフォーマンスを得るた
めの最適化された設定スタックが提供されます。この最適化は、すべてのインスタンスタイプで使用
できるわけではありません。EBS 最適化インスタンスをする場合は、追加料金が適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ElasticGpuSpecifications
インスタンスに関連付ける Elastic GPU。
必須: いいえ
タイプ: ElasticGpuSpecification (p. 2521) のリスト
Update requires: No interruption
ElasticInferenceAccelerators
インスタンスの Elastic Inference アクセラレーター。
必須: いいえ
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タイプ: LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator (p. 2534) のリスト
Update requires: No interruption
EnclaveOptions
インスタンスが AWS Nitro Enclaves で有効かどうかを示します。詳細については、AWS Nitro
Enclaves ユーザーガイドの AWS Nitro Enclaves とはを参照してください。
AWS Nitro Enclaves と休止を同一のインスタンスで有効にすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: EnclaveOptions (p. 2522)
Update requires: No interruption
HibernationOptions
インスタンスの休止が有効であるかどうかを示します。このパラメータは、インスタンスが休止の前
提条件を満たしている場合にのみ有効です。詳細については、『Amazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイド』の「インスタンスの休止」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: HibernationOptions (p. 2523)
Update requires: No interruption
IamInstanceProfile
Amazon リソースネーム (ARN) または IAM インスタンスプロファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: IamInstanceProfile (p. 2523)
Update requires: No interruption
ImageId
AMI の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceInitiatedShutdownBehavior
インスタンスからシャットダウンを開始するときに、インスタンスを停止または終了するかどうかを
示します (システムシャットダウンを行うオペレーションシステムコマンドを使用)。
デフォルト: stop
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: stop | terminate
Update requires: No interruption
InstanceMarketOptions
インスタンスの市場 (購入) オプション。
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必須: いいえ
タイプ: InstanceMarketOptions (p. 2524)
Update requires: No interruption
InstanceType
インスタンスタイプ。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「インスタ
ンスタイプ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: a1.2xlarge | a1.4xlarge | a1.large | a1.medium | a1.metal |
a1.xlarge | c1.medium | c1.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge
| c3.large | c3.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large
| c4.xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge |
c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large | c5.metal | c5.xlarge | c5a.12xlarge
| c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.large | c5a.xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge
| c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge | c5ad.8xlarge | c5ad.large | c5ad.xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge
| c5d.9xlarge | c5d.large | c5d.metal | c5d.xlarge | c5n.18xlarge |
c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge | c5n.large | c5n.metal | c5n.xlarge
| c6g.12xlarge | c6g.16xlarge | c6g.2xlarge | c6g.4xlarge | c6g.8xlarge
| c6g.large | c6g.medium | c6g.metal | c6g.xlarge | c6gd.12xlarge |
c6gd.16xlarge | c6gd.2xlarge | c6gd.4xlarge | c6gd.8xlarge | c6gd.large
| c6gd.medium | c6gd.metal | c6gd.xlarge | c6gn.12xlarge | c6gn.16xlarge
| c6gn.2xlarge | c6gn.4xlarge | c6gn.8xlarge | c6gn.large | c6gn.medium
| c6gn.xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | cg1.4xlarge | cr1.8xlarge |
d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge | d2.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge
| d3.8xlarge | d3.xlarge | d3en.12xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge
| d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.xlarge | f1.16xlarge | f1.2xlarge
| f1.4xlarge | g2.2xlarge | g2.8xlarge | g3.16xlarge | g3.4xlarge |
g3.8xlarge | g3s.xlarge | g4ad.16xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge |
g4ad.8xlarge | g4ad.xlarge | g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.2xlarge
| g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge | g4dn.metal | g4dn.xlarge | h1.16xlarge
| h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | hi1.4xlarge | hs1.8xlarge |
i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | i2.xlarge | i3.16xlarge | i3.2xlarge
| i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.large | i3.metal | i3.xlarge | i3en.12xlarge
| i3en.24xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.large
| i3en.metal | i3en.xlarge | inf1.24xlarge | inf1.2xlarge | inf1.6xlarge
| inf1.xlarge | m1.large | m1.medium | m1.small | m1.xlarge | m2.2xlarge
| m2.4xlarge | m2.xlarge | m3.2xlarge | m3.large | m3.medium | m3.xlarge |
m4.10xlarge | m4.16xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge |
m5.8xlarge | m5.large | m5.metal | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge | m5ad.2xlarge
| m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5d.12xlarge
| m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.large | m5d.metal | m5d.xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge |
m5dn.24xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.large
| m5dn.metal | m5dn.xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge
| m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.large | m5n.metal |
m5n.xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge
| m5zn.large | m5zn.metal | m5zn.xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge |
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m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.large | m6g.medium | m6g.metal
| m6g.xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge
| m6gd.8xlarge | m6gd.large | m6gd.medium | m6gd.metal | m6gd.xlarge |
m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.2xlarge | m6i.32xlarge
| m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.large | m6i.xlarge | mac1.metal |
p2.16xlarge | p2.8xlarge | p2.xlarge | p3.16xlarge | p3.2xlarge | p3.8xlarge
| p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge |
r3.large | r3.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.large | r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge
| r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.metal | r5.xlarge | r5a.12xlarge
| r5a.16xlarge | r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.large | r5a.xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge
| r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.large | r5ad.xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge
| r5b.8xlarge | r5b.large | r5b.metal | r5b.xlarge | r5d.12xlarge |
r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.large | r5d.metal | r5d.xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge |
r5dn.24xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.large
| r5dn.metal | r5dn.xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge |
r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.large | r5n.metal | r5n.xlarge
| r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge
| r6g.large | r6g.medium | r6g.metal | r6g.xlarge | r6gd.12xlarge |
r6gd.16xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.large |
r6gd.medium | r6gd.metal | r6gd.xlarge | t1.micro | t2.2xlarge | t2.large
| t2.medium | t2.micro | t2.nano | t2.small | t2.xlarge | t3.2xlarge
| t3.large | t3.medium | t3.micro | t3.nano | t3.small | t3.xlarge |
t3a.2xlarge | t3a.large | t3a.medium | t3a.micro | t3a.nano | t3a.small |
t3a.xlarge | t4g.2xlarge | t4g.large | t4g.medium | t4g.micro | t4g.nano |
t4g.small | t4g.xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal
| u-24tb1.metal | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.metal |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.16xlarge
| x1e.2xlarge | x1e.32xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.xlarge |
x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge
| x2gd.large | x2gd.medium | x2gd.metal | x2gd.xlarge | z1d.12xlarge |
z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.large | z1d.metal | z1d.xlarge
Update requires: No interruption
KernelId
カーネルの ID。
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「ユーザー提供カーネル」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyName
キーペアの名前。CreateKeyPair または ImportKeyPair を使用してキーペアを作成できます。

Important
キーペアを指定しない場合は、ユーザーが別の方法でログインすることを許可するように設
定された AMI を選択した場合を除き、インスタンスに接続することはできません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LicenseSpecifications
ライセンス設定。
必須: いいえ
タイプ: LicenseSpecification (p. 2535) のリスト
Update requires: No interruption
MetadataOptions
インスタンスのメタデータオプション。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガ
イドの「インスタンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: MetadataOptions (p. 2536)
Update requires: No interruption
Monitoring
インスタンスのモニタリング。
必須: いいえ
タイプ: Monitoring (p. 2537)
Update requires: No interruption
NetworkInterfaces
1 つ以上のネットワークインターフェイス。ネットワークインターフェイスを指定する場合、ネット
ワークインターフェイスの一部としてセキュリティグループとサブネットを指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: NetworkInterface (p. 2538) のリスト
Update requires: No interruption
Placement
インスタンスのプレイスメント。
必須: いいえ
タイプ: Placement (p. 2541)
Update requires: No interruption
RamDiskId
RAM ディスクの ID。

Important
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細につい
ては、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「ユーザー提供カーネル」を参照し
てください。
API バージョン 2010-05-15
2532

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
1 つまたは複数のセキュリティグループ ID。CreateSecurityGroup を使用してセキュリティグループ
を作成できます。同一リクエストのセキュリティグループ ID とセキュリティ名の両方を指定すること
はできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SecurityGroups
[EC2-Classic、デフォルト VPC] 1 つ以上のセキュリティグループ名。デフォルト以外の VPC の場合
は、代わりにセキュリティグループ ID を使用する必要があります。同一リクエストのセキュリティグ
ループ ID とセキュリティ名の両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TagSpecifications
タグは、起動中のリソースに適用されます。起動時にインスタンスとボリュームにのみタグを付ける
ことができます。指定されたタグは、すべてのインスタンス、または起動時に作成されたボリューム
に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: TagSpecification (p. 2546) のリスト
Update requires: No interruption
UserData
インスタンスで利用可能なユーザーデータ。base64 でエンコードされたテキストを指定する必要が
あります。ユーザーデータのサイズの上限は 16 KB です。詳細については、「Linux インスタンスで
の起動時のコマンドの実行」 (Linux) または「ユーザーデータの追加」 (Windows) を参照してくださ
い。
AWS Batch で使用する起動テンプレートを作成する場合、ユーザーデータは MIME マルチパートアー
カイブ形式で提供する必要があります。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの「起動テンプ
レートの Amazon EC2 ユーザーデータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「RequestLaunchTemplateData」
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AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator
Elastic Inference アクセラレーターを指定します。
LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator は、AWS::EC2::LaunchTemplate
LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Count" : Integer,
"Type" : String

YAML
Count: Integer
Type: String

プロパティ
Count
インスタンスにアタッチする Elastic Inference アクセラレーターの数。
デフォルト: 1
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Type
Elastic Inference アクセラレーターのタイプ。指定できる値は、eia1.medium、eia1.large、および
eia1.xlarge です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateTagSpecification
作成時に起動テンプレートに適用するタグを指定します。
LaunchTemplateTagSpecification は、AWS::EC2::LaunchTemplate のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
リソースのタイプ。起動テンプレートにタグを付けるには、ResourceType を launch-template
にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetgateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localgateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: No interruption
Tags
リソースのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate LicenseSpecification
インスタンスのライセンス設定を指定します。
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LicenseSpecification は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LicenseConfigurationArn" : String

YAML
LicenseConfigurationArn: String

プロパティ
LicenseConfigurationArn
ライセンス設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptions
インスタンスのメタデータオプションを指定します。
MetadataOptions は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HttpEndpoint" : String,
"HttpPutResponseHopLimit" : Integer,
"HttpTokens" : String

YAML
HttpEndpoint: String
HttpPutResponseHopLimit: Integer
HttpTokens: String

プロパティ
HttpEndpoint
このパラメータは、インスタンスの HTTP メタデータエンドポイントを有効または無効にします。パ
ラメータを指定しない場合、デフォルトの状態は enabled です。
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Note
disabled の値を指定すると、インスタンスメタデータにアクセスできなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disabled | enabled
Update requires: No interruption
HttpPutResponseHopLimit
インスタンスメタデータリクエストで必要な HTTP PUT レスポンスのホップ制限。数値が大きいほ
ど、インスタンスメタデータリクエストの転送距離を伸ばすことができます。
デフォルト: 1
指定できる値: 1～64 の整数
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HttpTokens
インスタンスメタデータリクエストのトークンの使用状況。パラメータがリクエストで指定されてい
ない場合、デフォルトの状態は optional です。
状態が optional の場合、リクエストの署名付きトークンヘッダーの有無にかかわらず、インスタン
スメタデータを取得するように選択できます。トークンを使用せずに IAM ロールの認証情報を取得す
ると、バージョン 1.0 のロール認証情報が返されます。有効な署名付きトークンを使用して IAM ロー
ルの認証情報を取得すると、バージョン 2.0 のロール認証情報が返されます。
状態が required の場合、インスタンスメタデータ取得リクエストとともに署名付きトークンヘッ
ダーを送信する必要があります。この状態では、IAM ロールの認証情報を取得すると、常にバージョ
ン 2.0 の認証情報が返されます。バージョン 1.0 の認証情報は利用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: optional | required
Update requires: No interruption

AWS::EC2::LaunchTemplate Monitoring
インスタンスに対して詳細モニタリングを有効にするかどうかを指定します。
Monitoring は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
詳細モニタリングを有効にするには、true を指定します。それ以外の場合は、基本モニタリングが
有効です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplatesMonitoringRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate NetworkInterface
ネットワークインターフェイスのパラメータを指定します。
NetworkInterface は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssociateCarrierIpAddress" : Boolean,
"AssociatePublicIpAddress" : Boolean,
"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Description" : String,
"DeviceIndex" : Integer,
"Groups" : [ String, ... ],
"InterfaceType" : String,
"Ipv6AddressCount" : Integer,
"Ipv6Addresses" : [ Ipv6Add (p. 2525), ... ],
"NetworkCardIndex" : Integer,
"NetworkInterfaceId" : String,
"PrivateIpAddress" : String,
"PrivateIpAddresses" : [ PrivateIpAdd (p. 2543), ... ],
"SecondaryPrivateIpAddressCount" : Integer,
"SubnetId" : String

YAML
AssociateCarrierIpAddress: Boolean
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AssociatePublicIpAddress: Boolean
DeleteOnTermination: Boolean
Description: String
DeviceIndex: Integer
Groups:
- String
InterfaceType: String
Ipv6AddressCount: Integer
Ipv6Addresses:
- Ipv6Add (p. 2525)
NetworkCardIndex: Integer
NetworkInterfaceId: String
PrivateIpAddress: String
PrivateIpAddresses:
- PrivateIpAdd (p. 2543)
SecondaryPrivateIpAddressCount: Integer
SubnetId: String

プロパティ
AssociateCarrierIpAddress
新しいネットワークインターフェイスのキャリア IP アドレスを eth0 に関連付けるかどうかを示しま
す。
Wavelength Zone でインスタンスを起動し、キャリア IP アドレスをネットワークインターフェイス
に関連付ける場合は、このオプションを使用します。キャリア IP アドレスの詳細については、AWS
Wavelength デベロッパーガイドの「キャリア IP アドレス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AssociatePublicIpAddress
パブリック IPv4 アドレスをネットワークインターフェイスの eth0 に関連付けます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeleteOnTermination
インスタンスの終了時にネットワークインターフェイスを自動的に削除するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
ネットワークインターフェイスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DeviceIndex
ネットワークインターフェイスのアタッチメントのデバイスインデックス。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Groups
1 つ以上のセキュリティグループの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
InterfaceType
ネットワークインターフェイスのタイプ。Elastic Fabric Adapter (EFA) を作成するには、efa を
指定します。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「Elastic Fabric
Adapter」を参照してください。
EFA を作成しない場合は、interface を指定するか、このパラメータを省略します。
有効な値: interface | efa
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ipv6AddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てる IPv6 アドレスの数。Amazon EC2 ではサブネットの範
囲から自動的に IPv6 アドレスが選択されます。特定の IPv6 アドレスを指定する場合、このオプショ
ンは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Ipv6Addresses
サブネットの IPv6 CIDR ブロック範囲からの 1 つ以上の特定の IPv6 アドレス。多数の IPv6 アドレス
を指定する場合、このオプションは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: Ipv6Add (p. 2525) のリスト
Update requires: No interruption
NetworkCardIndex
ネットワークカードのインデックス。インスタンスタイプによっては、複数のネットワークカード
がサポートされているものもあります。プライマリネットワークインターフェイスは、ネットワーク
カードインデックス 0 に割り当てる必要があります。デフォルトは、ネットワークカードインデック
ス 0 です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
ネットワークインターフェイスのプライマリプライベート IPv4 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateIpAddresses
1 つ以上のプライベート IPv4 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: PrivateIpAdd (p. 2543) のリスト
Update requires: No interruption
SecondaryPrivateIpAddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てるセカンダリプライベート IPv4 アドレスの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SubnetId
ネットワークインターフェイスのサブネットの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateInstanceNetworkInterfaceSpecificationRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate Placement
インスタンスのプレイスメントを指定します。
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Placement は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Affinity" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"GroupName" : String,
"HostId" : String,
"HostResourceGroupArn" : String,
"PartitionNumber" : Integer,
"SpreadDomain" : String,
"Tenancy" : String

YAML
Affinity: String
AvailabilityZone: String
GroupName: String
HostId: String
HostResourceGroupArn: String
PartitionNumber: Integer
SpreadDomain: String
Tenancy: String

プロパティ
Affinity
Dedicated Host のインスタンスのアフィニティ設定。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
インスタンスのアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GroupName
インスタンスのプレイスメントグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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HostId
インスタンスの Dedicated Host の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HostResourceGroupArn
インスタンスを起動するホストリソースグループの ARN。ホストリソースグループ ARN を指定する
場合は、Tenancy パラメータを省略するか、または host に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PartitionNumber
インスタンスを起動するパーティションの番号。プレイスメントグループ戦略が partition に設定
されている場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SpreadDomain
将来の利用のために予約されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tenancy
インスタンスのテナンシー (インスタンスが VPC で実行されている場合)。専有テナンシーを持つイン
スタンスは、シングルテナントのハードウェアで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default | host
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplatePlacementRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate PrivateIpAdd
ネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスを指定します。
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PrivateIpAdd は、AWS::EC2::LaunchTemplate NetworkInterface のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Primary" : Boolean,
"PrivateIpAddress" : String

YAML
Primary: Boolean
PrivateIpAddress: String

プロパティ
Primary
プライベート IPv4 アドレスがプライマリプライベート IPv4 アドレスであるかどうかを示します。プ
ライマリとして指定できる IPv4 アドレスは 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
プライベート IPv4 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「PrivateIpAddressSpecification」

AWS::EC2::LaunchTemplate SpotOptions
スポットインスタンスのオプションを指定します。
SpotOptions は、AWS::EC2::LaunchTemplate InstanceMarketOptions のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BlockDurationMinutes" : Integer,
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}

"InstanceInterruptionBehavior" : String,
"MaxPrice" : String,
"SpotInstanceType" : String,
"ValidUntil" : String

YAML
BlockDurationMinutes: Integer
InstanceInterruptionBehavior: String
MaxPrice: String
SpotInstanceType: String
ValidUntil: String

プロパティ
BlockDurationMinutes
スポットインスタンス (スポットブロックとも呼ばれます) の必要な期間 (分)。この値は 60 の倍数
(60、120、180、240、300、360) である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceInterruptionBehavior
スポットインスタンスが中断された場合の動作。デフォルト: terminate。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: hibernate | stop | terminate
Update requires: No interruption
MaxPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考える上限価格。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SpotInstanceType
スポットインスタンスのリクエストタイプ。
Auto Scaling グループでスポットインスタンスを使用している場合は、グループが希望する容量を下
回るたびに、Amazon EC2 Auto Scaling サービスが新しいスポットインスタンスのリクエストを処理
するため、one-time リクエストを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: one-time | persistent
Update requires: No interruption
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ValidUntil
リクエストの終了日。ワンタイムリクエストの場合、すべてのインスタンスが起動するか、リクエス
トがキャンセルされるか、この日付に達するまで、リクエストはアクティブのままです。リクエスト
が永続的である場合、リクエストはキャンセルされるか、この日時に達するまでアクティブのままで
す。デフォルトの終了日は、現在の日付から 7 日間です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateSpotMarketOptionsRequest」

AWS::EC2::LaunchTemplate TagSpecification
リソースが起動テンプレート用に作成されているときにリソースに適用するタグを指定します。
TagSpecification は、TagSpecifications のプロパティタイプです。TagSpecifications
は、AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateData のプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
タグ付けするリソースのタイプ。現在、作成中のタグ付けをサポートするリソースタイプ
は、instance および volume です。作成後のリソースにタグを付ける場合は、「CreateTags」を参
照してください。
条件付き: タグを設定した場合は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetAPI バージョン 2010-05-15
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gateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localgateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: No interruption
Tags
リソースに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「LaunchTemplateTagSpecificationRequest」

AWS::EC2::LocalGatewayRoute
指定したローカルゲートウェイルートテーブルの静的ルートを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::LocalGatewayRoute",
"Properties" : {
"DestinationCidrBlock" : String,
"LocalGatewayRouteTableId" : String,
"LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::LocalGatewayRoute
Properties:
DestinationCidrBlock: String
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LocalGatewayRouteTableId: String
LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId: String

プロパティ
DestinationCidrBlock
送信先の一致に使用される CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LocalGatewayRouteTableId
ローカルゲートウェイルートテーブルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId
仮想インターフェイスグループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ローカルゲートウェイ の
ID。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
State
ローカルゲートウェイルートテーブルの状態。
Type
ローカルゲートウェイルートのタイプ。

以下の資料も参照してください。
• AWS Outposts ユーザーガイドのローカルゲートウェイ
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateLocalGatewayRouteTable」
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AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation
指定された VPC を指定されたローカルゲートウェイルートテーブルに関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation",
"Properties" : {
"LocalGatewayRouteTableId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation
Properties:
LocalGatewayRouteTableId: String
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
LocalGatewayRouteTableId
ローカルゲートウェイルートテーブルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
関連付けに割り当てられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LocalGatewayId
ローカルゲートウェイの ID。
LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId
関連付けの ID。
State
関連付けの状態。

以下の資料も参照してください。
• AWS Outposts ユーザーガイドのローカルゲートウェイ
• Amazon EC2 API Reference の「CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation」

AWS::EC2::NatGateway
指定されたサブネットでネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを指定します。パブリック NAT
ゲートウェイまたはプライベート NAT ゲートウェイを作成できます。デフォルトはパブリック NAT ゲー
トウェイです。パブリック NAT ゲートウェイを作成する場合は、Elastic IP アドレスを指定する必要があ
ります。
NAT ゲートウェイを使用すると、プライベートサブネット内のインスタンスは、NAT ゲートウェイの IP
アドレスを使用して、インターネット、その他の AWS のサービス、またはオンプレミスネットワークに
接続できます。
NAT ゲートウェイを指すデフォルトルート (AWS::EC2::Route リソース) を追加した場合は、ルートの
NatGatewayId プロパティに NAT ゲートウェイの ID を指定します。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの NAT ゲートウェイを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::NatGateway",
"Properties" : {
"AllocationId" : String,
"ConnectivityType" : String,
"SubnetId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::EC2::NatGateway
Properties:
AllocationId: String
ConnectivityType: String
SubnetId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AllocationId
[パブリック NAT ゲートウェイのみ] NAT ゲートウェイに関連付ける Elastic IP アドレスの割り当て
ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConnectivityType
NAT ゲートウェイがパブリック接続またはプライベート接続をサポートするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: private | public
Update requires: Replacement
SubnetId
NAT ゲートウェイが存在するサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
NAT ゲートウェイのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
リソース名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。たとえ
ば、nat-0a12bc456789de0fg と指定します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
NAT ゲートウェイ
次の例では、NAT ゲートウェイと NAT ゲートウェイをルートテーブルに関連付けるルートを作成しま
す。ルートテーブルをインターネットゲートウェイに関連付けて、NAT ゲートウェイからインターネット
に接続できるようにする必要があります。

JSON
"NAT" : {
"Type" : "AWS::EC2::NatGateway",
"Properties" : {
"AllocationId" : { "Fn::GetAtt" : ["EIP", "AllocationId"]},
"SubnetId" : { "Ref" : "Subnet"},
"Tags" : [ {"Key" : "stack", "Value" : "production" } ]
}
},
"EIP" : {
"DependsOn" : "VPCGatewayAttach",
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"Domain" : "vpc"
}
},
"Route" : {
"Type" : "AWS::EC2::Route",
"Properties" : {
"RouteTableId" : { "Ref" : "RouteTable" },
"DestinationCidrBlock" : "0.0.0.0/0",
"NatGatewayId" : { "Ref" : "NAT" }
}
}

YAML
NAT:
Type: AWS::EC2::NatGateway
Properties:
AllocationId:
Fn::GetAtt:
- EIP
- AllocationId
SubnetId:
Ref: Subnet
Tags:
- Key: stack
Value: production
EIP:
DependsOn: VPCGatewayAttach
Type: AWS::EC2::EIP
Properties:
Domain: vpc
Route:
Type: AWS::EC2::Route
Properties:
RouteTableId:
Ref: RouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
NatGatewayId:
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Ref: NAT

AWS::EC2::NetworkAcl
VPC のネットワーク ACL を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::NetworkAcl",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkAcl
Properties:
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
Tags
この ACL に対するタグ (キーと値のペア) の任意のセット。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
ネットワーク ACL の VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
ネットワーク ACL
次の例では、VPC 内のネットワーク ACL を作成します。

JSON
"myNetworkAcl" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkAcl",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "myVPC" },
"Tags" : [ { "Key" : "stack", "Value" : "production" } ]
}
}

YAML
myNetworkAcl:
Type: AWS::EC2::NetworkAcl
Properties:
VpcId:
Ref: myVPC
Tags:
- Key: stack
Value: production

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateNetworkAcl 」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「ネットワーク ACL」

AWS::EC2::NetworkAclEntry
指定されたルール番号によってネットワーク ACL にエントリ (つまりルール) を指定します。各ネット
ワーク ACL には、番号付きの Ingress ルールのセットと、番号付きの Egress ルールのセットがありま
す。
プロトコル値の詳細については、Internet Assigned Numbers Authority(IANA) ウェブサイトの Protocol
Numbers を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::NetworkAclEntry",
"Properties" : {
"CidrBlock" : String,
"Egress" : Boolean,
"Icmp" : Icmp (p. 2558),
"Ipv6CidrBlock" : String,
"NetworkAclId" : String,
"PortRange" : PortRange (p. 2559),
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}

}

"Protocol" : Integer,
"RuleAction" : String,
"RuleNumber" : Integer

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry
Properties:
CidrBlock: String
Egress: Boolean
Icmp:
Icmp (p. 2558)
Ipv6CidrBlock: String
NetworkAclId: String
PortRange:
PortRange (p. 2559)
Protocol: Integer
RuleAction: String
RuleNumber: Integer

プロパティ
CidrBlock
CIDR 表記 (たとえば、172.16.0.0/24) での、許可または拒否する IPv4 CIDR 範囲。要件は条件付きで
す: CidrBlock または Ipv6CidrBlock プロパティを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Egress
このルールが、サブネットからの送信トラフィックに適用される (true) か、サブネットへの受信ト
ラフィックに適用される (false) か。デフォルトでは、AWS CloudFormation は false を指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Icmp
Internet Control Message Protocol (ICMP) のコードおよびタイプ。要件は条件付きです: プロトコルパ
ラメータに 1 (ICMP) が指定されている場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: Icmp (p. 2558)
Update requires: No interruption
Ipv6CidrBlock
CIDR 表記での、許可または拒否する IPv6 ネットワーク範囲。要件は条件付きです: CidrBlock また
は Ipv6CidrBlock プロパティを指定する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkAclId
エントリの ACL の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PortRange
UDP/TCP プロトコルのポート番号の範囲。プロトコルパラメータに 6 (TCP) または 17 (UDP) が指定
されている場合は条件付きが必須です。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2559)
Update requires: No interruption
Protocol
ルールが適用される IP プロトコル。-1 またはプロトコル番号を指定する必要があります。すべての
プロトコルで -1 を指定できます。

Note
-1 を指定した場合、すべてのポートが開き、PortRange プロパティは無視されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RuleAction
ルールに一致するトラフィックを許可または拒否するかどうか。有効な値は "allow" または "deny" で
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: allow | deny
Update requires: No interruption
RuleNumber
エントリに割り当てるルール番号 (100 など)。ACL エントリは、ルール番号の昇順で処理されます。
エントリには同じルール番号を使用できません (1 つが Egress ルールで別の 1 つが Ingress ルールで
ある場合は除きます)。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
インバウンドおよびアウトバウンドトラフィックのネットワーク ACL エントリ
以下の例では、ネットワーク ACL を作成し、NACL に 2 つのエントリを作成します。最初のエントリは、
指定したネットワークからのインバウンド SSH トラフィックを許可します。2 番目のエントリは、すべて
のアウトバウンド IPv4 トラフィックを許可します。

JSON
{

"Resources": {
"MyNACL": {
"Type": "AWS::EC2::NetworkAcl",
"Properties": {
"VpcId": "vpc-1122334455aabbccd",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "NACLforSSHTraffic"
}
]
}
},
"InboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry",
"Properties": {
"NetworkAclId": {
"Ref": "MyNACL"
},
"RuleNumber": 100,
"Protocol": 6,
"RuleAction": "allow",
"CidrBlock": "172.16.0.0/24",
"PortRange": {
"From": 22,
"To": 22
}
}
},
"OutboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry",
"Properties": {
"NetworkAclId": {
"Ref": "MyNACL"
},
"RuleNumber": 100,
"Protocol": -1,
"Egress": true,
"RuleAction": "allow",
"CidrBlock": "0.0.0.0/0"
}
}
}
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}

YAML
Resources:
MyNACL:
Type: AWS::EC2::NetworkAcl
Properties:
VpcId: vpc-1122334455aabbccd
Tags:
- Key: Name
Value: NACLforSSHTraffic
InboundRule:
Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry
Properties:
NetworkAclId:
Ref: MyNACL
RuleNumber: 100
Protocol: 6
RuleAction: allow
CidrBlock: 172.16.0.0/24
PortRange:
From: 22
To: 22
OutboundRule:
Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry
Properties:
NetworkAclId:
Ref: MyNACL
RuleNumber: 100
Protocol: -1
Egress: true
RuleAction: allow
CidrBlock: 0.0.0.0/0

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「NetworkAclEntry」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「ネットワーク ACL」

AWS::EC2::NetworkAclEntry Icmp
ICMP タイプおよびコードについて記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Code" : Integer,
"Type" : Integer

YAML
Code: Integer
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Type: Integer

プロパティ
Code
Internet Control Message Protocol (ICMP) コードです。特定の ICMP タイプに対してすべての ICMP
コードを指定するには、-1 を使用します。要件は条件付きです: プロトコルパラメータに 1 (ICMP) を
指定した場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Type
Internet Control Message Protocol (ICMP) タイプです。すべての ICMP タイプを指定するには、-1 を
使用します。条件付き要件: CreateNetworkAclEntry プロトコルパラメータに 1 (ICMP) を指定し
た場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkAclEntry PortRange
ポートの範囲を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"From" : Integer,
"To" : Integer

YAML
From: Integer
To: Integer

プロパティ
From
範囲内の最初のポートです。プロトコルパラメータに 6 (TCP) または 17 (UDP) を指定する場合は必
須です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
To
範囲内の最後のポートです。プロトコルパラメータに 6 (TCP) または 17 (UDP) を指定する場合は必
須です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
ネットワークインサイト解析を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis",
"Properties" : {
"FilterInArns" : [ String, ... ],
"NetworkInsightsPathId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
Properties:
FilterInArns:
- String
NetworkInsightsPathId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
FilterInArns
パスが通過する必要があるリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
NetworkInsightsPathId
パスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Tags
適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ネットワークインサイト分
析の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AlternatePathHints
潜在的な中間成分。
Explanations
説明。詳細については、「Reachability Analyzer の説明コード」を参照してください。
ForwardPathComponents
送信元から送信先へのパス内のコンポーネント。
NetworkInsightsAnalysisArn
ネットワークインサイト分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
NetworkInsightsAnalysisId
ネットワークインサイト分析の ID。
NetworkPathFound
送信先が送信元から到達可能かどうかを示します。
ReturnPathComponents
送信先から送信元へのパス内のコンポーネント。
StartDate
解析が開始された時刻。
Status
ネットワークインサイト分析のステータス。
StatusMessage
ステータスメッセージ (ステータスが failed の場合)。
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AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AlternatePathHint
実行可能なパスの潜在的な中間コンポーネントを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComponentArn" : String,
"ComponentId" : String

YAML
ComponentArn: String
ComponentId: String

プロパティ
ComponentArn
コンポーネントの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ComponentId
コンポーネントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisAclRule
ネットワークアクセス制御 (ACL) ルールを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Cidr" : String,
"Egress" : Boolean,
"PortRange" : PortRange (p. 2583),
"Protocol" : String,
"RuleAction" : String,
"RuleNumber" : Integer
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YAML
Cidr: String
Egress: Boolean
PortRange:
PortRange (p. 2583)
Protocol: String
RuleAction: String
RuleNumber: Integer

プロパティ
Cidr
IPv4 アドレス範囲 (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Egress
ルールがアウトバウンドルールかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PortRange
ポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2583)
Update requires: No interruption
Protocol
プロトコル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleAction
ルールに一致するトラフィックを許可するか拒否するかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleNumber
ルール番号。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisComponent
パスコンポーネントを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"Id" : String

YAML
Arn: String
Id: String

プロパティ
Arn
コンポーネントの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Id
コンポーネントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisLoadBalancerListener
ロードバランサーのリスナーを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"InstancePort" : Integer,
"LoadBalancerPort" : Integer

YAML
InstancePort: Integer
LoadBalancerPort: Integer

プロパティ
InstancePort
[Classic Load Balancers] リスナーのバックエンドポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
LoadBalancerPort
ロードバランサーがリッスンするポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisLoadBalancerTarget
ロードバランサーのターゲットを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Address" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"Instance" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Port" : Integer

YAML
Address: String
AvailabilityZone: String
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Instance:
AnalysisComponent (p. 2564)
Port: Integer

プロパティ
Address
IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 15
パターン: ^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}$
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
アベイラビリティゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Instance
インスタンスに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Port
ターゲットがリッスンするポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisPacketHeader
ヘッダーを記述します。トラフィックが通過するときにコンポーネントによって加えられた変更を反映し
ます。インバウンドヘッダーのフィールドは、パスの最初のコンポーネントを除いて null です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DestinationAddresses" : [ String, ... ],
"DestinationPortRanges" : [ PortRange (p. 2583), ... ],
"Protocol" : String,
"SourceAddresses" : [ String, ... ],
"SourcePortRanges" : [ PortRange (p. 2583), ... ]

YAML
DestinationAddresses:
- String
DestinationPortRanges:
- PortRange (p. 2583)
Protocol: String
SourceAddresses:
- String
SourcePortRanges:
- PortRange (p. 2583)

プロパティ
DestinationAddresses
送信先のアドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DestinationPortRanges
送信先ポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2583) のリスト。
Update requires: No interruption
Protocol
プロトコル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceAddresses
送信元アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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SourcePortRanges
送信元ポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2583) のリスト。
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisRouteTableRoute
ルートテーブルのルートを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"destinationCidr" : String,
"destinationPrefixListId" : String,
"egressOnlyInternetGatewayId" : String,
"gatewayId" : String,
"instanceId" : String,
"NatGatewayId" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"Origin" : String,
"TransitGatewayId" : String,
"VpcPeeringConnectionId" : String

YAML
destinationCidr: String
destinationPrefixListId: String
egressOnlyInternetGatewayId: String
gatewayId: String
instanceId: String
NatGatewayId: String
NetworkInterfaceId: String
Origin: String
TransitGatewayId: String
VpcPeeringConnectionId: String

プロパティ
destinationCidr
送信先の IPv4 アドレス (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
destinationPrefixListId
AWS のサービス のプレフィックス。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
egressOnlyInternetGatewayId
Egress Only インターネットゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
gatewayId
ゲートウェイの ID。インターネットゲートウェイまたは仮想プライベートゲートウェイなど。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
instanceId
インスタンスの ID。NAT インスタンスなど。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NatGatewayId
NAT ゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Origin
ルートの作成法を記述します。以下の値を指定できます。
• CreateRouteTable - ルートテーブルが作成されたときにルートが自動的に作成されました。
• CreateRoute - ルートがルートテーブルに手動で追加されました。
• EnableVgwRoutePropagation - ルートがルート伝播により伝播されました。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcPeeringConnectionId
VPC ピア接続の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis AnalysisSecurityGroupRule
セキュリティグループルールを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Cidr" : String,
"Direction" : String,
"PortRange" : PortRange (p. 2583),
"PrefixListId" : String,
"Protocol" : String,
"SecurityGroupId" : String

YAML
Cidr: String
Direction: String
PortRange:
PortRange (p. 2583)
PrefixListId: String
Protocol: String
SecurityGroupId: String

プロパティ
Cidr
IPv4 アドレス範囲 (CIDR 表記)。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Direction
方向。以下の値を指定できます。
• egress
• ingress
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PortRange
ポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2583)
Update requires: No interruption
PrefixListId
プレフィックスリストの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Protocol
プロトコル名
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupId
セキュリティグループの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis Explanation
到達不能なパスの説明コードを記述します。詳細については、「Reachability Analyzer の説明コード」を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Acl" : AnalysisComponent (p. 2564),
"AclRule" : AnalysisAclRule (p. 2562),
"Address" : String,
"Addresses" : [ String, ... ],
"AttachedTo" : AnalysisComponent (p. 2564),
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"Cidrs" : [ String, ... ],
"ClassicLoadBalancerListener" : AnalysisLoadBalancerListener (p. 2564),
"Component" : AnalysisComponent (p. 2564),
"CustomerGateway" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Destination" : AnalysisComponent (p. 2564),
"DestinationVpc" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Direction" : String,
"ElasticLoadBalancerListener" : AnalysisComponent (p. 2564),
"ExplanationCode" : String,
"IngressRouteTable" : AnalysisComponent (p. 2564),
"InternetGateway" : AnalysisComponent (p. 2564),
"LoadBalancerArn" : String,
"LoadBalancerListenerPort" : Integer,
"LoadBalancerTarget" : AnalysisLoadBalancerTarget (p. 2565),
"LoadBalancerTargetGroup" : AnalysisComponent (p. 2564),
"LoadBalancerTargetGroups" : [ AnalysisComponent (p. 2564), ... ],
"LoadBalancerTargetPort" : Integer,
"MissingComponent" : String,
"NatGateway" : AnalysisComponent (p. 2564),
"NetworkInterface" : AnalysisComponent (p. 2564),
"PacketField" : String,
"Port" : Integer,
"PortRanges" : [ PortRange (p. 2583), ... ],
"PrefixList" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Protocols" : [ String, ... ],
"RouteTable" : AnalysisComponent (p. 2564),
"RouteTableRoute" : AnalysisRouteTableRoute (p. 2568),
"SecurityGroup" : AnalysisComponent (p. 2564),
"SecurityGroupRule" : AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570),
"SecurityGroups" : [ AnalysisComponent (p. 2564), ... ],
"SourceVpc" : AnalysisComponent (p. 2564),
"State" : String,
"Subnet" : AnalysisComponent (p. 2564),
"SubnetRouteTable" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Vpc" : AnalysisComponent (p. 2564),
"vpcEndpoint" : AnalysisComponent (p. 2564),
"VpcPeeringConnection" : AnalysisComponent (p. 2564),
"VpnConnection" : AnalysisComponent (p. 2564),
"VpnGateway" : AnalysisComponent (p. 2564)

YAML
Acl:
AnalysisComponent (p. 2564)
AclRule:
AnalysisAclRule (p. 2562)
Address: String
Addresses:
- String
AttachedTo:
AnalysisComponent (p. 2564)
AvailabilityZones:
- String
Cidrs:
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- String
ClassicLoadBalancerListener:
AnalysisLoadBalancerListener (p. 2564)
Component:
AnalysisComponent (p. 2564)
CustomerGateway:
AnalysisComponent (p. 2564)
Destination:
AnalysisComponent (p. 2564)
DestinationVpc:
AnalysisComponent (p. 2564)
Direction: String
ElasticLoadBalancerListener:
AnalysisComponent (p. 2564)
ExplanationCode: String
IngressRouteTable:
AnalysisComponent (p. 2564)
InternetGateway:
AnalysisComponent (p. 2564)
LoadBalancerArn: String
LoadBalancerListenerPort: Integer
LoadBalancerTarget:
AnalysisLoadBalancerTarget (p. 2565)
LoadBalancerTargetGroup:
AnalysisComponent (p. 2564)
LoadBalancerTargetGroups:
- AnalysisComponent (p. 2564)
LoadBalancerTargetPort: Integer
MissingComponent: String
NatGateway:
AnalysisComponent (p. 2564)
NetworkInterface:
AnalysisComponent (p. 2564)
PacketField: String
Port: Integer
PortRanges:
- PortRange (p. 2583)
PrefixList:
AnalysisComponent (p. 2564)
Protocols:
- String
RouteTable:
AnalysisComponent (p. 2564)
RouteTableRoute:
AnalysisRouteTableRoute (p. 2568)
SecurityGroup:
AnalysisComponent (p. 2564)
SecurityGroupRule:
AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570)
SecurityGroups:
- AnalysisComponent (p. 2564)
SourceVpc:
AnalysisComponent (p. 2564)
State: String
Subnet:
AnalysisComponent (p. 2564)
SubnetRouteTable:
AnalysisComponent (p. 2564)
Vpc:
AnalysisComponent (p. 2564)
vpcEndpoint:
AnalysisComponent (p. 2564)
VpcPeeringConnection:
AnalysisComponent (p. 2564)
VpnConnection:
AnalysisComponent (p. 2564)
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VpnGateway:
AnalysisComponent (p. 2564)

プロパティ
Acl
ネットワーク ACL。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
AclRule
ネットワーク ACL ルール。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisAclRule (p. 2562)
Update requires: No interruption
Address
IPv4 アドレス (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 15
パターン: ^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}$
Update requires: No interruption
Addresses
IPv4 アドレス (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AttachedTo
コンポーネントがアタッチされているリソース。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
AvailabilityZones
アベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Cidrs
CIDR の範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ClassicLoadBalancerListener
Classic Load Balancer のリスナー。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisLoadBalancerListener (p. 2564)
Update requires: No interruption
Component
コンポーネント。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
CustomerGateway
カスタマーゲートウェイ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Destination
送信先。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
DestinationVpc
送信先 VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Direction
方向。以下の値を指定できます。
• egress
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• ingress
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ElasticLoadBalancerListener
ロードバランサーのリスナー。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
ExplanationCode
説明コード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IngressRouteTable
ルートテーブル
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
InternetGateway
インターネットゲートウェイ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
LoadBalancerArn
ロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1283
Update requires: No interruption
LoadBalancerListenerPort
ロードバランサーのリスナーポート。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
LoadBalancerTarget
ターゲット。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisLoadBalancerTarget (p. 2565)
Update requires: No interruption
LoadBalancerTargetGroup
ターゲットグループ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
LoadBalancerTargetGroups
ターゲットグループ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564) のリスト。
Update requires: No interruption
LoadBalancerTargetPort
ターゲットポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
MissingComponent
欠落しているコンポーネント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NatGateway
NAT ゲートウェイ。
必須: いいえ
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タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
NetworkInterface
ネットワークインターフェイス。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
PacketField
パケットフィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
PortRanges
ポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 2583) のリスト。
Update requires: No interruption
PrefixList
プレフィックスリスト
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Protocols
プロトコル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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RouteTable
ルートテーブル
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
RouteTableRoute
ルートテーブルのルート。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisRouteTableRoute (p. 2568)
Update requires: No interruption
SecurityGroup
セキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
SecurityGroupRule
セキュリティグループルール。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570)
Update requires: No interruption
SecurityGroups
セキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564) のリスト。
Update requires: No interruption
SourceVpc
ソース VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
State
状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Subnet
サブネット。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
SubnetRouteTable
サブネットのルートテーブル。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Vpc
コンポーネント VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
vpcEndpoint
VPC エンドポイント
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
VpcPeeringConnection
VPC ピアリング接続。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
VpnConnection
VPN 接続
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
VpnGateway
VPN ゲートウェイ。
必須: いいえ
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タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis PathComponent
パスコンポーネントを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AclRule" : AnalysisAclRule (p. 2562),
"Component" : AnalysisComponent (p. 2564),
"DestinationVpc" : AnalysisComponent (p. 2564),
"InboundHeader" : AnalysisPacketHeader (p. 2566),
"OutboundHeader" : AnalysisPacketHeader (p. 2566),
"RouteTableRoute" : AnalysisRouteTableRoute (p. 2568),
"SecurityGroupRule" : AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570),
"SequenceNumber" : Integer,
"SourceVpc" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Subnet" : AnalysisComponent (p. 2564),
"Vpc" : AnalysisComponent (p. 2564)

YAML
AclRule:
AnalysisAclRule (p. 2562)
Component:
AnalysisComponent (p. 2564)
DestinationVpc:
AnalysisComponent (p. 2564)
InboundHeader:
AnalysisPacketHeader (p. 2566)
OutboundHeader:
AnalysisPacketHeader (p. 2566)
RouteTableRoute:
AnalysisRouteTableRoute (p. 2568)
SecurityGroupRule:
AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570)
SequenceNumber: Integer
SourceVpc:
AnalysisComponent (p. 2564)
Subnet:
AnalysisComponent (p. 2564)
Vpc:
AnalysisComponent (p. 2564)

プロパティ
AclRule
ネットワーク ACL ルール。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisAclRule (p. 2562)
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Update requires: No interruption
Component
コンポーネント。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
DestinationVpc
送信先 VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
InboundHeader
インバウンドヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisPacketHeader (p. 2566)
Update requires: No interruption
OutboundHeader
アウトバウンドヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisPacketHeader (p. 2566)
Update requires: No interruption
RouteTableRoute
ルートテーブルのルート。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisRouteTableRoute (p. 2568)
Update requires: No interruption
SecurityGroupRule
セキュリティグループルール。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisSecurityGroupRule (p. 2570)
Update requires: No interruption
SequenceNumber
シーケンス番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
SourceVpc
ソース VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Subnet
サブネット。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption
Vpc
コンポーネント VPC。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisComponent (p. 2564)
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis PortRange
ポートの範囲を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"From" : Integer,
"To" : Integer

YAML
From: Integer
To: Integer

プロパティ
From
範囲内の最初のポートです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
To
範囲内の最後のポートです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInsightsPath
到達可能性を解析するパスを指定します。
VPC Reachability Analyzer を使用すると、Virtual Private Cloud (VPC) 内の 2 つのリソース間のネット
ワーク到達可能性を分析およびデバッグできます。詳細については、Reachability Analyzer ユーザーガイ
ドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::NetworkInsightsPath",
"Properties" : {
"Destination" : String,
"DestinationIp" : String,
"DestinationPort" : Integer,
"Protocol" : String,
"Source" : String,
"SourceIp" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkInsightsPath
Properties:
Destination: String
DestinationIp: String
DestinationPort: Integer
Protocol: String
Source: String
SourceIp: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Destination
パスの送信先である AWS リソース。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DestinationIp
パスの送信先である AWS リソースの IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 15
パターン: ^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}$
Update requires: Replacement
DestinationPort
送信先ポート
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: Replacement
Protocol
プロトコル。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: tcp | udp
Update requires: Replacement
Source
パスの送信元である AWS リソース。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceIp
パスの送信元である AWS リソースの IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 15
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パターン: ^([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}$
Update requires: Replacement
Tags
パスに追加するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: パスの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreatedDate
パスの作成時のタイムスタンプ。
NetworkInsightsPathArn
パスの Amazon リソースネーム (ARN)。
NetworkInsightsPathId
パスの ID。

AWS::EC2::NetworkInterface
AWS CloudFormation の Amazon EC2 インスタンスのネットワークインターフェイスについて説明しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GroupSet" : [ String, ... ],
"InterfaceType" : String,
"Ipv6AddressCount" : Integer,
"Ipv6Addresses" : [ InstanceIpv6Address (p. 2591), ... ],
"PrivateIpAddress" : String,
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}

}

"PrivateIpAddresses" : [ PrivateIpAddressSpecification (p. 2592), ... ],
"SecondaryPrivateIpAddressCount" : Integer,
"SourceDestCheck" : Boolean,
"SubnetId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
Description: String
GroupSet:
- String
InterfaceType: String
Ipv6AddressCount: Integer
Ipv6Addresses:
- InstanceIpv6Address (p. 2591)
PrivateIpAddress: String
PrivateIpAddresses:
- PrivateIpAddressSpecification (p. 2592)
SecondaryPrivateIpAddressCount: Integer
SourceDestCheck: Boolean
SubnetId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
ネットワークインターフェイスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GroupSet
このネットワークインターフェイスに関連付けられているセキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
InterfaceType
ネットワークインターフェイスのタイプを示します。Elastic Fabric Adapter (EFA) を作成するに
は、efa を指定します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の
「Elastic Fabric Adapter」を参照してください。トランクネットワークインターフェイスを作成す
るには、efa を指定します。詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの
Network Interface のトランキングを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: branch | efa | trunk
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Update requires: Replacement
Ipv6AddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てる IPv6 アドレスの数。Amazon EC2 ではサブ
ネットの範囲から自動的に IPv6 アドレスが選択されます。固有 IPv6 アドレスを指定するに
は、Ipv6Addresses のプロパティを使用し、このプロパティは指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Ipv6Addresses
ネットワークインターフェイスに関連付けるためのサブネットの IPv6 CIDR ブロック範囲からの 1 つ
以上の IPv6 アドレス。IPv6 アドレスの数を指定する場合は、Ipv6AddressCountのプロパティを使
用し、このプロパティは指定しないでください。
必須: いいえ
cタイプ: InstanceIpv6Address (p. 2591) のリスト
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
ネットワークインターフェイスに単一のプライベート IP アドレスを割り当てます。このアドレスがプ
ライマリプライベート IP アドレスとして使用されます。複数のプライベート IP アドレスを指定する
場合は、PrivateIpAddresses プロパティを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PrivateIpAddresses
ネットワークインターフェイスに一連のプライベート IP アドレスを割り当てます。プ
ライマリプライベート IP アドレスは、Primary プロパティで true プロパティの値を
PrivateIpAddressSpecification に設定することによって指定できます。プライベート IP
アドレスが EC2 によって自動的に割り当てられるようにする場合は、このプロパティを指定せ
ず、SecondaryPrivateIpAddressCountプロパティを使用します。
必須: いいえ
タイプ: PrivateIpAddressSpecification (p. 2592) のリスト
Update requires: Some interruptions
SecondaryPrivateIpAddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てるセカンダリプライベート IPv4 アドレスの数。多数のセカ
ンダリ IPv4 アドレスを指定すると、Amazon EC2 はサブネットの IPv4 CIDR 範囲内でこれらの IP ア
ドレスを選択します。このオプションを指定したり、privateIpAddresses を使用して複数のプラ
イベート IP アドレスを指定することはできません。
ネットワークインターフェイスに割り当てることができる IP アドレスの数は、インスタンスタイプに
よって異なります。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「インスタ
ンスタイプあたりの ENI ごとのプライベート IP アドレス」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SourceDestCheck
送信元/送信先チェックを有効または無効にします。これにより、受信するすべてのトラフィックに関
して、そのインスタンスが送信元なのか、あるいは送信先であるのかを確認できます。値が true の
場合、送信元/送信先チェックは有効になります。それ以外の場合は、無効になります。デフォルト値
は true です。ネットワークアドレス変換、ルーティング、ファイアウォールなどのサービスを実行
するインスタンスでは、送信元/送信先チェックを無効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SubnetId
ネットワークインターフェイスに関連付けるサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このネットワークインターフェイスに対する任意のタグのセット (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PrimaryPrivateIpAddress
ネットワークインターフェイスのプライマリプライベート IP アドレスを返します。たとえ
ば、10.0.0.192 と指定します。
SecondaryPrivateIpAddresses
ネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IP アドレスを返します。たとえ
ば、["10.0.0.161", "10.0.0.162", "10.0.0.163"] と指定します。
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例
基本的なネットワークインターフェイス
この例では、スタンドアロンの Elastic Network Interface (ENI) を作成します。起動時にこのネットワー
クインターフェイスをインスタンスにアタッチする方法については、このページの次の例をご参照くださ
い。

JSON
"myENI" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterface",
"Properties" : {
"Tags": [{"Key":"stack","Value":"production"}],
"Description": "A nice description.",
"SourceDestCheck": "false",
"GroupSet": ["sg-75zzz219"],
"SubnetId": "subnet-3z648z53",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.16"
}
}

YAML
myENI:
Type: AWS::EC2::NetworkInterface
Properties:
Tags:
- Key: stack
Value: production
Description: A nice description.
SourceDestCheck: 'false'
GroupSet:
- sg-75zzz219
SubnetId: subnet-3z648z53
PrivateIpAddress: 10.0.0.16

起動時にネットワークインターフェイスを EC2 インスタンスにアタッチする
この例では、ネットワークインターフェイスを EC2 インスタンスにアタッチします。NetworkInterface
プロパティを使用すると、複数のネットワークインターフェイスを追加できます。ただし、すべての
ネットワークインターフェイスがプライベート IP アドレスのみを有している (パブリック IP アドレス
が関連付けられていない) 場合は、複数のネットワークインターフェイスを指定できます。パブリック
IP アドレスを持つネットワークインターフェイスがある場合は、インスタンスを起動するときを指定
し、AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment を使用して追加のネットワークインターフェイスを
アタッチします。

JSON
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" }, "AMI" ]},
"KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
"SecurityGroupIds" : [{ "Ref" : "WebSecurityGroup" }],
"SubnetId" : { "Ref" : "SubnetId" },
"NetworkInterfaces" : [ {
"NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "myENI"}, "DeviceIndex" : "1" } ],
"Tags" : [ {"Key" : "Role", "Value" : "Test Instance"}],
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}

}

"UserData" : { "Fn::Base64" : { "Ref" : "WebServerPort" }}

YAML
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId:
Fn::FindInMap:
- RegionMap
- Ref: AWS::Region
- AMI
KeyName:
Ref: KeyName
SecurityGroupIds:
- Ref: WebSecurityGroup
SubnetId:
Ref: SubnetId
NetworkInterfaces:
- NetworkInterfaceId:
Ref: myENI
DeviceIndex: '0'
Tags:
- Key: Role
Value: Test Instance
UserData:
Fn::Base64:
Ref: WebServerPort

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「NetworkInterface」

AWS::EC2::NetworkInterface InstanceIpv6Address
ネットワークインターフェイスに関連付ける IPv6 アドレスの説明を表示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ipv6Address" : String

YAML
Ipv6Address: String

プロパティ
Ipv6Address
ネットワークインターフェイスに関連付ける IPv6 アドレス。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInterface PrivateIpAddressSpecification
ネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Primary" : Boolean,
"PrivateIpAddress" : String

YAML
Primary: Boolean
PrivateIpAddress: String

プロパティ
Primary
プライベート IP アドレスをプライマリプライベートアドレスとして設定します。設定できるプライ
マリプライベート IP アドレスは 1 つだけです。プライマリプライベート IP アドレスを指定しない場
合、Amazon EC2 は自動的にプライマリプライベート IP アドレスを割り当てます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateIpAddress
ネットワークインターフェイスのプライベート IP アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment
Amazon EC2 インスタンスに Elastic Network Interface (ENI) をアタッチします。中断なしで追加のネット
ワークインターフェイスをインスタンスにアタッチするために、このリソースタイプを使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment",
"Properties" : {
"DeleteOnTermination" : Boolean,
"DeviceIndex" : String,
"InstanceId" : String,
"NetworkInterfaceId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment
Properties:
DeleteOnTermination: Boolean
DeviceIndex: String
InstanceId: String
NetworkInterfaceId: String

プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンスの削除時にネットワークインターフェイスを削除するかどうか。デフォルトでは、この
値は true に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeviceIndex
アタッチの順番におけるネットワークインターフェイスの位置。たとえば、最初にアタッチされた
ネットワークインターフェイスの DeviceIndex は 0 になります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceId
ENI をアタッチするインスタンスの ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkInterfaceId
アタッチする ENI の ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ネットワークインターフェイスのアタッチ
次の例では、MyNetworkInterface を MyInstance にアタッチします。

JSON
"NetworkInterfaceAttachment" : {
"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment",
"Properties" : {
"InstanceId" : {"Ref" : "MyInstance"},
"NetworkInterfaceId" : {"Ref" : "MyNetworkInterface"},
"DeviceIndex" : "1"
}
}

YAML
NetworkInterfaceAttachment:
Type: AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment
Properties:
InstanceId:
Ref: MyInstance
NetworkInterfaceId:
Ref: MyNetworkInterface
DeviceIndex: 1

AWS::EC2::NetworkInterfacePermission
Amazon EC2 ネットワークインターフェイスのアクセス権限を指定します。例えば、AWS 認定パート
ナーアカウントに対して、指定したネットワークインターフェイスをそれらのアカウントのインスタンス
にアタッチする許可を付与できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::NetworkInterfacePermission",
"Properties" : {
"AwsAccountId" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"Permission" : String
}
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}

YAML
Type: AWS::EC2::NetworkInterfacePermission
Properties:
AwsAccountId: String
NetworkInterfaceId: String
Permission: String

プロパティ
AwsAccountId
AWS アカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Permission
付与するアクセス権限のタイプは INSTANCE-ATTACH または EIP-ASSOCIATE です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EIP-ASSOCIATE | INSTANCE-ATTACH
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
リソース名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。例: eniperm-055663b682ea24b48。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
INSTANCE-ATTACH アクセス権限を付与する
以下の例では、指定したネットワークインターフェイスと AWS アカウントの許可 (INSTANCE-ATTACH)
を作成しています。
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JSON
"MyNetworkInterfacePermission": {
"Type": "AWS::EC2::NetworkInterfacePermission",
"Properties": {
"NetworkInterfaceId": "eni-030e3xxx",
"AwsAccountId": "11111111111",
"Permission": "INSTANCE-ATTACH"
}
}

YAML
MyNetworkInterfacePermission:
Type: AWS::EC2::NetworkInterfacePermission
Properties:
NetworkInterfaceId: eni-030e3xxx
AwsAccountId: '11111111111'
Permission: INSTANCE-ATTACH

AWS::EC2::PlacementGroup
インスタンスを起動するプレイスメントグループを指定します。プレイスメントグループの戦略によっ
て、インスタンスがグループ内でどのように整理されるかが決まります。
cluster プレイスメントグループは、単一のアベイラビリティーゾーン内のインスタンスを論理的に
グループ化したもので、ネットワークレイテンシーが低く、ネットワークのスループットが高いという
利点があります。spread プレイスメントグループは、インスタンスを別々のハードウェアに配置しま
す。partition プレイスメントグループは、あるパーティションのインスタンスが別のパーティション
のインスタンスと同じハードウェアを共有しない、別のパーティションにインスタンスのグループを配置
します。
詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「プレイスメントグループ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::PlacementGroup",
"Properties" : {
"Strategy" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::PlacementGroup
Properties:
Strategy: String

プロパティ
Strategy
プレイスメント戦略。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: cluster | partition | spread
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
プレイスメントグループの名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返し
ます: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
プレイスメントグループの作成
次の例では、クラスタープレイスメント戦略のプレイスメントグループを宣言します。

JSON
"PlacementGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::PlacementGroup",
"Properties" : {
"Strategy" : "cluster"
}
}

YAML
PlacementGroup:
Type: AWS::EC2::PlacementGroup
Properties:
Strategy: cluster

AWS::EC2::PrefixList
マネージドプレフィクスリストを指定します。プレフィクスリストには、1 つ以上のエントリを追加でき
ます。各エントリは、CIDR ブロックとオプションの説明で構成されます。
プレフィクスリストのエントリの最大数を指定する必要があります。エントリの最大数は後で変更できま
せん。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::PrefixList",
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}

"Properties" : {
"AddressFamily" : String,
"Entries" : [ Entry (p. 2600), ... ],
"MaxEntries" : Integer,
"PrefixListName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::PrefixList
Properties:
AddressFamily: String
Entries:
- Entry (p. 2600)
MaxEntries: Integer
PrefixListName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AddressFamily
IP アドレスタイプ。
有効な値: IPv4 | IPv6
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Entries
プレフィクスリストの 1 つ以上のエントリ。
必須: いいえ
タイプ: Entry (p. 2600) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
MaxEntries
プレフィクスリストのエントリの最大数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Updates are not supported.
PrefixListName
プレフィクスリストの名前。
制約: 最大 255 文字。名前の先頭を com.amazonaws にすることはできません。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
プレフィクスリストのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: プレフィックスの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
プレフィックスリストの ARN。たとえば、arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:prefixlist/pl-0123123123123abcd と指定します。
OwnerId
プレフィクスリストの所有者の ID。たとえば、123456789012 と指定します。
PrefixListId
プレフィックスの ID。たとえば、pl-0123123123123abcd と指定します。
Version
プレフィクスリストのバージョン。たとえば、1 と指定します。

例
プレフィックスリストを作成する
以下の例では、最大エントリ数が 10 個の IPv4 プレフィックスリストを作成し、そのプレフィックスリス
トに 2 つのエントリを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"NewPrefixList": {
"Type": "AWS::EC2::PrefixList",

API バージョン 2010-05-15
2599

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

}

}

}

"Properties": {
"PrefixListName": "vpc-1-servers",
"AddressFamily": "IPv4",
"MaxEntries": 10,
"Entries": [
{
"Cidr": "10.0.0.5/32",
"Description": "Server 1"
},
{
"Cidr": "10.0.0.10/32",
"Description": "Server 2"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "VPC-1-Servers"
}
]
}

YAML
Resources:
NewPrefixList:
Type: AWS::EC2::PrefixList
Properties:
PrefixListName: "vpc-1-servers"
AddressFamily: "IPv4"
MaxEntries: 10
Entries:
- Cidr: "10.0.0.5/32"
Description: "Server 1"
- Cidr: "10.0.0.10/32"
Description: "Server 2"
Tags:
- Key: "Name"
Value: "VPC-1-Servers"

AWS::EC2::PrefixList エントリ
プレフィクスリストのエントリ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Cidr" : String,
"Description" : String

YAML
Cidr: String
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Description: String

プロパティ
Cidr
CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
エントリの説明。
制約: 最大 255 文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EC2::Route
VPC 内のルートテーブルにルートを指定します。
DestinationCidrBlock または DestinationIpv6CidrBlock のどちらかと、ターゲットリソースの
1 つの ID を指定する必要があります。
トランジットゲートウェイを作成するのと同じテンプレートでトランジットゲートウェイを参
照するルートを作成する場合は、トランジットゲートウェイのアタッチメントへの依存関係を
宣言する必要があります。ルートテーブルは、VPC に正常にアタッチされるまで、トランジッ
トゲートウェイを使用できません。AWS::EC2::Route リソースに DependsOn 属性を追加し
て、AWS::EC2::TransitGatewayAttachment リソースの依存関係を明示的に宣言します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::Route",
"Properties" : {
"CarrierGatewayId" : String,
"DestinationCidrBlock" : String,
"DestinationIpv6CidrBlock" : String,
"EgressOnlyInternetGatewayId" : String,
"GatewayId" : String,
"InstanceId" : String,
"LocalGatewayId" : String,
"NatGatewayId" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"RouteTableId" : String,
"TransitGatewayId" : String,
"VpcEndpointId" : String,
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}

}

"VpcPeeringConnectionId" : String

YAML
Type: AWS::EC2::Route
Properties:
CarrierGatewayId: String
DestinationCidrBlock: String
DestinationIpv6CidrBlock: String
EgressOnlyInternetGatewayId: String
GatewayId: String
InstanceId: String
LocalGatewayId: String
NatGatewayId: String
NetworkInterfaceId: String
RouteTableId: String
TransitGatewayId: String
VpcEndpointId: String
VpcPeeringConnectionId: String

プロパティ
CarrierGatewayId
キャリアゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationCidrBlock
ルーティング先の照合に使用する IPv4 CIDR ブロック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DestinationIpv6CidrBlock
ルーティング先の照合に使用する IPv6 CIDR ブロック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EgressOnlyInternetGatewayId
Egress Only インターネットゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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GatewayId
VPC にアタッチされているインターネットゲートウェイまたは仮想プライベートゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceId
VPC の NAT インスタンスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LocalGatewayId
ローカルゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NatGatewayId
NAT ゲートウェイの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RouteTableId
ルートテーブルの ID。ルーティングテーブルは、仮想プライベートゲートウェイがアタッチされてい
る VPC に関連付けられている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcEndpointId
VPC エンドポイントの ID。Gateway Load Balancer のエンドポイントでのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcPeeringConnectionId
VPC ピア接続の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ルートの IDこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ゲートウェイへのルートを作成する
次の例では、インターネットゲートウェイに追加されたルートを追加します。

JSON
"myRoute" : {
"Type" : "AWS::EC2::Route",
"DependsOn" : "GatewayToInternet",
"Properties" : {
"RouteTableId" : { "Ref" : "myRouteTable" },
"DestinationCidrBlock" : "0.0.0.0/0",
"GatewayId" : { "Ref" : "myInternetGateway" }
}
}

YAML
myRoute:
Type: AWS::EC2::Route
DependsOn: GatewayToInternet
Properties:
RouteTableId:
Ref: myRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId:
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Ref: myInternetGateway

キャリアゲートウェイへのルートの作成
次の例では、キャリアゲートウェイへのルートを作成します。

JSON
"myCarrierRoute" : {
"Type" : "AWS::EC2::Route",
"DependsOn" : "GatewayToInternetAndCarrierNetwork",
"Properties" : {
"RouteTableId" : { "Ref" : "myRouteTable" },
"DestinationCidrBlock" : "0.0.0.0/0",
"GatewayId" : { "Ref" : "myCarrierGateway" }
}
}

YAML
myCarrierRoute:
Type: AWS::EC2::Route
DependsOn: GatewayToInternetAndCarrierNetwork
Properties:
RouteTableId:
Ref: myRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId:
Ref: myCarrierGateway

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateRoute」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「ルートテーブル」

AWS::EC2::RouteTable
指定された VPC のルートテーブルを指定します。ルートテーブルを作成すると、ルートを追加し、テーブ
ルをサブネットと関連付けることができます。
詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「ルートテーブル」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}
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YAML
Type: AWS::EC2::RouteTable
Properties:
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
Tags
ルートテーブルに割り当てられているすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ルートテーブルの IDこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ルートテーブル
以下の例では、同じテンプレートの他の箇所で宣言された myVPC という VPC の VPC ID を使用します。

JSON
"myRouteTable" : {
"Type" : "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "myVPC" },
"Tags" : [ { "Key" : "stack", "Value" : "production" } ]
}
}

YAML
myRouteTable:
Type: AWS::EC2::RouteTable
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Properties:
VpcId:
Ref: myVPC
Tags:
- Key: stack
Value: production

以下の資料も参照してください。
• AWS::EC2::Route
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateRouteTable」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「ルートテーブル」
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 リソースにタグを付ける」

AWS::EC2::SecurityGroup
セキュリティグループを指定します。セキュリティグループを作成するには、VpcId プロパティを使用し
て、セキュリティグループを作成する VPC を指定します。
このタイプは更新をサポートしています。スタックの更新の詳細については、AWS CloudFormation ス
タックの更新を参照してください。

Important
これらのセキュリティグループの Ingress ルールおよび Egress ルールで 2 つのセキュ
リティグループをクロスレファレンスするには、AWS::EC2::SecurityGroupEgress
および AWS::EC2::SecurityGroupIngress リソースを使用してルールを定義しま
す。AWS::EC2::SecurityGroup の埋め込み Ingress ルールと Egress ルールは使用しないでく
ださい。そのようにすると、AWS CloudFormation では許可されない循環依存が作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : String,
"GroupName" : String,
"SecurityGroupEgress" : [ Egress (p. 2611), ... ],
"SecurityGroupIngress" : [ Ingress (p. 2613), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: String
GroupName: String
SecurityGroupEgress:
- Egress (p. 2611)
SecurityGroupIngress:
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- Ingress (p. 2613)
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
GroupDescription
セキュリティグループの説明。これは、情報提供のみを目的としています。
制約: 最大 255 文字。
EC2-Classic の場合の制約: ASCII 文字
EC2-VPC の場合の制約: a～z、A～Z、0～9、スペース、._-:/()#,@[]+=&;{}!$*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupName
セキュリティグループの名前。
制約: 最大 255 文字。sg- で始めることはできません。
EC2-Classic の場合の制約: ASCII 文字
EC2-VPC の場合の制約: a～z、A～Z、0～9、スペース、._-:/()#,@[]+=&;{}!$*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroupEgress
[VPC のみ] セキュリティグループに関連付けられたアウトバウンドルール。セキュリティグループに
接続できない短い中断があります。
必須: いいえ
タイプ: Egress (p. 2611) のリスト
Update requires: No interruption
SecurityGroupIngress
セキュリティグループに関連付けられたインバウンドルール。セキュリティグループに接続できない
短い中断があります。
必須: いいえ
タイプ: Ingress (p. 2613) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
セキュリティグループに割り当てられているタグ。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
[VPC のみ] セキュリティグループの VPC の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ID。VPC (EC2Classic またはデフォルト VPC) を指定せずに作成されたセキュリティグループの場合、Ref はリソース名
を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
GroupId
指定されたセキュリティグループのグループ ID (sg-94b3a1f6 など)。
VpcId
VPC の物理 ID。物理 ID は、{ "Ref" : "myVPC" } などの AWS::EC2::VPC へのリファレンスを
使用して取得できます。

例
基本的な Ingress ルールと Egress ルールを定義する
次の例では、送受信ルールを持つセキュリティグループを指定します。

JSON
"InstanceSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Allow http to client host",
"VpcId" : {"Ref" : "myVPC"},
"SecurityGroupIngress" : [{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
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"ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"

}

}

}],
"SecurityGroupEgress" : [{
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
"ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
}]

YAML
InstanceSecurityGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Allow http to client host
VpcId:
Ref: myVPC
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
SecurityGroupEgress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0

デフォルトルールを削除する
VPC セキュリティグループを指定すると、Amazon EC2 によりすべてのポートおよび IP プロトコルで任
意の場所への送信トラフィックを許可するデフォルト送信ルールが作成されます。デフォルトルールは、1
つ以上の送信ルールを指定したときにのみ削除されます。デフォルトルールを削除し、送信トラフィック
を localhost (127.0.0.1/32) に制限する場合は、次の例を使用します。

JSON
"sgwithoutegress": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Limits security group egress traffic",
"SecurityGroupEgress": [
{
"CidrIp": "127.0.0.1/32",
"IpProtocol": "-1"
}
],
"VpcId": { "Ref": "myVPC"}
}
}

YAML
sgwithoutegress:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Limits security group egress traffic
SecurityGroupEgress:
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- CidrIp: 127.0.0.1/32
IpProtocol: "-1"
VpcId:
Ref: myVPC

以下の資料も参照してください。
• Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」
• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon EC2 セキュリティグループ」
• Amazon EC2 Windows インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon EC2 セキュリティグループ」

AWS::EC2::SecurityGroup Egress
セキュリティグループのアウトバウンドルールを指定します。アウトバウンドルールにより、インスタン
スは指定された IPv4 または IPv6 アドレス範囲に、あるいは指定された送信先セキュリティグループに関
連付けられたインスタンスに、トラフィックを送信できます。
CidrIp、CidrIpv6、DestinationPrefixListId、DestinationSecurityGroupId のプロパティ
のうち、1 つのみ指定する必要があります。
EC2 セキュリティグループルールは、AWS::EC2::SecurityGroup タイプの埋め込みプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CidrIp" : String,
"CidrIpv6" : String,
"Description" : String,
"DestinationPrefixListId" : String,
"DestinationSecurityGroupId" : String,
"FromPort" : Integer,
"IpProtocol" : String,
"ToPort" : Integer

YAML
CidrIp: String
CidrIpv6: String
Description: String
DestinationPrefixListId: String
DestinationSecurityGroupId: String
FromPort: Integer
IpProtocol: String
ToPort: Integer

プロパティ
CidrIp
CIDR 形式の IPv4 アドレス範囲。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CidrIpv6
CIDR 形式の IPv6 アドレス範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
セキュリティグループルールの説明。
制約: 最大 255 文字。使用できる文字は、a～z、A～Z、0～9、スペース、._-:/()#,@[]+=;{}!$* です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationPrefixListId
[EC2-VPC のみ] 送信先 AWS のサービスのプレフィックスリスト ID。これは、セキュリティグルー
プに関連付けられたインスタンスから VPC エンドポイントを介してアクセスする AWS のサービスで
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationSecurityGroupId
送信先 VPC セキュリティグループの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FromPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の開始番号、または ICMP/ICMPv6 タイプの番号。-1 の値
は、すべての ICMP/ICMPv6 タイプを示します。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、す
べてのコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IpProtocol
IP プロトコルの名前tcp、udp、icmp、icmpv6 または番号 (「プロトコル番号」を参照)。
[VPC のみ] -1 を使用してすべてのプロトコルを指定します。セキュリティグループルールを許可する
ときに、-1、またはtcp、udp、icmp、または icmpv6 以外のプロトコル番号を指定すると、指定し
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たポート範囲に関係なく、すべてのポートでトラフィックが許可されます。tcp、udp、および icmp
には、ポート範囲を指定する必要があります。icmpv6 では、ポート範囲はオプションです。ポート
範囲を省略すると、すべてのタイプとコードのトラフィックが許可されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ToPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の終了番号、または ICMP/ICMPv6 コード。-1 の値はすべ
ての ICMP/ICMPv 6 コードを示しています。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、すべて
のコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::SecurityGroup Ingress
セキュリティグループのインバウンドルールを指定します。インバウンドルールにより、インスタンスは
指定された IPv4 または IPv6 CIDR アドレス範囲から、または指定されたセキュリティグループに関連付
けられたインスタンスから、トラフィックを受信できます。
CidrIp、CidrIpv6、SourcePrefixListId、SourceSecurityGroupId、SourceSecurityGroupName
のいずれかのプロパティを 1 つのみ指定する必要があります。
EC2 セキュリティグループルールは、AWS::EC2::SecurityGroup タイプの埋め込みプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CidrIp" : String,
"CidrIpv6" : String,
"Description" : String,
"FromPort" : Integer,
"IpProtocol" : String,
"SourcePrefixListId" : String,
"SourceSecurityGroupId" : String,
"SourceSecurityGroupName" : String,
"SourceSecurityGroupOwnerId" : String,
"ToPort" : Integer

YAML
CidrIp: String
CidrIpv6: String
Description: String
FromPort: Integer
IpProtocol: String
SourcePrefixListId: String
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SourceSecurityGroupId: String
SourceSecurityGroupName: String
SourceSecurityGroupOwnerId: String
ToPort: Integer

プロパティ
CidrIp
CIDR 形式の IPv4 アドレス範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CidrIpv6
CIDR 形式の IPv6 アドレス範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
セキュリティグループルールの説明。
制約: 最大 255 文字。使用できる文字は、a～z、A～Z、0～9、スペース、._-:/()#,@[]+=;{}!$* です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FromPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の開始番号、または ICMP/ICMPv6 タイプの番号。-1 の値
は、すべての ICMP/ICMPv6 タイプを示します。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、す
べてのコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IpProtocol
IP プロトコルの名前tcp、udp、icmp、icmpv6 または番号 (「プロトコル番号」を参照)。
[VPC のみ] -1 を使用してすべてのプロトコルを指定します。セキュリティグループルールを許可する
ときに、-1、またはtcp、udp、icmp、または icmpv6 以外のプロトコル番号を指定すると、指定し
たポート範囲に関係なく、すべてのポートでトラフィックが許可されます。tcp、udp、および icmp
には、ポート範囲を指定する必要があります。icmpv6 では、ポート範囲はオプションです。ポート
範囲を省略すると、すべてのタイプとコードのトラフィックが許可されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
SourcePrefixListId
[EC2-VPC のみ] プレフィクスリストの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceSecurityGroupId
セキュリティグループの ID.リクエストでセキュリティグループ ID またはセキュリティグループ名の
いずれかを指定する必要があります。デフォルト以外の VPC のセキュリティグループの場合、セキュ
リティグループ ID を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceSecurityGroupName
[EC2-Classic、デフォルト VPC] ソースセキュリティグループの名前。このパラメータを IP アドレス
範囲と組み合わせて指定することはできません。完全な ICMP、UDP、および TCP アクセスを許可す
るルールを作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceSecurityGroupOwnerId
[デフォルト以外の VPC] ソースセキュリティグループが別のアカウントにある場合は、ソースセキュ
リティグループの AWS アカウント ID。このプロパティに IP アドレス範囲を指定することはできませ
ん。完全な ICMP、UDP、および TCP アクセスを許可するルールを作成します。
SourceSecurityGroupName または SourceSecurityGroupId を指定していて、そのセキュ
リティグループがスタックを作成しているアカウントとは異なるアカウントに所有されている場合
は、SourceSecurityGroupOwnerId を指定する必要があります。それ以外の場合は、このプロパ
ティはオプションです。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ToPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の終了番号、または ICMP/ICMPv6 コード。-1 の値はすべ
ての ICMP/ICMPv 6 コードを示しています。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、すべて
のコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::EC2::SecurityGroupEgress
[EC2-VPC のみ] VPC で使用する指定された出力ルールをセキュリティグループに追加します。
出力ルールにより、インスタンスは指定された送信先 IPv4 または IPv6 CIDR アドレス範囲、または同じ
VPC の指定された送信先セキュリティグループにトラフィックを送信できます。
各ルールのプロトコルを指定します (たとえば、TCP)。TCP および UDP プロトコルの場合、送信先ポー
トまたはポート範囲も指定する必要があります。ICMP プロトコルの場合、ICMP タイプおよびコードも指
定する必要があります。タイプまたはコードに -1 を使用して、すべてのタイプまたはすべてのコードを意
味するようにできます。
対象セキュリティグループ (DestinationPrefixListId または DestinationSecurityGroupId) ま
たは CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6)。これらのパラメータのいずれも指定しない場合、スタック
は正常に起動しますが、ルールはセキュリティグループに追加されません。
ルールの変更は、可能な限り迅速に影響を受けるインスタンスに反映されます。ただし、わずかな遅延が
発生する場合があります。
VPC セキュリティグループの制限の詳細については、「Amazon VPC 制限」を参照してください。
AWS::EC2::SecurityGroupIngress と AWS::EC2::SecurityGroupEgress は、通常、Ingress
ルールと Egress ルールの中でセキュリティグループが相互に参照できるようにするために必要な場合に
のみ使用します。それ以外の場合、セキュリティグループの埋め込み Ingress ルールと Egress ルールを使
用します。詳細については、「Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroupEgress",
"Properties" : {
"CidrIp" : String,
"CidrIpv6" : String,
"Description" : String,
"DestinationPrefixListId" : String,
"DestinationSecurityGroupId" : String,
"FromPort" : Integer,
"GroupId" : String,
"IpProtocol" : String,
"ToPort" : Integer
}

YAML
Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress
Properties:
CidrIp: String
CidrIpv6: String
Description: String
DestinationPrefixListId: String
DestinationSecurityGroupId: String
FromPort: Integer
GroupId: String
IpProtocol: String
ToPort: Integer
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プロパティ
CidrIp
CIDR 形式の IPv4 アドレス範囲。
対象セキュリティグループ (DestinationPrefixListId または
DestinationSecurityGroupId) または CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CidrIpv6
CIDR 形式の IPv6 アドレス範囲。
対象セキュリティグループ (DestinationPrefixListId または
DestinationSecurityGroupId) または CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
Egress (送信) セキュリティグループルールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationPrefixListId
[EC2-VPC のみ] AWS のサービスのプレフィックスリスト ID。これは、セキュリティグループに関連
付けられたインスタンスから VPC エンドポイントを介してアクセスする AWS のサービスです。
対象セキュリティグループ (DestinationPrefixListId または
DestinationSecurityGroupId) または CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DestinationSecurityGroupId
セキュリティグループの ID.
対象セキュリティグループ (DestinationPrefixListId または
DestinationSecurityGroupId) または CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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FromPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の開始番号、または ICMP/ICMPv6 タイプの番号。-1 の値
は、すべての ICMP/ICMPv6 タイプを示します。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、す
べてのコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
GroupId
セキュリティグループの ID.リクエストでセキュリティグループ ID またはセキュリティグループ名の
いずれかを指定する必要があります。デフォルト以外の VPC のセキュリティグループの場合、セキュ
リティグループ ID を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IpProtocol
IP プロトコルの名前tcp、udp、icmp、icmpv6 または番号 (「プロトコル番号」を参照)。
[VPC のみ] -1 を使用してすべてのプロトコルを指定します。セキュリティグループルールを許可する
ときに、-1、またはtcp、udp、icmp、または icmpv6 以外のプロトコル番号を指定すると、指定し
たポート範囲に関係なく、すべてのポートでトラフィックが許可されます。tcp、udp、および icmp
には、ポート範囲を指定する必要があります。icmpv6 では、ポート範囲はオプションです。ポート
範囲を省略すると、すべてのタイプとコードのトラフィックが許可されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ToPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の終了番号、または ICMP/ICMPv6 コード。-1 の値はすべ
ての ICMP/ICMPv 6 コードを示しています。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、すべて
のコードを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
セキュリティ Egress ルールの名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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VPC セキュリティグループ
送信元 (ソース) セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加し、送信先 (ターゲット) セキュリ
ティグループへのトラフィックを許可したい場合があります。この場合、ターゲットセキュリティグルー
プにも、そのソースセキュリティグループからのトラフィックを許可するインバウンドルールが必要で
す。各セキュリティグループのアウトバウンドおよびインバウンドルールを指定するために Ref 関数を使
用できないことに注意してください。そのようにすると、依存関係に循環が生じます。2 つのリソースが
相互に依存し合うことはできません。代わりに、Egress リソースと Ingress リソースを使用してそれらの
アウトバウンドルールとインバウンドルールを宣言してください。次のテンプレートの例に示します。

JSON
"SourceSG": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId" : "vpc-1a2b3c4d",
"GroupDescription": "Sample source security group"
}
},
"TargetSG": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId" : "vpc-1a2b3c4d",
"GroupDescription": "Sample target security group"
}
},
"OutboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupEgress",
"Properties":{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 0,
"ToPort": 65535,
"DestinationSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"TargetSG",
"GroupId"
]
},
"GroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"SourceSG",
"GroupId"
]
}
}
},
"InboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties":{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 0,
"ToPort": 65535,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"SourceSG",
"GroupId"
]
},
"GroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"TargetSG",
"GroupId"
]
}
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}

}

YAML
SourceSG:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d
GroupDescription: Sample source security group
TargetSG:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d
GroupDescription: Sample target security group
OutboundRule:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress
Properties:
IpProtocol: tcp
FromPort: 0
ToPort: 65535
DestinationSecurityGroupId:
Fn::GetAtt:
- TargetSG
- GroupId
GroupId:
Fn::GetAtt:
- SourceSG
- GroupId
InboundRule:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Properties:
IpProtocol: tcp
FromPort: 0
ToPort: 65535
SourceSecurityGroupId:
Fn::GetAtt:
- SourceSG
- GroupId
GroupId:
Fn::GetAtt:
- TargetSG
- GroupId

AWS::EC2::SecurityGroupIngress
インバウンドルールをセキュリティグループに追加します。
インバウンドルールにより、インスタンスは指定された IPv4 または IPv6 CIDR アドレス範囲から、また
は指定されたセキュリティグループに関連付けられたインスタンスから、トラフィックを受信できます。
各ルールのプロトコルを指定します (たとえば、TCP)。TCP および UDP の場合は、ポートまたはポート
範囲も指定する必要があります。ICMP/ICMPv6 の場合は、ICMP/ICMPv6 タイプおよびコードも指定する
必要があります。-1 を使用すると、すべてのタイプまたはすべてのコードを指定することができます。
ソースセキュリティグループ (SourcePrefixListId、SourceSecurityGroupId、または
SourceSecurityGroupName) または CIDR 範囲 (CidrIp または CidrIpv6) を指定する必要がありま
す。これらのパラメータのいずれも指定しない場合、スタックは正常に起動しますが、ルールはセキュリ
ティグループに追加されません。
ルールの変更は、変更が発生するとすぐにセキュリティグループ内のインスタンスに反映されます。ただ
し、わずかな遅延が発生する場合があります。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"CidrIp" : String,
"CidrIpv6" : String,
"Description" : String,
"FromPort" : Integer,
"GroupId" : String,
"GroupName" : String,
"IpProtocol" : String,
"SourcePrefixListId" : String,
"SourceSecurityGroupId" : String,
"SourceSecurityGroupName" : String,
"SourceSecurityGroupOwnerId" : String,
"ToPort" : Integer
}

YAML
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Properties:
CidrIp: String
CidrIpv6: String
Description: String
FromPort: Integer
GroupId: String
GroupName: String
IpProtocol: String
SourcePrefixListId: String
SourceSecurityGroupId: String
SourceSecurityGroupName: String
SourceSecurityGroupOwnerId: String
ToPort: Integer

プロパティ
CidrIp
CIDR 形式の IPv4 アドレス範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CidrIpv6
CIDR 形式の IPv6 アドレス範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Description
入力 (受信) セキュリティグループルールの説明を更新します。既存の説明を置き換えるか、説明がな
かったルールに説明を追加できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FromPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の開始番号、または ICMP/ICMPv6 タイプの番号。-1 の値
は、すべての ICMP/ICMPv6 タイプを示します。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを指定した場合、す
べてのコードを指定する必要があります。
ICMP プロトコルおよびポートを使用するプロトコルにこれを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
GroupId
セキュリティグループの ID.リクエストでセキュリティグループ ID またはセキュリティグループ名の
いずれかを指定する必要があります。デフォルト以外の VPC のセキュリティグループの場合、セキュ
リティグループ ID を指定する必要があります。
GroupName プロパティまたは GroupId プロパティを指定する必要があります。VPC 内にあるセ
キュリティグループについては、GroupId プロパティを使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupName
セキュリティグループの名前。
制約: 最大 255 文字。sg- で始めることはできません。
EC2-Classic の場合の制約: ASCII 文字
EC2-VPC の場合の制約: a～z、A～Z、0～9、スペース、._-:/()#,@[]+=&;{}!$*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IpProtocol
IP プロトコルの名前tcp、udp、icmp、icmpv6 または番号 (「プロトコル番号」を参照)。
[VPC のみ] -1 を使用してすべてのプロトコルを指定します。セキュリティグループルールを許可する
ときに、-1、またはtcp、udp、icmp、または icmpv6 以外のプロトコル番号を指定すると、指定し
たポート範囲に関係なく、すべてのポートでトラフィックが許可されます。tcp、udp、および icmp
には、ポート範囲を指定する必要があります。icmpv6 では、ポート範囲はオプションです。ポート
範囲を省略すると、すべてのタイプとコードのトラフィックが許可されます。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourcePrefixListId
[EC2-VPC のみ] プレフィクスリストの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceSecurityGroupId
セキュリティグループの ID.セキュリティグループ ID またはセキュリティグループ名のいずれかを指
定する必要があります。デフォルト以外の VPC のセキュリティグループの場合、セキュリティグルー
プ ID を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceSecurityGroupName
[EC2-Classic、デフォルト VPC] ソースセキュリティグループの名前。
GroupName プロパティまたは GroupId プロパティを指定する必要があります。VPC 内にあるセ
キュリティグループについては、GroupId プロパティを使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceSecurityGroupOwnerId
[デフォルト以外の VPC] ソースセキュリティグループを所有する AWS アカウント ID。このプロパ
ティに IP アドレス範囲を指定することはできません。
SourceSecurityGroupName または SourceSecurityGroupId を指定していて、そのセキュ
リティグループがスタックを作成しているアカウントとは異なるアカウントに所有されている場合
は、SourceSecurityGroupOwnerId を指定する必要があります。それ以外の場合は、このプロパ
ティはオプションです。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ToPort
TCP および UDP プロトコルのポート範囲の終了番号、または ICMP/ICMPv6 コード。値 -1 は、指定
された ICMP タイプのすべての ICMP/ICMPv6 コードを示します。すべての ICMP/ICMPv6 タイプを
指定した場合、すべてのコードを指定する必要があります。
ICMP プロトコルおよびポートを使用するプロトコルにこれを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: Replacement

例
EC2-Classic セキュリティグループと Ingress ルール
EC2-Classic のセキュリティグループと Ingress ルールを宣言するには、SourceSecurityGroupName
プロパティを Ingress ルールで使用します。
次のテンプレート例では、EC2 セキュリティグループを定義し、その Ingress ルールで、同じセキュリ
ティグループ内の他のホストからの着信トラフィックをポート 80 で許可しています。

JSON
"SGBase": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Base Security Group",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"CidrIp": "0.0.0.0/0",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22
}
]
}
},
"SGBaseIngress": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties": {
"GroupId": {
"Ref": "SGBase"
},
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"SGBase",
"GroupId"
]
}
}
}

YAML
SGBase:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Base Security Group
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
CidrIp: 0.0.0.0/0
FromPort: 22
ToPort: 22
SGBaseIngress:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
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Properties:
GroupId: !Ref SGBase
IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupId: !GetAtt SGBase.GroupId

ピア接続 VPC 内のセキュリティグループからのトラフィックを許可する
前の例と同様に、次の例では、発信元 (ソース) セキュリティグループから送信先 (ターゲット) セキュリ
ティグループへの一方向のトラフィックが許可されます。ただし、この例では、AWS アカウント間でピア
接続された VPC のセキュリティグループを選択します。例えば、ある AWS アカウントでセキュリティス
キャンリソースを作成し、それを別のアカウントで診断を実行するために使用する場合は、クロスアカウ
ントトラフィックを許可することをお勧めします。この例では、異なる AWS アカウントのソースセキュ
リティグループからの着信トラフィックを許可する、ターゲット VPC セキュリティグループに Ingress
ルールを追加します。ソースセキュリティグループには、ターゲットセキュリティグループへの送信トラ
フィックを許可する Egress ルールも必要です。ソースセキュリティグループは別のアカウントにあるた
め、次の例では Ref 関数を使用してソースセキュリティグループ ID sg-12345678 を参照するのではな
く、直接セキュリティグループ ID を指定しています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"TargetSG": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"GroupDescription": "Security group allowing ingress for security scanners"
}
},
"InboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties": {
"GroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"TargetSG",
"GroupId"
]
},
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupId": "sg-12345678",
"SourceSecurityGroupOwnerId": "123456789012"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
TargetSG:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d
GroupDescription: Security group allowing ingress for security scanners
InboundRule:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroupIngress'
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Properties:
GroupId: !GetAtt TargetSG.GroupId
IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupId: sg-12345678
SourceSecurityGroupOwnerId: '123456789012'

Egress ルールと Ingress ルールを持つ VPC セキュリティグループ
送信元 (ソース) セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加し、送信先 (ターゲット) セキュリ
ティグループへのトラフィックを許可したい場合があります。この場合、ターゲットセキュリティグルー
プにも、そのソースセキュリティグループからのトラフィックを許可するインバウンドルールが必要で
す。各セキュリティグループのアウトバウンドおよびインバウンドルールを指定するために Ref 関数を使
用できないことに注意してください。そのようにすると、依存関係に循環が生じます。2 つのリソースが
相互に依存し合うことはできません。代わりに、Egress リソースと Ingress リソースを使用してそれらの
アウトバウンドルールとインバウンドルールを宣言してください。次のテンプレートの例に示します。

JSON
"Resources": {
"SourceSG": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId" : "vpc-1a2b3c4d",
"GroupDescription": "Sample source security group"
}
},
"TargetSG": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"VpcId" : "vpc-1a2b3c4d",
"GroupDescription": "Sample target security group"
}
},
"OutboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupEgress",
"Properties":{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 0,
"ToPort": 65535,
"DestinationSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"TargetSG",
"GroupId"
]
},
"GroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"SourceSG",
"GroupId"
]
}
}
},
"InboundRule": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress",
"Properties":{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 0,
"ToPort": 65535,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
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"SourceSG",
"GroupId"

}

}

}

]
},
"GroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"TargetSG",
"GroupId"
]
}

YAML
SourceSG:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d
GroupDescription: Sample source security group
TargetSG:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
VpcId: vpc-1a2b3c4d
GroupDescription: Sample target security group
OutboundRule:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress
Properties:
IpProtocol: tcp
FromPort: 0
ToPort: 65535
DestinationSecurityGroupId:
Fn::GetAtt:
- TargetSG
- GroupId
GroupId:
Fn::GetAtt:
- SourceSG
- GroupId
InboundRule:
Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Properties:
IpProtocol: tcp
FromPort: 0
ToPort: 65535
SourceSecurityGroupId:
Fn::GetAtt:
- SourceSG
- GroupId
GroupId:
Fn::GetAtt:
- TargetSG
- GroupId

Ping リクエストを許可する
ping リクエストを許可するには、ICMP プロトコルタイプを追加し、ICMP タイプに 8 (エコー要求)
を、ICMP コードに 0 または -1 (すべて) を指定します。

JSON
"SGPing" : {
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}

"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"DependsOn": "VPC",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "SG to test ping",
"VpcId" : {"Ref" : "VPC"},
"SecurityGroupIngress" : [
{ "IpProtocol" : "tcp", "FromPort" : 22, "ToPort" : 22, "CidrIp" : "10.0.0.0/24" },
{ "IpProtocol" : "icmp", "FromPort" : 8, "ToPort" : -1, "CidrIp" : "10.0.0.0/24" }
]
}

YAML
SGPing:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
DependsOn: VPC
Properties:
GroupDescription: SG to test ping
VpcId:
Ref: VPC
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: 10.0.0.0/24
- IpProtocol: icmp
FromPort: 8
ToPort: -1
CidrIp: 10.0.0.0/24

AWS::EC2::SpotFleet
スポットフリートリクエストを指定します。スポットフリートリクエストには、インスタンスのフリート
またはグループを起動するための設定情報が含まれています。
スポットフリートリクエストは、フリートの合計ターゲット容量とオンデマンドターゲット容量を指定し
ます。Amazon EC2 は、合計容量とオンデマンド容量の差を計算し、その差をスポット容量として起動し
ます。
スポットフリートは複数の起動条件を含めることができ、これにはインスタンスタイプ、AMI、アベイラ
ビリティーゾーン、またはサブネットがあります。
デフォルトでは、スポットフリートは、ユニットあたりの価格が最も低いスポットプールのスポットイン
スタンスをリクエストします。各起動条件には、インスタンスタイプの値をアプリケーションワークロー
ドに反映する独自のインスタンスの重みを含めることができます。
または、スポットフリートが起動条件に含まれるスポットプール全体にターゲット容量を分散するように
指定できます。スポットフリートのスポットインスタンスが異なるスポットプールにあることを確認する
ことにより、フリートの可用性を改善できます。
スポットインスタンスのタグを指定できます。instance リソースタイプのみがサポートされているた
め、スポットフリートリクエストで他のリソースタイプをタグ付けすることはできません。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「スポットフリートリクエスト」
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SpotFleet",
"Properties" : {
"SpotFleetRequestConfigData" : SpotFleetRequestConfigData (p. 2653)
}

YAML
Type: AWS::EC2::SpotFleet
Properties:
SpotFleetRequestConfigData:
SpotFleetRequestConfigData (p. 2653)

プロパティ
SpotFleetRequestConfigData
スポットフリートリクエストの設定を記述します。
必須: はい
タイプ: SpotFleetRequestConfigData (p. 2653)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
スポットフリートの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
スポットフリートの ID。

例
スポットフリートを作成する
次の例は、2 つの起動指定でスポットフリートを指定します。加重容量は同じです。したがって、Amazon
EC2 はそれぞれの指定で同じ数のインスタンスを起動します。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「スポットフリートの仕組み」を参照してください。
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JSON
"SpotFleet": {
"Type": "AWS::EC2::SpotFleet",
"Properties": {
"SpotFleetRequestConfigData": {
"IamFleetRole": { "Fn::GetAtt": [ "IAMFleetRole", "Arn"] },
"SpotPrice": "1000",
"TargetCapacity": { "Ref": "TargetCapacity" },
"LaunchSpecifications": [
{
"EbsOptimized": "false",
"InstanceType": { "Ref": "InstanceType" },
"ImageId": { "Fn::FindInMap": [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref": "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap": [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref":
"InstanceType" }, "Arch" ] }
]},
"SubnetId": { "Ref": "Subnet1" },
"WeightedCapacity": "8"
},
{
"EbsOptimized": "true",
"InstanceType": { "Ref": "InstanceType" },
"ImageId": { "Fn::FindInMap": [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref": "AWS::Region" },
{ "Fn::FindInMap": [ "AWSInstanceType2Arch", { "Ref":
"InstanceType" }, "Arch" ] }
]},
"Monitoring": { "Enabled": "true" },
"SecurityGroups": [ { "GroupId": { "Fn::GetAtt": [ "SG0", "GroupId" ] } } ],
"SubnetId": { "Ref": "Subnet0" },
"IamInstanceProfile": { "Arn": { "Fn::GetAtt": [ "RootInstanceProfile",
"Arn" ] } },
"WeightedCapacity": "8"
}
]
}
}
}

YAML
SpotFleet:
Type: AWS::EC2::SpotFleet
Properties:
SpotFleetRequestConfigData:
IamFleetRole: !GetAtt [IAMFleetRole, Arn]
SpotPrice: '1000'
TargetCapacity:
Ref: TargetCapacity
LaunchSpecifications:
- EbsOptimized: 'false'
InstanceType:
Ref: InstanceType
ImageId:
Fn::FindInMap:
- AWSRegionArch2AMI
- Ref: AWS::Region
- Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- Ref: InstanceType
- Arch
SubnetId:
Ref: Subnet1
WeightedCapacity: '8'
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- EbsOptimized: 'true'
InstanceType:
Ref: InstanceType
ImageId:
Fn::FindInMap:
- AWSRegionArch2AMI
- Ref: AWS::Region
- Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- Ref: InstanceType
- Arch
Monitoring:
Enabled: 'true'
SecurityGroups:
- GroupId:
Fn::GetAtt:
- SG0
- GroupId
SubnetId:
Ref: Subnet0
IamInstanceProfile:
Arn:
Fn::GetAtt:
- RootInstanceProfile
- Arn
WeightedCapacity: '8'

以下の資料も参照してください。
• AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
• AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy

AWS::EC2::SpotFleet BlockDeviceMapping
ブロックデバイスマッピングを指定します。
Ebs または VirtualName を指定できます。両方を指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : EbsBlockDevice (p. 2634),
"NoDevice" : String,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
EbsBlockDevice (p. 2634)
NoDevice: String
VirtualName: String
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プロパティ
DeviceName
デバイス名 (/dev/sdh、xvdh など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Ebs
インスタンスを起動する際、EBS ボリュームを自動設定するために使用するパラメータ。
必須: 条件付き
タイプ: EbsBlockDevice (p. 2634)
Update requires: Replacement
NoDevice
ブロックデバイスマッピングでデバイスを省略するには、空の文字列を指定します。このプロパティ
を指定すると、割り当てられた値にかかわらず、デバイスがブロックデバイスマッピングから削除さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VirtualName
仮想デバイスの名前 (ephemeralN)。インスタンスストアボリュームは 0 から番号が付けられます。
利用可能なインスタンスストアボリュームが 2 つあるインスタンスタイプの場合は、ephemeral0 と
ephemeral1 のマッピングを指定できます。使用できるインスタンスストアボリュームの数は、イン
スタンスタイプによって異なります。インスタンスに接続したら、ボリュームをマウントする必要が
あります。
NVMe インスタンスストアボリュームは自動的に列挙され、デバイス名が割り当てられます。ブロッ
クデバイスマッピングにそれらを含めても効果はありません。
制約: M3 インスタンスの場合、インスタンスのブロックデバイスマッピングでインスタンスストアボ
リュームを指定する必要があります。M3 インスタンスを起動する際には、AMI のブロックデバイス
マッピングで指定したインスタンスストアボリュームはすべて無視されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet ClassicLoadBalancer
Classic Load Balancer を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
ロードバランサーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet ClassicLoadBalancersConfig
スポットフリートにアタッチする Classic Load Balancer を指定します。スポットフリートは、実行中のス
ポットインスタンスをこれらの Classic Load Balancer に登録します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClassicLoadBalancers" : [ ClassicLoadBalancer (p. 2632), ... ]

YAML
ClassicLoadBalancers:
- ClassicLoadBalancer (p. 2632)

プロパティ
ClassicLoadBalancers
1 つ以上の Classic Load Balancer。
必須: はい
タイプ: ClassicLoadBalancer (p. 2632) のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
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AWS::EC2::SpotFleet EbsBlockDevice
EBS ボリュームのブロックデバイスを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"SnapshotId" : String,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
SnapshotId: String
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンス終了時に EBS ボリュームが削除されるかどうかを表します。詳細については、Amazon
EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの削除で Amazon EBS ボリュームを保持する」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Encrypted
EBS ボリュームの暗号化状態が、バックアップするスナップショットから復元される間に変更される
かどうかを示します。暗号化状態を true に設定した場合の効果は、ボリュームのオリジン (新規また
はスナップショットから取得)、暗号化状態の開始、所有権、およびデフォルトで暗号化が有効である
かどうかによって異なります。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS 暗号
化」を参照してください。
暗号化されたボリュームから暗号化を削除することはできません。
暗号化されたボリュームは、Amazon EBS 暗号化をサポートするインスタンスにのみアタッチするこ
とができます。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。
このパラメータは、DescribeImageAttribute によって返されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
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Iops
1 秒あたりの I/O 操作の数 (IOPS)。gp3、io1、io2 ボリュームの場合、これはボリュームでプロビ
ジョニングされている IOPS の数を表します。gp2 ボリュームの場合、これはボリュームのベースラ
インパフォーマンスと、バースト用の I/O クレジットがこのボリュームに蓄積されるレートを表しま
す。
以下は、各ボリュームタイプでサポートされている値です。
• gp3: 3,000-16,000 IOPS
• io1: 100-64,000 IOPS
• io2: 100-64,000 IOPS
io1、io2 ボリュームについては、Nitro System で構築されたインスタンスのみ 64,000 IOPS を保証
します。その他のインスタンスファミリーは、最大 32,000 IOPS までのパフォーマンスを保証しま
す。
このパラメータは、io1 と io2 のボリュームに必須です。gp3 ボリュームのデフォルトは 3,000
IOPS です。このパラメータは、gp2、st1、sc1、standard ボリュームではサポートされていませ
ん。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SnapshotId
スナップショットの ID。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeSize
ボリュームのサイズ (GiB 単位)。スナップショット ID またはボリュームサイズを指定する必要があ
ります。スナップショットを指定した場合、デフォルトはスナップショットサイズです。スナップ
ショットサイズと同じかそれ以上のボリュームサイズを指定できます。
各ボリュームタイプでサポートされているボリュームサイズは以下のとおりです。
• gp2 と gp3: 1-16、384
• io1 と io2: 4-16,384
• st1 と sc1: 125-16,384
• standard: 1-1,024
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
VolumeType
ボリュームタイプ。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS ボリュームの種
類」を参照してください。ボリュームタイプが io1 または io2 の場合は、ボリュームがサポートす
る IOPS を指定する必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet FleetLaunchTemplateSpecification
Amazon EC2 起動テンプレートと、Amazon EC2 インスタンスを設定するためにスポットフリートリク
エストで使用できる起動テンプレートのバージョンについて説明します。起動テンプレートの詳細につい
ては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「起動テンプレートからのインスタンスの起
動」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String

プロパティ
LaunchTemplateId
起動テンプレートの ID。テンプレート ID を指定した場合、テンプレート名を指定することはできま
せん。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchTemplateName
起動テンプレートの名前。テンプレート名またはテンプレート ID を指定する必要があります。
最小長は 3 です｡最大長は 128 です。名前は必ずパターン ([a-zA-Z0-9\(\)\.-/_]+) に従って指定
します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9\(\)\.\-/_]+
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Update requires: Replacement
Version
起動テンプレートのバージョン番号。バージョン番号を指定する必要があります。AWS
CloudFormation では、テンプレートバージョン番号に $Latest または $Default を指定することは
できません。
最小長は 1 です｡最大長は 255 です。バージョンは必ず、[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD
\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]* というパターンに従って指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet GroupIdentifier
セキュリティグループを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupId" : String

YAML
GroupId: String

プロパティ
GroupId
セキュリティグループの ID.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet IamInstanceProfileSpecification
IAM インスタンスプロファイルを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
インスタンスプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet InstanceIpv6Address
IPv6 アドレスを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ipv6Address" : String

YAML
Ipv6Address: String

プロパティ
Ipv6Address
IPv6 アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet InstanceNetworkInterfaceSpecification
ネットワークインターフェイスを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AssociatePublicIpAddress" : Boolean,
"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Description" : String,
"DeviceIndex" : Integer,
"Groups" : [ String, ... ],
"Ipv6AddressCount" : Integer,
"Ipv6Addresses" : [ InstanceIpv6Address (p. 2638), ... ],
"NetworkInterfaceId" : String,
"PrivateIpAddresses" : [ PrivateIpAddressSpecification (p. 2645), ... ],
"SecondaryPrivateIpAddressCount" : Integer,
"SubnetId" : String

YAML
AssociatePublicIpAddress: Boolean
DeleteOnTermination: Boolean
Description: String
DeviceIndex: Integer
Groups:
- String
Ipv6AddressCount: Integer
Ipv6Addresses:
- InstanceIpv6Address (p. 2638)
NetworkInterfaceId: String
PrivateIpAddresses:
- PrivateIpAddressSpecification (p. 2645)
SecondaryPrivateIpAddressCount: Integer
SubnetId: String

プロパティ
AssociatePublicIpAddress
VPC で起動するインスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てるかどうかを示します。パブ
リック IP アドレスは eth0 のネットワークインターフェイスのみに割り当てることができ、既存の
ネットワークインターフェイスではなく、新しいもののみに割り当てることができます。リクエスト
に複数のネットワークインターフェイスを指定することはできません。デフォルトサブネットで起動
する場合、デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DeleteOnTermination
インスタンスの終了時にネットワークインターフェイスを自動的に削除するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Description
ネットワークインターフェイスの説明。インスタンスの起動時に新しいネットワークインターフェイ
スを作成する場合にのみ適用されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeviceIndex
アタッチの順序におけるネットワークインターフェイスの位置。プライマリネットワークインター
フェイスのデバイスインデックスは 0 です。
インスタンスの起動時にネットワークインターフェイスを指定する場合は、デバイスインデックスを
指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Groups
ネットワークインターフェイスのセキュリティグループの ID。インスタンスの起動時に新しいネット
ワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Ipv6AddressCount
ネットワークインターフェイスに割り当てる IPv6 アドレスの数。Amazon EC2 ではサブネットの範
囲から IPv6 アドレスが選択されます。同じリクエストで、このオプションと、特定の IPv6 アドレス
を割り当てるオプションを指定することはできません。起動するインスタンスの最小数を指定した場
合は、このオプションを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Ipv6Addresses
ネットワークインターフェイスに割り当てる 1 つ以上の IPv6 アドレス。同じリクエストで、このオ
プションと、多数の IPv6 アドレスを割り当てるオプションを指定することはできません。起動するイ
ンスタンスの最小数を指定した場合は、このオプションを指定できません。
必須: いいえ
タイプ: InstanceIpv6Address (p. 2638) のリスト
Update requires: Replacement
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
スポットフリートを作成する場合は、起動仕様でネットワークインターフェイス ID を指定できないた
め、このパラメータは省略してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PrivateIpAddresses
ネットワークインターフェイスに割り当てられた 1 つ以上のプライベート IPv4 アドレス。プライマ
リとして指定できるプライベート IPv4 アドレスは 1 つだけです。RunInstances リクエストで複数の
インスタンスを起動している場合は、このオプションを指定できません。
必須: いいえ
タイプ: PrivateIpAddressSpecification (p. 2645) のリスト
Update requires: Replacement
SecondaryPrivateIpAddressCount
セカンダリプライベート IPv4 アドレスの数。このオプションを指定したり、プライベート IP ア
ドレスオプションを使用して複数のプライベート IP アドレスを指定したりすることはできませ
ん。RunInstances リクエストで複数のインスタンスを起動している場合は、このオプションを指定で
きません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SubnetId
ネットワークインターフェイスに関連付けられているサブネットの ID。インスタンスの起動時に新し
いネットワークインターフェイスを作成する場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet LaunchTemplateConfig
起動テンプレートと上書きを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LaunchTemplateSpecification" : FleetLaunchTemplateSpecification (p. 2636),
"Overrides" : [ LaunchTemplateOverrides (p. 2642), ... ]

YAML
LaunchTemplateSpecification:
FleetLaunchTemplateSpecification (p. 2636)
Overrides:
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- LaunchTemplateOverrides (p. 2642)

プロパティ
LaunchTemplateSpecification
起動テンプレート。
必須: いいえ
タイプ: FleetLaunchTemplateSpecification (p. 2636)
Update requires: Replacement
Overrides
指定したパラメータによって、起動テンプレートのパラメータが上書きされます。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateOverrides (p. 2642) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet LaunchTemplateOverrides
起動テンプレートの上書きを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AvailabilityZone" : String,
"InstanceType" : String,
"SpotPrice" : String,
"SubnetId" : String,
"WeightedCapacity" : Double

YAML
AvailabilityZone: String
InstanceType: String
SpotPrice: String
SubnetId: String
WeightedCapacity: Double

プロパティ
AvailabilityZone
インスタンスを起動するアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
InstanceType
インスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: a1.2xlarge | a1.4xlarge | a1.large | a1.medium | a1.metal |
a1.xlarge | c1.medium | c1.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge
| c3.large | c3.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large
| c4.xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge |
c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large | c5.metal | c5.xlarge | c5a.12xlarge
| c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.large | c5a.xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge
| c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge | c5ad.8xlarge | c5ad.large | c5ad.xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge
| c5d.9xlarge | c5d.large | c5d.metal | c5d.xlarge | c5n.18xlarge |
c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge | c5n.large | c5n.metal | c5n.xlarge
| c6g.12xlarge | c6g.16xlarge | c6g.2xlarge | c6g.4xlarge | c6g.8xlarge
| c6g.large | c6g.medium | c6g.metal | c6g.xlarge | c6gd.12xlarge |
c6gd.16xlarge | c6gd.2xlarge | c6gd.4xlarge | c6gd.8xlarge | c6gd.large
| c6gd.medium | c6gd.metal | c6gd.xlarge | c6gn.12xlarge | c6gn.16xlarge
| c6gn.2xlarge | c6gn.4xlarge | c6gn.8xlarge | c6gn.large | c6gn.medium
| c6gn.xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | cg1.4xlarge | cr1.8xlarge |
d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge | d2.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge
| d3.8xlarge | d3.xlarge | d3en.12xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge
| d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.xlarge | f1.16xlarge | f1.2xlarge
| f1.4xlarge | g2.2xlarge | g2.8xlarge | g3.16xlarge | g3.4xlarge |
g3.8xlarge | g3s.xlarge | g4ad.16xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge |
g4ad.8xlarge | g4ad.xlarge | g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.2xlarge
| g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge | g4dn.metal | g4dn.xlarge | h1.16xlarge
| h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | hi1.4xlarge | hs1.8xlarge |
i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | i2.xlarge | i3.16xlarge | i3.2xlarge
| i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.large | i3.metal | i3.xlarge | i3en.12xlarge
| i3en.24xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.large
| i3en.metal | i3en.xlarge | inf1.24xlarge | inf1.2xlarge | inf1.6xlarge
| inf1.xlarge | m1.large | m1.medium | m1.small | m1.xlarge | m2.2xlarge
| m2.4xlarge | m2.xlarge | m3.2xlarge | m3.large | m3.medium | m3.xlarge |
m4.10xlarge | m4.16xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge |
m5.8xlarge | m5.large | m5.metal | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge | m5ad.2xlarge
| m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5d.12xlarge
| m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.large | m5d.metal | m5d.xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge |
m5dn.24xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.large
| m5dn.metal | m5dn.xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge
| m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.large | m5n.metal |
m5n.xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge
| m5zn.large | m5zn.metal | m5zn.xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge |
m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.large | m6g.medium | m6g.metal
| m6g.xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge
| m6gd.8xlarge | m6gd.large | m6gd.medium | m6gd.metal | m6gd.xlarge |
m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.2xlarge | m6i.32xlarge
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| m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.large | m6i.xlarge | mac1.metal |
p2.16xlarge | p2.8xlarge | p2.xlarge | p3.16xlarge | p3.2xlarge | p3.8xlarge
| p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge |
r3.large | r3.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.large | r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge
| r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.metal | r5.xlarge | r5a.12xlarge
| r5a.16xlarge | r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.large | r5a.xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge
| r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.large | r5ad.xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge
| r5b.8xlarge | r5b.large | r5b.metal | r5b.xlarge | r5d.12xlarge |
r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.large | r5d.metal | r5d.xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge |
r5dn.24xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.large
| r5dn.metal | r5dn.xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge |
r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.large | r5n.metal | r5n.xlarge
| r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge
| r6g.large | r6g.medium | r6g.metal | r6g.xlarge | r6gd.12xlarge |
r6gd.16xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.large |
r6gd.medium | r6gd.metal | r6gd.xlarge | t1.micro | t2.2xlarge | t2.large
| t2.medium | t2.micro | t2.nano | t2.small | t2.xlarge | t3.2xlarge
| t3.large | t3.medium | t3.micro | t3.nano | t3.small | t3.xlarge |
t3a.2xlarge | t3a.large | t3a.medium | t3a.micro | t3a.nano | t3a.small |
t3a.xlarge | t4g.2xlarge | t4g.large | t4g.medium | t4g.micro | t4g.nano |
t4g.small | t4g.xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal
| u-24tb1.metal | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.metal |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.16xlarge
| x1e.2xlarge | x1e.32xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.xlarge |
x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge
| x2gd.large | x2gd.medium | x2gd.metal | x2gd.xlarge | z1d.12xlarge |
z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.large | z1d.metal | z1d.xlarge
Update requires: Replacement
SpotPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考えるユニット時間あたりの上限価格。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
インスタンスを起動するサブネットの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
WeightedCapacity
単位数は、指定のインスタンスタイプによって提供されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet LoadBalancersConfig
スポットフリートリクエストにアタッチする Classic Load Balancer とターゲットグループを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClassicLoadBalancersConfig" : ClassicLoadBalancersConfig (p. 2633),
"TargetGroupsConfig" : TargetGroupsConfig (p. 2662)

YAML
ClassicLoadBalancersConfig:
ClassicLoadBalancersConfig (p. 2633)
TargetGroupsConfig:
TargetGroupsConfig (p. 2662)

プロパティ
ClassicLoadBalancersConfig
Classic Load Balancer。
必須: いいえ
タイプ: ClassicLoadBalancersConfig (p. 2633)
Update requires: Replacement
TargetGroupsConfig
ターゲットグループ。
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupsConfig (p. 2662)
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet PrivateIpAddressSpecification
ネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Primary" : Boolean,
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}

"PrivateIpAddress" : String

YAML
Primary: Boolean
PrivateIpAddress: String

プロパティ
Primary
プライベート IPv4 アドレスがプライマリプライベート IPv4 アドレスであるかどうかを示します。プ
ライマリとして指定できる IPv4 アドレスは 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
PrivateIpAddress
プライベート IPv4 アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotCapacityRebalance
スポットインスタンスの中断リスクが高いことを示すシグナルを Amazon EC2 が発したときに使用され
る、スポットインスタンスの置換戦略。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「キャパシティー再調整」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReplacementStrategy" : String

YAML
ReplacementStrategy: String

プロパティ
ReplacementStrategy
使用する置換戦略。タイプ maintain のフリートでのみ使用可能です。値を指定する必要がありま
す。指定しないとエラーが返されます。
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フリート内のスポットインスタンスにインスタンス再調整の通知が発行されたときに、スポットフ
リートが代替のスポットインスタンスを起動できるようにするには、launch を選択します。

Note
代替インスタンスを起動しても、再調整の対象としてマークされたインスタンスは自動的に
終了しません。終了することも、実行したままにすることもできます。実行中は、すべての
インスタンスに対して課金されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: launch
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotFleetLaunchSpecification
1 つ以上のスポットインスタンスの起動仕様を指定します。フリートリクエストにオンデマンドキャパシ
ティーを含める場合、SpotFleetLaunchSpecification は使用できません。LaunchTemplateConfig
を使用する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockDeviceMappings" : [ BlockDeviceMapping (p. 2631), ... ],
"EbsOptimized" : Boolean,
"IamInstanceProfile" : IamInstanceProfileSpecification (p. 2637),
"ImageId" : String,
"InstanceType" : String,
"KernelId" : String,
"KeyName" : String,
"Monitoring" : SpotFleetMonitoring (p. 2652),
"NetworkInterfaces" : [ InstanceNetworkInterfaceSpecification (p. 2638), ... ],
"Placement" : SpotPlacement (p. 2660),
"RamdiskId" : String,
"SecurityGroups" : [ GroupIdentifier (p. 2637), ... ],
"SpotPrice" : String,
"SubnetId" : String,
"TagSpecifications" : [ SpotFleetTagSpecification (p. 2658), ... ],
"UserData" : String,
"WeightedCapacity" : Double

YAML
BlockDeviceMappings:
- BlockDeviceMapping (p. 2631)
EbsOptimized: Boolean
IamInstanceProfile:
IamInstanceProfileSpecification (p. 2637)
ImageId: String
InstanceType: String
KernelId: String
KeyName: String
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Monitoring:
SpotFleetMonitoring (p. 2652)
NetworkInterfaces:
- InstanceNetworkInterfaceSpecification (p. 2638)
Placement:
SpotPlacement (p. 2660)
RamdiskId: String
SecurityGroups:
- GroupIdentifier (p. 2637)
SpotPrice: String
SubnetId: String
TagSpecifications:
- SpotFleetTagSpecification (p. 2658)
UserData: String
WeightedCapacity: Double

プロパティ
BlockDeviceMappings
スポットインスタンスにマッピングされた 1 つ以上のブロックデバイス。スナップショット ID と暗
号化値の両方を指定することはできません。これは、作成時には空のボリュームしか暗号化できない
ためです。スナップショットがボリュームの基盤となっている場合、それは空白ではなく、その暗号
化ステータスがボリュームの暗号化ステータスに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: BlockDeviceMapping (p. 2631) のリスト
Update requires: Replacement
EbsOptimized
インスタンスが EBS I/O 用に最適化されているかどうかを示します。この最適化によって、Amazon
EBS に特化したスループットが得られ、また、最適化された設定スタックによって EBS I/O パフォー
マンスが最大限に引き出されます。この最適化は、すべてのインスタンスタイプで使用できるわけで
はありません。EBS 最適化インスタンスをする場合は、追加料金が適用されます。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
IamInstanceProfile
IAM インスタンスプロファイル。
必須: いいえ
タイプ: IamInstanceProfileSpecification (p. 2637)
Update requires: Replacement
ImageId
AMI の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
InstanceType
インスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: a1.2xlarge | a1.4xlarge | a1.large | a1.medium | a1.metal |
a1.xlarge | c1.medium | c1.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge
| c3.large | c3.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large
| c4.xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge |
c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large | c5.metal | c5.xlarge | c5a.12xlarge
| c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.large | c5a.xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge
| c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge | c5ad.8xlarge | c5ad.large | c5ad.xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge
| c5d.9xlarge | c5d.large | c5d.metal | c5d.xlarge | c5n.18xlarge |
c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge | c5n.large | c5n.metal | c5n.xlarge
| c6g.12xlarge | c6g.16xlarge | c6g.2xlarge | c6g.4xlarge | c6g.8xlarge
| c6g.large | c6g.medium | c6g.metal | c6g.xlarge | c6gd.12xlarge |
c6gd.16xlarge | c6gd.2xlarge | c6gd.4xlarge | c6gd.8xlarge | c6gd.large
| c6gd.medium | c6gd.metal | c6gd.xlarge | c6gn.12xlarge | c6gn.16xlarge
| c6gn.2xlarge | c6gn.4xlarge | c6gn.8xlarge | c6gn.large | c6gn.medium
| c6gn.xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge | cg1.4xlarge | cr1.8xlarge |
d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge | d2.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge
| d3.8xlarge | d3.xlarge | d3en.12xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge
| d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.xlarge | f1.16xlarge | f1.2xlarge
| f1.4xlarge | g2.2xlarge | g2.8xlarge | g3.16xlarge | g3.4xlarge |
g3.8xlarge | g3s.xlarge | g4ad.16xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge |
g4ad.8xlarge | g4ad.xlarge | g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.2xlarge
| g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge | g4dn.metal | g4dn.xlarge | h1.16xlarge
| h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | hi1.4xlarge | hs1.8xlarge |
i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | i2.xlarge | i3.16xlarge | i3.2xlarge
| i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.large | i3.metal | i3.xlarge | i3en.12xlarge
| i3en.24xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.large
| i3en.metal | i3en.xlarge | inf1.24xlarge | inf1.2xlarge | inf1.6xlarge
| inf1.xlarge | m1.large | m1.medium | m1.small | m1.xlarge | m2.2xlarge
| m2.4xlarge | m2.xlarge | m3.2xlarge | m3.large | m3.medium | m3.xlarge |
m4.10xlarge | m4.16xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge |
m5.8xlarge | m5.large | m5.metal | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge | m5ad.2xlarge
| m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5d.12xlarge
| m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.large | m5d.metal | m5d.xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge |
m5dn.24xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.large
| m5dn.metal | m5dn.xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge
| m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.large | m5n.metal |
m5n.xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge
| m5zn.large | m5zn.metal | m5zn.xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge |
m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.large | m6g.medium | m6g.metal
| m6g.xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge
| m6gd.8xlarge | m6gd.large | m6gd.medium | m6gd.metal | m6gd.xlarge |
m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.2xlarge | m6i.32xlarge
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| m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.large | m6i.xlarge | mac1.metal |
p2.16xlarge | p2.8xlarge | p2.xlarge | p3.16xlarge | p3.2xlarge | p3.8xlarge
| p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge |
r3.large | r3.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.large | r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge
| r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.metal | r5.xlarge | r5a.12xlarge
| r5a.16xlarge | r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.large | r5a.xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge
| r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.large | r5ad.xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge
| r5b.8xlarge | r5b.large | r5b.metal | r5b.xlarge | r5d.12xlarge |
r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.large | r5d.metal | r5d.xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge |
r5dn.24xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.large
| r5dn.metal | r5dn.xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge |
r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.large | r5n.metal | r5n.xlarge
| r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge
| r6g.large | r6g.medium | r6g.metal | r6g.xlarge | r6gd.12xlarge |
r6gd.16xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.large |
r6gd.medium | r6gd.metal | r6gd.xlarge | t1.micro | t2.2xlarge | t2.large
| t2.medium | t2.micro | t2.nano | t2.small | t2.xlarge | t3.2xlarge
| t3.large | t3.medium | t3.micro | t3.nano | t3.small | t3.xlarge |
t3a.2xlarge | t3a.large | t3a.medium | t3a.micro | t3a.nano | t3a.small |
t3a.xlarge | t4g.2xlarge | t4g.large | t4g.medium | t4g.micro | t4g.nano |
t4g.small | t4g.xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal
| u-24tb1.metal | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.metal |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal | x1.16xlarge | x1.32xlarge | x1e.16xlarge
| x1e.2xlarge | x1e.32xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.xlarge |
x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge
| x2gd.large | x2gd.medium | x2gd.metal | x2gd.xlarge | z1d.12xlarge |
z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.large | z1d.metal | z1d.xlarge
Update requires: Replacement
KernelId
カーネルの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KeyName
キーペアの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Monitoring
インスタンスのモニタリングの有効または無効。
必須: いいえ
タイプ: SpotFleetMonitoring (p. 2652)
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Update requires: Replacement
NetworkInterfaces
1 つ以上のネットワークインターフェイス。ネットワークインターフェイスを指定する場合は、ネッ
トワークインターフェイスを使用してサブネット ID とセキュリティグループ ID を指定する必要があ
ります。

Note
SpotFleetLaunchSpecification は現在、Elastic Fabric Adapter (EFA) をサポートして
いません。EFA を指定するには、LaunchTemplateConfig を使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: InstanceNetworkInterfaceSpecification (p. 2638) のリスト
Update requires: Replacement
Placement
配置情報。
必須: いいえ
タイプ: SpotPlacement (p. 2660)
Update requires: Replacement
RamdiskId
RAM ディスクの ID。一部のカーネルでは起動時に別途ドライバーが必要となります。RAM ディスク
を指定する必要があるかどうかについては、カーネルの要件を確認してください。カーネル要件を確
認するには、AWS リソースセンターでカーネル ID を検索します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroups
1 つまたは複数のセキュリティグループ。VPC のインスタンスをリクエストするときには、セキュリ
ティグループの ID を指定する必要があります。EC2-Classic のインスタンスをリクエストするときに
は、セキュリティグループの名前または ID を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: GroupIdentifier (p. 2637) のリスト
Update requires: Replacement
SpotPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考えるユニット時間あたりの上限価格。こ
の値が指定されていない場合、デフォルトはフリートに指定されたスポット料金です。単位時間あた
りのスポット料金を確認するには、スポット料金を WeightedCapacity の値で除算します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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SubnetId
インスタンスを起動するサブネットの ID。複数のサブネットを指定するには、カンマで区切ります
(例:「subnet-1234abcdeexample1, subnet-0987cdef6example2」)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TagSpecifications
作成時に適用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: SpotFleetTagSpecification (p. 2658) のリスト
Update requires: Replacement
UserData
開始時にインスタンスが使用する Base64 エンコードされたユーザーデータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
WeightedCapacity
単位数は、指定のインスタンスタイプによって提供されます。これらは、vCPU、メモリ、または I/O
などのインスタンスまたはパフォーマンス特性の観点で対象となる容量を設定するために選択したも
のと同じ単位です。
この値で除算された対象容量は整数ではありません。Amazon EC2 はインスタンスの数を次の整数に
丸めます。この値が指定されていない場合、デフォルトは 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotFleetMonitoring
モニタリングが有効になっているかどうかを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean
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プロパティ
Enabled
インスタンスのモニタリングを有効にします。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotFleetRequestConfigData
スポットフリートリクエストの設定を行います。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「スポットフリートの仕組み」を参照してください。
LaunchSpecifications または LaunchTemplateConfigs のどちらかを指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"Context" : String,
"ExcessCapacityTerminationPolicy" : String,
"IamFleetRole" : String,
"InstanceInterruptionBehavior" : String,
"InstancePoolsToUseCount" : Integer,
"LaunchSpecifications" : [ SpotFleetLaunchSpecification (p. 2647), ... ],
"LaunchTemplateConfigs" : [ LaunchTemplateConfig (p. 2641), ... ],
"LoadBalancersConfig" : LoadBalancersConfig (p. 2645),
"OnDemandAllocationStrategy" : String,
"OnDemandMaxTotalPrice" : String,
"OnDemandTargetCapacity" : Integer,
"ReplaceUnhealthyInstances" : Boolean,
"SpotMaintenanceStrategies" : SpotMaintenanceStrategies (p. 2659),
"SpotMaxTotalPrice" : String,
"SpotPrice" : String,
"TargetCapacity" : Integer,
"TerminateInstancesWithExpiration" : Boolean,
"Type" : String,
"ValidFrom" : String,
"ValidUntil" : String

YAML
AllocationStrategy: String
Context: String
ExcessCapacityTerminationPolicy: String
IamFleetRole: String
InstanceInterruptionBehavior: String
InstancePoolsToUseCount: Integer
LaunchSpecifications:
- SpotFleetLaunchSpecification (p. 2647)
LaunchTemplateConfigs:
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- LaunchTemplateConfig (p. 2641)
LoadBalancersConfig:
LoadBalancersConfig (p. 2645)
OnDemandAllocationStrategy: String
OnDemandMaxTotalPrice: String
OnDemandTargetCapacity: Integer
ReplaceUnhealthyInstances: Boolean
SpotMaintenanceStrategies:
SpotMaintenanceStrategies (p. 2659)
SpotMaxTotalPrice: String
SpotPrice: String
TargetCapacity: Integer
TerminateInstancesWithExpiration: Boolean
Type: String
ValidFrom: String
ValidUntil: String

プロパティ
AllocationStrategy
スポットフリートリクエストによって指定されたスポットプール全体でターゲットスポット容量を割
り当てる方法を示します。
配分戦略が lowestPrice の場合、スポットフリートは最低価格のスポットインスタンスプールから
インスタンスを起動します。これがデフォルトの配分戦略です。
配分戦略が diversified の場合、スポットフリートは指定したすべてのスポットインスタンスプー
ルからインスタンスを起動します。
配分戦略が capacityOptimized (推奨) の場合、スポットフリートは、起動中のインスタンス数に
最適な容量を持つスポットインスタンスプールからインスタンスを起動します。最初に特定のイン
スタンスタイプを起動する可能性を高めるには、capacityOptimizedPrioritized を使用しま
す。LaunchTemplateOverrides の Priority パラメータを使用して、各インスタンスタイプの優
先順位を設定します。同じ優先順位を異なる LaunchTemplateOverrides に割り当てることができ
ます。EC2 はベストエフォートベースで優先順位を実装しますが、ますはキャパシティーに合わせて
最適化します。capacityOptimizedPrioritized は、スポットフリートが起動テンプレートを使
用する場合にのみサポートされます。OnDemandAllocationStrategy を prioritized に設定し
た場合、オンデマンドキャパシティーを満たすときに同じ優先順位が適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacityOptimized | capacityOptimizedPrioritized | diversified |
lowestPrice
Update requires: Replacement
Context
リザーブド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExcessCapacityTerminationPolicy
スポットフリートリクエストのターゲット容量をスポットフリートの現在のサイズより小さくした場
合、スポットインスタンスの実行が終了するかどうかを示します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: default | noTermination
Update requires: No interruption
IamFleetRole
インスタンスのリクエスト、起動、終了、タグ付けを自動的に行う許可をスポットフリートに付与す
る AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細につ
いては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「スポットフリート の前提条件」を参
照してください。TerminateInstancesWithExpiration を設定した場合、スポットフリートリ
クエストをキャンセルしたとき、またはスポットフリートリクエストの有効期限が切れたときに、ス
ポットフリートはスポットインスタンスを自動的に終了できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceInterruptionBehavior
スポットインスタンスが中断された場合の動作。デフォルト: terminate。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: hibernate | stop | terminate
Update requires: Replacement
InstancePoolsToUseCount
ターゲットスポット容量を割り当てる先のスポットプールの数。スポットの AllocationStrategy が
lowest-price に設定されている場合にのみ有効です。スポットフリートでは最低価格のスポット
プールを選択し、指定した数のスポットプールにターゲットスポット容量を均等に割り当てます。
スポットフリートは、ベストエフォートベースで指定したプールの数からスポットインスタンスを引
き出そうとします。ターゲット容量を満たす前にプールがスポット容量を使い果たした場合、スポッ
トフリートは次の最も安いプールから引き出して、引き続きリクエストを履行します。ターゲット
容量を確実に満たすため、指定したプール数を超えるスポットインスタンスを受け取る場合がありま
す。同様に、ほとんどのプールにスポット容量がない場合、指定したプール数よりも少ない数のフル
ターゲット容量を受け取る場合があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
LaunchSpecifications
スポットフリートリクエストの起動の仕様。LaunchSpecifications を指定する場
合、LaunchTemplateConfigs を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: SpotFleetLaunchSpecification (p. 2647) のリスト
Update requires: Replacement
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LaunchTemplateConfigs
起動テンプレートと上書き。LaunchTemplateConfigs を指定する場
合、LaunchSpecifications を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: LaunchTemplateConfig (p. 2641) のリスト
Update requires: Replacement
LoadBalancersConfig
スポットフリートリクエストにアタッチする 1 つ以上の Classic Load Balancer とターゲットグルー
プ。スポット群は、実行中のスポットインスタンスを、指定された Classic Load Balancer とターゲッ
トグループに登録します
Network Load Balancer では、スポットフリートは、インスタンスタイプが
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、CS1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1 であるインス
タンスを登録できません。
必須: いいえ
タイプ: LoadBalancersConfig (p. 2645)
Update requires: Replacement
OnDemandAllocationStrategy
オンデマンド容量を達成するために使用する起動テンプレートの上書きの順序。lowestPrice を指
定すると、スポットフリートは料金に従って順序を決定し、最低価格のインスタンスを最初に起動し
ます。prioritized を指定すると、スポットフリートは、各スポットフリート起動テンプレートの
上書きに割り当てられた優先度に従って、最も高い優先度のインスタンスを最初に起動します。値を
指定しないと、スポットフリートはデフォルトで lowestPrice に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: lowestPrice | prioritized
Update requires: Replacement
OnDemandMaxTotalPrice
オンデマンドインスタンスに支払う 1 時間あたりの上限料金。onDemandMaxTotalPrice パラメー
タ、spotMaxTotalPrice パラメータ、またはその両方を使用することで、フリートのコストが予
算を超えないようにします。リクエストのオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスに対し
て 1 時間あたりの上限価格を設定すると、スポットフリートは、お客様が支払う最大料金に達するま
でインスタンスを起動します。支払い上限料金に達すると、ターゲット容量に満たない場合でも、フ
リートはインスタンスの起動を停止します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OnDemandTargetCapacity
リクエストするオンデマンドユニットの数。インスタンスに関して、または vCPU、メモリ、I/O など
のアプリケーションワークロードにとって重要なパフォーマンス特性に関して、ターゲット容量を設
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定できます。リクエストタイプが [maintain] の場合、ターゲット容量を 0 に指定して後で容量を追
加できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
ReplaceUnhealthyInstances
スポットフリートで異常なインスタンスを置き換えるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SpotMaintenanceStrategies
中断されるリスクが高いスポットインスタンスを管理する戦略。
必須: いいえ
タイプ: SpotMaintenanceStrategies (p. 2659)
Update requires: Replacement
SpotMaxTotalPrice
スポットインスタンスに支払う 1 時間あたりの上限料金。spotdMaxTotalPrice パラメー
タ、onDemandMaxTotalPrice パラメータ、またはその両方を使用することで、フリートのコスト
が予算を超えないようにします。リクエストのオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスに
対して 1 時間あたりの上限価格を設定すると、スポットフリートは、お客様が支払う最大料金に達
するまでインスタンスを起動します。支払い上限料金に達すると、ターゲット容量に満たない場合で
も、フリートはインスタンスの起動を停止します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SpotPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考えるユニット時間あたりの上限価格。デ
フォルトはオンデマンド価格です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetCapacity
スポットフリートをリクエストするユニット数。インスタンスに関して、または vCPU、メモリ、I/O
などのアプリケーションワークロードにとって重要なパフォーマンス特性に関して、ターゲット容量
を設定できます。リクエストタイプが [maintain] の場合、ターゲット容量を 0 に指定して後で容量
を追加できます。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
TerminateInstancesWithExpiration
スポットフリートリクエストが終了したときに、実行中のスポットインスタンスが終了するかどうか
を示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Type
リクエストのタイプ。スポットフリートがターゲット容量を単にリクエストするのか、それとも維
持もしようとするのかを示します。この値が request である場合、スポットフリートは必要なリク
エストの配置のみを行います。容量が減少した場合にスポットインスタンスを補充しようとせず、
容量が利用できない場合に代替スポットプールでリクエストを送信することもしません。この値が
maintain である場合、スポットフリートはターゲット容量を維持します。スポットフリートは、容
量を満たすために必要なリクエストを出し、中断されたインスタンスを自動的に補充します。デフォ
ルト: maintain。instant がリストされますが、スポットフリートでは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: instant | maintain | request
Update requires: Replacement
ValidFrom
リクエストの開始日と開始時刻は、UTC 形式にする必要があります (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)。
デフォルトでは、Amazon EC2 リクエストの処理をただちに開始します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ValidUntil
リクエストの終了日と終了時刻は、UTC 形式にする必要があります (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)。
終了日時を過ぎると、新しいスポットインスタンスリクエストは出されず、リクエストは受理されま
せん。値が指定されていない場合、スポットフリートリクエストは、キャンセルされるまでそのまま
保持されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotFleetTagSpecification
スポットフリートリソースのタグ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ResourceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
ResourceType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ResourceType
リソースのタイプ。現在、サポートされているリソースタイプは instance のみです。作成
時にスポットフリートリクエストにタグを付けるには、SpotFleetRequestConfigData の
TagSpecifications パラメータを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-reservation | carrier-gateway | client-vpn-endpoint |
customer-gateway | dedicated-host | dhcp-options | egress-only-internetgateway | elastic-gpu | elastic-ip | export-image-task | export-instancetask | fleet | fpga-image | host-reservation | image | import-image-task
| import-snapshot-task | instance | instance-event-window | internetgateway | ipv4pool-ec2 | ipv6pool-ec2 | key-pair | launch-template | localgateway | local-gateway-route-table | local-gateway-route-table-virtualinterface-group-association | local-gateway-route-table-vpc-association |
local-gateway-virtual-interface | local-gateway-virtual-interface-group |
natgateway | network-acl | network-insights-analysis | network-insightspath | network-interface | placement-group | prefix-list | replace-rootvolume-task | reserved-instances | route-table | security-group | securitygroup-rule | snapshot | spot-fleet-request | spot-instances-request | subnet
| traffic-mirror-filter | traffic-mirror-session | traffic-mirror-target |
transit-gateway | transit-gateway-attachment | transit-gateway-connect-peer
| transit-gateway-multicast-domain | transit-gateway-route-table | volume
| vpc | vpc-endpoint | vpc-endpoint-service | vpc-flow-log | vpc-peeringconnection | vpn-connection | vpn-gateway
Update requires: Replacement
Tags
タグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotMaintenanceStrategies
中断されるリスクが高いスポットインスタンスを管理する戦略。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CapacityRebalance" : SpotCapacityRebalance (p. 2646)

YAML
CapacityRebalance:
SpotCapacityRebalance (p. 2646)

プロパティ
CapacityRebalance
スポットインスタンスの中断リスクが高いことを示すシグナルを Amazon EC2 が発したときに使用さ
れる戦略。
必須: いいえ
タイプ: SpotCapacityRebalance (p. 2646)
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet SpotPlacement
スポットインスタンスのプレイスメントを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AvailabilityZone" : String,
"GroupName" : String,
"Tenancy" : String

YAML
AvailabilityZone: String
GroupName: String
Tenancy: String

プロパティ
AvailabilityZone
アベイラビリティゾーン。
複数のアベイラビリティゾーンを指定するには、それらをカンマで区切ります (例: 「us-west-2a, uswest-2b」)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupName
プレイスメントグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tenancy
インスタンスのテナンシー (インスタンスが VPC で実行されている場合)。テナンシーが dedicated
であるインスタンスは、シングルテナントのハードウェアで実行されます。host テナンシーはス
ポットインスタンスではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default | host
Update requires: Replacement

AWS::EC2::SpotFleet TargetGroup
ロードバランサーのターゲットグループを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
ターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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AWS::EC2::SpotFleet TargetGroupsConfig
スポットフリートにアタッチするターゲットグループを記述します。スポットフリートは、実行中のス
ポットインスタンスをこれらのターゲットグループに登録します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetGroups" : [ TargetGroup (p. 2661), ... ]

YAML
TargetGroups:
- TargetGroup (p. 2661)

プロパティ
TargetGroups
1 つ以上のターゲットグループ。
必須: はい
タイプ: TargetGroup (p. 2661) のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement

AWS::EC2::Subnet
VPC のサブネットを指定します。
各サブネットを作成するときに、サブネットの VPC ID と IPv4 CIDR ブロックを提供します。サブネット
を作成した後で、CIDR ブロックを変更することはできません。サブネットの IPv4 CIDR ブロックのサイ
ズは、VPC の IPv4 CIDR ブロック、または VPC の IPv4 CIDR ブロックのサブセットと同じにすることが
できます。VPC に複数のサブネットを作成する場合、CIDR ブロックは重複してはいけません。作成でき
る最小の IPv4 サブネット (および VPC) は /28 ネットマスク (16 の IPv4 アドレス) を使用し、最大の IPv4
は /16 ネットマスク (65,536 の IPv4 アドレス) を使用します。
IPv6 CIDR ブロックを VPC に関連付けている場合、/64 プレフィックス長を使用する IPv6 CIDR ブロック
でサブネットを作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
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}

"Properties" : {
"AssignIpv6AddressOnCreation" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"CidrBlock" : String,
"Ipv6CidrBlock" : String,
"MapPublicIpOnLaunch" : Boolean,
"OutpostArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
AssignIpv6AddressOnCreation: Boolean
AvailabilityZone: String
CidrBlock: String
Ipv6CidrBlock: String
MapPublicIpOnLaunch: Boolean
OutpostArn: String
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
AssignIpv6AddressOnCreation
このサブネットで作成されたネットワークインターフェイスが IPv6 アドレスを受け取るかどうかを示
します。デフォルト値は false です。
AssignIpv6AddressOnCreation を指定する場合は、Ipv6CidrBlock も指定する必要がありま
す。
AssignIpv6AddressOnCreation を指定すると、MapPublicIpOnLaunch を指定することはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
サブネットのアベイラビリティーゾーン。
このプロパティを更新する場合は、CidrBlock プロパティも更新しなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CidrBlock
サブネットに割り当てられている IPv4 CIDR ブロック。
このプロパティを更新すると、新しいサブネットが作成され、既存のサブネットが削除されます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Ipv6CidrBlock
IPv6 CIDR ブロック。
AssignIpv6AddressOnCreation を指定する場合は、Ipv6CidrBlock も指定する必要がありま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MapPublicIpOnLaunch
このサブネットで起動されたインスタンスがパブリック IPv4 アドレスを受け取るかどうかを示しま
す。デフォルト値は false です。
MapPublicIpOnLaunch を指定すると、AssignIpv6AddressOnCreation を指定することはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
OutpostArn
Outpost の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
サブネットに割り当てられているすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
サブネットがある VPC の ID。
このプロパティを更新する場合は、CidrBlock プロパティも更新しなければなりません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
サブネットの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AvailabilityZone
このサブネットのアベイラビリティーゾーン。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt" : [ "mySubnet", "AvailabilityZone" ] }
Ipv6CidrBlocks
[ 2001:db8:1234:1a00::/64 ] などのサブネットに関連付けられる IPv6 CIDR ブロック。
NetworkAclAssociationId
サブネットの VPC に関連付けられるネットワーク ACL の ID (acl-5fb85d36 など)。
OutpostArn
Outpost の Amazon リソースネーム (ARN)。
VpcId
サブネットの VPC の ID (vpc-11ad4878 など)。

例
サブネット
以下の例では、同じテンプレートの他の箇所で宣言された myVPC という VPC の VPC ID を使用します。

JSON
"mySubnet" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "myVPC" },
"CidrBlock" : "10.0.0.0/24",
"AvailabilityZone" : "us-east-1a",
"Tags" : [ { "Key" : "stack", "Value" : "production" } ]
}
}

YAML
mySubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId:
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Ref: myVPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24
AvailabilityZone: "us-east-1a"
Tags:
- Key: stack
Value: production

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateSubnet」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」

AWS::EC2::SubnetCidrBlock
CIDR ブロックをサブネットに関連付けます。サブネットを使用した場合のみ単独の IPv6 CIDR ブロック
を関連付けられます。IPv6 CIDR ブロックは、長さ /64 のプレフィックスを使用する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SubnetCidrBlock",
"Properties" : {
"Ipv6CidrBlock" : String,
"SubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::SubnetCidrBlock
Properties:
Ipv6CidrBlock: String
SubnetId: String

プロパティ
Ipv6CidrBlock
サブネットの IPv6 ネットワーク範囲 (CIDR 表記)。サブネットサイズには /64 プレフィックス長を使
用する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
サブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: サブネットの IPv6 CIDR
ブロックの関連付け ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブネット CIDR ブロックの関連付け
次の例では、Ref 関数を使用して Ipv6SubnetCidrBlock リソースのIPv6 (長さ /64 のプレフィックス) を指
定することで、IPv6 CIDR ブロックを Ipv6TestSubnet サブネットに関連付けます。

JSON
"Ipv6TestSubnetCidrBlock": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetCidrBlock",
"Properties": {
"Ipv6CidrBlock": { "Ref" : "Ipv6SubnetCidrBlock" },
"SubnetId": { "Ref" : "Ipv6TestSubnet" }
}
}

YAML
Ipv6TestSubnetCidrBlock:
Type: AWS::EC2::SubnetCidrBlock
Properties:
Ipv6CidrBlock: !Ref Ipv6SubnetCidrBlock
SubnetId: !Ref Ipv6TestSubnet

AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation
サブネットをネットワーク ACL に関連付けます。詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの
「ReplaceNetworkAclAssociation」を参照してください。
オペレーションの作成および更新中に AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation リソースが作成
されると、AWS CloudFormation は同じキープロパティ (リソースの一意な識別に寄与するプロパティ)
を共有する既存のリソースを選択します。ただし、オペレーションが失敗してロールバックされた場
合、AWS CloudFormation は以前のアウトオブバンドリソースを削除します。Retain 削除ポリシーを使
用すると、この動作から保護できます。詳細については、「DeletionPolicy 属性」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation",
"Properties" : {
"NetworkAclId" : String,
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}

}

"SubnetId" : String

YAML
Type: AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation
Properties:
NetworkAclId: String
SubnetId: String

プロパティ
NetworkAclId
ネットワーク ACL の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
サブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
サブネットネットワーク ACL の関連付けの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
AssociationId
このオブジェクトの SubnetId プロパティの値を返します。

例
ネットワーク ACL の関連付け
次の例では、サブネット mySubnet を myNetworkAcl ネットワーク ACL に関連付けます。

JSON
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"mySubnetNetworkAclAssociation" : {
"Type" : "AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "mySubnet" },
"NetworkAclId" : { "Ref" : "myNetworkAcl" }
}
}

YAML
mySubnetNetworkAclAssociation:
Type: AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation
Properties:
SubnetId:
Ref: mySubnet
NetworkAclId:
Ref: myNetworkAcl

AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
サブネットをルートテーブルに関連付けます。サブネットとルートテーブルは同じ VPC にある必要があり
ます。この関連付けにより、サブネットから発信されるトラフィックは、ルートテーブルのルートに従っ
てルーティングされます。ルートテーブルは複数のサブネットに関連付けることができます。ルートテー
ブルを VPC に関連付ける場合は、「 AWS::EC2::RouteTable」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"RouteTableId" : String,
"SubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
RouteTableId: String
SubnetId: String

プロパティ
RouteTableId
ルートテーブルの ID。
ただし、物理 ID は、ルートテーブル ID が変わると変化します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SubnetId
サブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
サブネットとルートテーブルの関連付けの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブネットとルートテーブルの関連付け
次の例では、サブネットをルートテーブルに関連付けます。

JSON
"mySubnetRouteTableAssociation" : {
"Type" : "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"SubnetId" : { "Ref" : "mySubnet" },
"RouteTableId" : { "Ref" : "myRouteTable" }
}
}

YAML
mySubnetRouteTableAssociation:
Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
Properties:
SubnetId:
Ref: mySubnet
RouteTableId:
Ref: myRouteTable

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「AssociateRouteTable」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「ルートテーブル」

AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
Traffic Mirror フィルタを指定します。
Traffic Mirror フィルタは、ミラーリングするトラフィックを定義するルールのセットです。
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デフォルトでは、トラフィックはミラーリングされません。トラフィックをミラーリングするに
は、AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule を使用して、Traffic Mirror ルールをフィルタに追加します。追加す
るルールは、どのトラフィックがミラーリングされるかを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TrafficMirrorFilter",
"Properties" : {
"Description" : String,
"NetworkServices" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
Properties:
Description: String
NetworkServices:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
Traffic Mirror フィルタの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkServices
Traffic Mirror フィルタに関連付けられているネットワークサービストラフィック。
有効な値は amazon-dns です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
Traffic Mirror フィルタに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Traffic Mirror フィルタの
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
トラフィックミラーフィルターを作成する
これは、トラフィックミラーセッションを作成するときに使用できるフィルタです。このフィルタ
は、Amazon DNS ネットワークサービスのミラーリングも設定します。

JSON
{

}

"SampleTrafficMirrorFilter": {
"Type": "AWS::EC2::TrafficMirrorFilter",
"Properties": {
"Description": "Example traffic mirror filter",
"NetworkServices": [
"amazon-dns"
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SampleFilter"
}
]
}
}

YAML
SampleTrafficMirrorFilter:
Type: "AWS::EC2::TrafficMirrorFilter"
Properties:
Description: "Example traffic mirror filter"
NetworkServices:
- "amazon-dns"
Tags:
- Key: "Name"
Value: "SampleFilter"

以下の資料も参照してください。
• トラフィックミラーリングの Traffic Mirror フィルタとフィルタルール
• Amazon EC2 API リファレンス の CreateTrafficMirrorFilter

AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule
Traffic Mirror フィルタルールを作成します。
Traffic Mirror ルールは、ミラーリングするTraffic Mirror ソーストラフィックを定義します。
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ルールを作成するときは、Traffic Mirror フィルタ ID が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule",
"Properties" : {
"Description" : String,
"DestinationCidrBlock" : String,
"DestinationPortRange" : TrafficMirrorPortRange (p. 2676),
"Protocol" : Integer,
"RuleAction" : String,
"RuleNumber" : Integer,
"SourceCidrBlock" : String,
"SourcePortRange" : TrafficMirrorPortRange (p. 2676),
"TrafficDirection" : String,
"TrafficMirrorFilterId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule
Properties:
Description: String
DestinationCidrBlock: String
DestinationPortRange:
TrafficMirrorPortRange (p. 2676)
Protocol: Integer
RuleAction: String
RuleNumber: Integer
SourceCidrBlock: String
SourcePortRange:
TrafficMirrorPortRange (p. 2676)
TrafficDirection: String
TrafficMirrorFilterId: String

プロパティ
Description
Traffic Mirror ルールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationCidrBlock
Traffic Mirror ルールに割り当てる送信先 CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DestinationPortRange
送信先ポート範囲。
必須: いいえ
タイプ: TrafficMirrorPortRange (p. 2676)
Update requires: No interruption
Protocol
Traffic Mirror ルールに割り当てるプロトコル (UDP など)。
プロトコル値の詳細については、Internet Assigned Numbers Authority(IANA) ウェブサイトの Protocol
Numbers を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RuleAction
フィルタリングされたトラフィックに対して実行するアクション。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: accept | reject
Update requires: No interruption
RuleNumber
Traffic Mirror ルールの番号。この番号は、指定された方向のTraffic Mirror ルールごとに一意である必
要があります。ルールは、ルール番号の昇順で処理されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SourceCidrBlock
Traffic Mirror ルールに割り当てるソース CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourcePortRange
ソースポートの範囲。
必須: いいえ
タイプ: TrafficMirrorPortRange (p. 2676)
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
2674

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

TrafficDirection
トラフィックの種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: egress | ingress
Update requires: No interruption
TrafficMirrorFilterId
このルールが関連付けられているフィルタの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Traffic Mirror フィルタルー
ルの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
インバウンド UDP トラフィック用のトラフィックミラーフィルタールールを作成する
これは UDP トラフィックのフィルタルールです。

JSON
{

"SampleTrafficMirrorFilterRule": {
"Type": "AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule",
"Properties": {
"Description": "Example traffic mirror filter rule",
"TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
"TrafficDirection": "ingress",
"RuleNumber": 10,
"DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
"SourceCidrBlock": "10.0.0.0/16",
"RuleAction": "accept",
"Protocol": 17,
"SourcePortRange": {
"FromPort": 10,
"ToPort": 50
},
"DestinationPortRange": {
"FromPort": 50,
"ToPort": 100
}
}
}
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YAML
SampleTrafficMirrorFilterRule:
Type: "AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule"
Properties:
Description: "Example traffic mirror filter rule"
TrafficMirrorFilterId: "tmf-04812ff784EXAMPLE"
TrafficDirection: "ingress"
RuleNumber: 10
DestinationCidrBlock: "10.0.0.0/16"
SourceCidrBlock: "10.0.0.0/16"
RuleAction: "accept"
Protocol: 17
SourcePortRange:
FromPort: 10
ToPort: 50
DestinationPortRange:
FromPort: 50
ToPort: 100

以下の資料も参照してください。
• トラフィックミラーリングの Traffic Mirror フィルタとフィルタルール
• Amazon EC2 API リファレンス のCreateTrafficMirrorFilterRule

AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule TrafficMirrorPortRange
トラフィックミラーのポート範囲について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FromPort" : Integer,
"ToPort" : Integer

YAML
FromPort: Integer
ToPort: Integer

プロパティ
FromPort
トラフィックミラーポート範囲の開始。TCP および UDP プロトコルに適用されます。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
ToPort
トラフィックミラーポート範囲の終了。TCP および UDP プロトコルに適用されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EC2::TrafficMirrorSession
Traffic Mirror セッションを作成します。
Traffic Mirror セッションは、Traffic Mirror ソースからTraffic Mirror ターゲットにパケットをアクティブに
コピーします。フィルタを作成し、それをセッションに割り当てて、ミラーリングするトラフィックのサ
ブセット (たとえば、すべての TCP トラフィック) を定義します。
Traffic Mirror ソースと Traffic Mirror ターゲット (モニタリングアプライアンス) は、同じ VPC 内にある
か、VPC ピアリングまたはトランジットゲートウェイを介して接続された別の VPC にある場合がありま
す。
デフォルトでは、トラフィックはミラーリングされません。AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule を使用し
て、ミラーリングするトラフィックを指定するフィルタルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TrafficMirrorSession",
"Properties" : {
"Description" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"PacketLength" : Integer,
"SessionNumber" : Integer,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TrafficMirrorFilterId" : String,
"TrafficMirrorTargetId" : String,
"VirtualNetworkId" : Integer
}

YAML
Type: AWS::EC2::TrafficMirrorSession
Properties:
Description: String
NetworkInterfaceId: String
PacketLength: Integer
SessionNumber: Integer
Tags:
- Tag
TrafficMirrorFilterId: String
TrafficMirrorTargetId: String
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VirtualNetworkId: Integer

プロパティ
Description
Traffic Mirror セッションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkInterfaceId
ソースネットワークインターフェイスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PacketLength
ミラーリングする各パケットのバイト数。これらは VXLAN ヘッダーの後のバイトです。パケット全
体をミラーリングする場合は、このパラメータを指定しないでください。パケットのサブセットをミ
ラーリングするには、ミラーリングする長さ (バイト単位) に設定します。たとえば、この値を 100 に
設定すると、フィルタ条件を満たす最初の 100 バイトがターゲットにコピーされます。
パケット全体をミラーリングしない場合は、PacketLength パラメータを使用して、ミラーリングす
る各パケットのバイト数を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SessionNumber
セッション番号は、インターフェイスが複数のセッションで使用される場合にセッションが評価され
る順序を決定します。一致するフィルタを持つ最初のセッションは、パケットをミラーリングする
セッションです。
有効な値は 1～32766 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tags
Traffic Mirror セッションに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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TrafficMirrorFilterId
Traffic Mirror フィルタの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TrafficMirrorTargetId
Traffic Mirror ターゲットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VirtualNetworkId
Traffic Mirror セッションの VXLAN ID。VXLAN プロトコルの詳細については、「RFC 7348」を参照
してください。VirtualNetworkId を指定しない場合、アカウント全体の一意の ID がランダムに選
択されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Traffic Mirror セッションの
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
トラフィックミラーセッションを作成する
これは、各パケットの最初の 100 バイトをミラーリングする Traffic Mirror セッションです。

JSON
{

"SampleTrafficMirrorSession": {
"Type": "AWS::EC2::TrafficMirrorSession",
"Properties": {
"Description": "Example traffic mirror session",
"NetworkInterfaceId": "eni-070203a001EXAMPLE",
"TrafficMirrorTargetId": "tmt-5319fsEXAMPLE",
"TrafficMirrorFilterId": "tmf-1tdbhqEXAMPLE",
"SessionNumber": 1,
"PacketLength": 100,
"VirtualNetworkId": 1234,
"Tags": [
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{

}

}

}

]

}

"Key": "Name",
"Value": "SampleSession"

YAML
SampleTrafficMirrorSession:
Type: "AWS::EC2::TrafficMirrorSession"
Properties:
Description: "Example traffic mirror session"
NetworkInterfaceId: "eni-070203a001EXAMPLE"
TrafficMirrorTargetId: "tmt-5319fsEXAMPLE"
TrafficMirrorFilterId: "tmf-1tdbhqEXAMPLE"
SessionNumber: 1
PacketLength: 100
VirtualNetworkId: 1234
Tags:
- Key: "Name"
Value: "SampleSession"

以下の資料も参照してください。
• トラフィックミラーリングの Traffic Mirror セッション
• Amazon EC2 API リファレンス の CreateTrafficMirrorSession

AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
Traffic Mirror セッションのターゲットを指定します。
Traffic Mirror ターゲットは、ミラーリングされたトラフィックの送信先です。Traffic Mirror ソースと
Traffic Mirror ターゲット (モニタリングアプライアンス) は、同じ VPC 内にあるか、VPC ピアリングまた
はトランジットゲートウェイを介して接続された異なる VPC に存在できます。
Traffic Mirror ターゲットは、ネットワークインターフェイスまたは Network Load Balancer です。
Traffic Mirror セッションでターゲットを使用するには、 AWS::EC2::TrafficMirrorSessionを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::TrafficMirrorTarget",
"Properties" : {
"Description" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"NetworkLoadBalancerArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
Properties:
Description: String
NetworkInterfaceId: String
NetworkLoadBalancerArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
Traffic Mirror ターゲットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkInterfaceId
ターゲットに関連付けられているネットワークインターフェイス ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkLoadBalancerArn
ターゲットに関連付けられている Network Load Balancer の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
Traffic Mirror ターゲットに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Traffic Mirror ターゲットの
ID。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Network Load Balancer に関連付けられたトラフィックミラーターゲットを作成する
これは、Network Load Balancer に関連付けられたトラフィックミラーターゲットです。

JSON
{

"SampleNLBTrafficMirrorTarget": {
"Type": "AWS::EC2::TrafficMirrorTarget",
"Properties": {
"Description": "Example traffic mirror target associated with a network load
balancer",
"NetworkLoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:useast-1:724145273726:loadbalancer/net/NLB/7cabvhEXAMPLE",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SampleNLBTarget"
}
]
}
}
}

YAML
SampleNLBTrafficMirrorTarget:
Type: "AWS::EC2::TrafficMirrorTarget"
Properties:
Description: "Example traffic mirror target associated with a network load balancer",
NetworkLoadBalancerArn: "arn:aws:elasticloadbalancing:useast-1:724145273726:loadbalancer/net/NLB/7cabvhEXAMPLE"
Tags:
- Key: "Name"
Value: "SampleNLBTarget"

ネットワークインターフェイスに関連付けられたトラフィックミラーターゲットを作成する
これは、ネットワークインターフェイスに関連付けられたトラフィックミラーターゲットです。

JSON
{

"SampleNetworkInterfaceTarget": {
"Type": "AWS::EC2::TrafficMirrorTarget",
"Properties": {
"Description": "Example traffic mirror target associated with a network interface",
"NetworkInterfaceId": "eni-070203a001EXAMPLE",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SampleNetworkInterfaceTarget"
}
]
}
}

API バージョン 2010-05-15
2682

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2
}

YAML
SampleNetworkInterfaceTarget:
Type: "AWS::EC2::TrafficMirrorTarget"
Properties:
Description: "Example traffic mirror target associated with a network interface"
NetworkInterfaceId: "eni-070203a001EXAMPLE"
Tags:
- Key: "Name"
Value: "SampleNetworkInterfaceTarget"

以下の資料も参照してください。
• トラフィックミラーリングの Traffic Mirror ターゲット
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateTrafficMirrorTarget

AWS::EC2::TransitGateway
トランジットゲートウェイを指定します。
トランジットゲートウェイを使用して、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスのネットワーク
を相互接続できます。トランジットゲートウェイが available 状態になると、VPC と VPN 接続をトラ
ンジットゲートウェイにアタッチできます。
VPC をアタッチするには、AWS::EC2::TransitGatewayAttachment を使用します。
VPN 接続をアタッチするには、AWS::EC2::CustomerGateway を使用して、呼び出しでカスタマー
ゲートウェイを作成します。カスタマーゲートウェイの ID とトランジットゲートウェイの ID を
AWS::EC2::VPNConnection に対して指定します。
トランジットゲートウェイを作成すると、デフォルトのトランジットゲートウェイルートテーブルが作成
され、それをデフォルトの関連付けルートテーブルおよびデフォルトの伝達ルートテーブルとして使用
します。AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable を使用し追加のトランジットゲートウェイルートテーブ
ルを作成できます。ルートの自動伝達を無効にした場合、デフォルトのトランジットゲートウェイルート
テーブルを作成することはできません。AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation を使用して、
リソースアタッチメントからトランジットゲートウェイルートテーブルへルートを伝達できます。自動関
連付けを無効にした場合は、AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation を使用して、リソースア
タッチメントをトランジットゲートウェイルートテーブルに関連付けることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::TransitGateway",
"Properties" : {
"AmazonSideAsn" : Integer,
"AssociationDefaultRouteTableId" : String,
"AutoAcceptSharedAttachments" : String,
"DefaultRouteTableAssociation" : String,
"DefaultRouteTablePropagation" : String,
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}

}

"Description" : String,
"DnsSupport" : String,
"MulticastSupport" : String,
"PropagationDefaultRouteTableId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayCidrBlocks" : [ String, ... ],
"VpnEcmpSupport" : String

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGateway
Properties:
AmazonSideAsn: Integer
AssociationDefaultRouteTableId: String
AutoAcceptSharedAttachments: String
DefaultRouteTableAssociation: String
DefaultRouteTablePropagation: String
Description: String
DnsSupport: String
MulticastSupport: String
PropagationDefaultRouteTableId: String
Tags:
- Tag
TransitGatewayCidrBlocks:
- String
VpnEcmpSupport: String

プロパティ
AmazonSideAsn
BGP セッションの Amazon 側のプライベートな自律システム番号 (ASN)。16 ビット ASN の場合、そ
の範囲は 64512 〜 65534 です。デフォルトは 64512 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
AssociationDefaultRouteTableId
デフォルトの関連付けルートテーブルの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AutoAcceptSharedAttachments
アタッチメントリクエストの自動承諾を有効または無効にします。デフォルトでは無効になっていま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
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Update requires: No interruption
DefaultRouteTableAssociation
デフォルトの関連付けルートテーブルを使用した自動関連付けを有効または無効にします。デフォル
トでは有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
Update requires: No interruption
DefaultRouteTablePropagation
デフォルトの伝播ルートテーブルへのルートの自動伝播を有効または無効にします。デフォルトでは
有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
Update requires: No interruption
Description
トランジットゲートウェイの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DnsSupport
DNS サポートを有効または無効にします。デフォルトでは有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
Update requires: No interruption
MulticastSupport
トランジットゲートウェイでマルチキャストを有効にするかどうかを指定します
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
Update requires: Replacement
PropagationDefaultRouteTableId
デフォルトの伝達ルートテーブルの ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
トランジットゲートウェイのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransitGatewayCidrBlocks
トランジットゲートウェイ CIDR のブロック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpnEcmpSupport
Equal Cost Multipath プロトコルサポートを有効または無効にします。デフォルトでは有効になってい
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: disable | enable
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
トランジットゲートウェイの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返し
ます: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
トランジットゲートウェイの ID。

例
API バージョン 2010-05-15
2686

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

トランジットゲートウェイを作成する
次の例では、トランジットゲートウェイを宣言します。

JSON
"myTransitGateway": {
"Type": "AWS::EC2::TransitGateway",
"Properties": {
"AmazonSideAsn": 65000,
"Description": "TGW Route Integration Test",
"AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
"DefaultRouteTableAssociation": "enable",
"DnsSupport": "enable",
"VpnEcmpSupport": "enable",
"Tags": [
{
"Key": "Application",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackId"
}
}
]
}
}

YAML
myTransitGateway:
Type: "AWS::EC2::TransitGateway"
Properties:
AmazonSideAsn: 65000
Description: "TGW Route Integration Test"
AutoAcceptSharedAttachments: "disable"
DefaultRouteTableAssociation: "enable"
DnsSupport: "enable"
VpnEcmpSupport: "enable"
Tags:
- Key: Application
Value: !Ref 'AWS::StackId'

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateTransitGateway」
• AWS::RAM::ResourceShare

AWS::EC2::TransitGatewayAttachment
トランジットゲートウェイに VPC をアタッチします。
すでにアタッチされている VPC の CIDR 範囲と重複する CIDR 範囲で VPC をアタッチする場合、新しい
VPC CIDR 範囲はデフォルトの伝播ルートテーブルに反映されません。
アタッチされたトランジットゲートウェイに VPC トラフィックを送信するには、AWS::EC2::Route を使
用して VPC ルートテーブルにルートを追加します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayAttachment",
"Properties" : {
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayId" : String,
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayAttachment
Properties:
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag
TransitGatewayId: String
VpcId: String

プロパティ
SubnetIds
1 つ以上のサブネットの ID。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つだけサブネットを指定できま
す。1 つ以上のサブネットを指定する必要がありますが、可用性を向上させるために 2 つのサブネッ
トを指定することをお勧めします。トランジットゲートウェイは、指定された各サブネットから 1 つ
の IP アドレスを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
アタッチメントのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アタッチメントの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateTransitGatewayVpcAttachment」。
• Amazon EC2 API リファレンスの「ModifyTransitGatewayVpcAttachment」

AWS::EC2::TransitGatewayConnect
指定されたトランジットゲートウェイのアタッチメントから Connect アタッチメントを作成しま
す。Connect アタッチメントは、トランジットゲートウェイとアプライアンス間の接続を確立するために
使用できる、GRE ベースのトンネルアタッチメントです。
Connect アタッチメントは、基盤となるトランスポートメカニズムとして、既存の VPC または AWS
Direct Connect アタッチメントを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayConnect",
"Properties" : {
"Options" : TransitGatewayConnectOptions (p. 2690),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransportTransitGatewayAttachmentId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayConnect
Properties:
Options:
TransitGatewayConnectOptions (p. 2690)
Tags:
- Tag
TransportTransitGatewayAttachmentId: String

プロパティ
Options
Connect アタッチメントオプション。
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• プロトコル (gre)
必須: はい
タイプ: TransitGatewayConnectOptions (p. 2690)
Update requires: Replacement
Tags
アタッチメントのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransportTransitGatewayAttachmentId
Connect アタッチメントの作成元となったアタッチメントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
のアタッチメント。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTime
作成時刻。
State
アタッチメントの状態。
TransitGatewayAttachmentId
トランジットゲートウェイアタッチメントの ID。
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。

AWS::EC2::TransitGatewayConnect TransitGatewayConnectOptions
Connect アタッチメントオプションについて説明します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Protocol" : String

YAML
Protocol: String

プロパティ
Protocol
トンネルプロトコル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gre
Update requires: Replacement

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain
指定されたトランジットゲートウェイを使用してマルチキャストドメインを作成します。
ドメインを作成する前に、トランジットゲートウェイは利用可能な状態である必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain",
"Properties" : {
"Options" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain
Properties:
Options: Json
Tags:
- Tag
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TransitGatewayId: String

プロパティ
Options
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインのオプション。
• autoAcceptSharedAssociations (有効 | 無効)
• igmpv2Support (有効 | 無効)
• staticSourcesSupport (有効 | 無効)
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
マルチキャストドメイン ID。例: tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTime
マルチキャストドメインが作成された時刻。
State
マルチキャストドメインの状態。
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TransitGatewayMulticastDomainArn
マルチキャストドメインの Amazon リソースネーム (ARN)。
TransitGatewayMulticastDomainId
マルチキャストドメインの ID。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateTransitGatewayMulticastDomain

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation
指定されたサブネットと Transit Gateway アタッチメントを、指定された Transit Gateway マルチキャス
トドメインに関連付けます。
リソースを追加する前に、トランジットゲートウェイのアタッチメントが利用可能な状態になっている必
要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation",
"Properties" : {
"SubnetId" : String,
"TransitGatewayAttachmentId" : String,
"TransitGatewayMulticastDomainId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation
Properties:
SubnetId: String
TransitGatewayAttachmentId: String
TransitGatewayMulticastDomainId: String

プロパティ
SubnetId
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインに関連付けるサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayAttachmentId
トランジットゲートウェイアタッチメントの ID。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayMulticastDomainId
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
マルチキャストドメイン ID。例: tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ResourceId
リソースの ID。
ResourceType
リソースのタイプ (VPC アタッチメントなど)。
State
リソースの状態。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの AssociateTransitGatewayMulticastDomain

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember
メンバー (ネットワークインターフェイス) をトランジットゲートウェイマルチキャストグループに登録
します。メンバーは、マルチキャストトラフィックを受信する、サポートされている EC2 インスタン
スに関連付けられたネットワークインターフェイスです。サポート対象のインスタンスの詳細について
は、Amazon VPC トランジットゲートウェイの「マルチキャストの考慮事項」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember",
"Properties" : {
"GroupIpAddress" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"TransitGatewayMulticastDomainId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember
Properties:
GroupIpAddress: String
NetworkInterfaceId: String
TransitGatewayMulticastDomainId: String

プロパティ
GroupIpAddress
トランジットゲートウェイマルチキャストグループに割り当てられた IP アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkInterfaceId
トランジットゲートウェイマルチキャストグループに登録するグループメンバーのネットワークイン
ターフェイス ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayMulticastDomainId
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
マルチキャストドメイングループのメンバー ID。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
GroupMember
登録済みのトランジットゲートウェイマルチキャストドメイングループのメンバーに関する情報。
GroupSource
リソースがトランジットゲートウェイマルチキャストドメイングループのメンバーであることを示し
ます。
MemberType
グループメンバーのタイプ (統計など)。
ResourceId
リソースの ID。
ResourceType
リソースのタイプ (VPC アタッチメントなど)。
SourceType
ソースのタイプ
SubnetId
サブネットの ID。
TransitGatewayAttachmentId
トランジットゲートウェイアタッチメントの ID。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers

AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource
送信元 (ネットワークインターフェイス) を、指定されたトランジットゲートウェイマルチキャストドメイ
ンに登録します。
マルチキャストソースは、マルチキャストトラフィックを送信する、サポート対象のインスタンスにア
タッチされたネットワークインターフェイスです。サポートされるインスタンスの詳細については、
Amazon VPC トランジットゲートウェイ の「マルチキャストに関する考慮事項」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource",
"Properties" : {
"GroupIpAddress" : String,
"NetworkInterfaceId" : String,
"TransitGatewayMulticastDomainId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource
Properties:
GroupIpAddress: String
NetworkInterfaceId: String
TransitGatewayMulticastDomainId: String

プロパティ
GroupIpAddress
トランジットゲートウェイマルチキャストグループに割り当てられた IP アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkInterfaceId
トランジットゲートウェイマルチキャストグループに登録するグループソースのネットワークイン
ターフェイス ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayMulticastDomainId
トランジットゲートウェイマルチキャストドメインの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
マルチキャストドメイングループのソース。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
API バージョン 2010-05-15
2697

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2

Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
GroupMember
登録済みのトランジットゲートウェイマルチキャストドメイングループのメンバーに関する情報。
GroupSource
リソースがトランジットゲートウェイグループのメンバーであることを示します。
MemberType
グループメンバーのタイプ (統計など)。
ResourceId
リソースの ID。
ResourceType
リソースのタイプ (VPC アタッチメントなど)。
SourceType
ソースのタイプ
SubnetId
サブネットの ID。
TransitGatewayAttachmentId
トランジットゲートウェイアタッチメントの ID。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンス の RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources

AWS# EC2# TransitGatewayPeeringAttachment
指定されたトランジットゲートウェイ（リクエスタ）とピアトランジットゲートウェイ（アクセプタ）間
の中継ゲートウェイピア接続を要求します。トランジットゲートウェイは、異なるリージョンにある必要
があります。ピアトランジットゲートウェイは、お客様のアカウントまたは別の AWS アカウント にある
場合があります。
ピアリングアタッチメントを作成した後、アクセプタトランジットゲートウェイの所有者はアタッチメン
トリクエストを受け入れる必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment",
"Properties" : {
"PeerAccountId" : String,
"PeerRegion" : String,
"PeerTransitGatewayId" : String,
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayId" : String

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment
Properties:
PeerAccountId: String
PeerRegion: String
PeerTransitGatewayId: String
Tags:
- Tag
TransitGatewayId: String

プロパティ
PeerAccountId
トランジットゲートウェイを所有する AWS アカウント の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PeerRegion
トランジットゲートウェイのリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PeerTransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
トランジットゲートウェイピアリングアタッチメントのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイピアリングアタッチメントのID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
ピアリングアタッチメント。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTime
トランジットゲートウェイピアリングアタッチメントが作成された時刻。
State
トランジットゲートウェイピアリングアタッチメントを選択します。initiatingの状態は非推奨に
なっていることに注意してください。
TransitGatewayAttachmentId
トランジットゲートウェイピアリングアタッチメントのID。

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスのCreateTransitGatewayPeeringAttachment

AWS::EC2::TransitGatewayRoute
トランジットゲートウェイルートテーブルの静的ルートを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayRoute",
"Properties" : {
"Blackhole" : Boolean,
"DestinationCidrBlock" : String,
"TransitGatewayAttachmentId" : String,
"TransitGatewayRouteTableId" : String
}
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YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayRoute
Properties:
Blackhole: Boolean
DestinationCidrBlock: String
TransitGatewayAttachmentId: String
TransitGatewayRouteTableId: String

プロパティ
Blackhole
このルートに一致するトラフィックをドロップするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DestinationCidrBlock
送信先の一致に使用される CIDR ブロック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayAttachmentId
アタッチメントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayRouteTableId
トランジットゲートウェイルートテーブルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
ルートの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateTransitGatewayRoute」
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AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable
トランジットゲートウェイのルートテーブルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable",
"Properties" : {
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable
Properties:
Tags:
- Tag
TransitGatewayId: String

プロパティ
Tags
ルートテーブルに割り当てられているすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
TransitGatewayId
トランジットゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トランジットゲートウェイ
ルートテーブルの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateTransitGatewayRouteTable」

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation
指定したアタッチメントを指定したトランジットゲートウェイルートテーブルに関連付けます。添付ファ
イルに関連付けることができるルートテーブルは 1 つだけです。
アタッチメントに関連付けられたルートテーブルを更新する前に、アタッチメントに現在関連付けられて
いるトランジットゲートウェイルートテーブルの関連付けを解除する必要があります。まず、スタックを
更新して、関連付けられているトランジットゲートウェイルートテーブルを削除し、次に、関連付ける新
しいトランジットゲートウェイルートテーブルの ID でスタックを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation",
"Properties" : {
"TransitGatewayAttachmentId" : String,
"TransitGatewayRouteTableId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation
Properties:
TransitGatewayAttachmentId: String
TransitGatewayRouteTableId: String

プロパティ
TransitGatewayAttachmentId
アタッチメントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayRouteTableId
トランジットゲートウェイのルートテーブルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
トランジットゲートウェイルートテーブルの関連付けの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「AssociateTransitGatewayRouteTable」

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation
指定した添付ファイルを有効にして、指定した伝達ルートテーブルにルートを伝達します。
トランジットゲートウェイのルート伝達を有効にする方法の詳細については、Amazon EC2 API リファレ
ンスの EnableTransitGatewayRouteTablePropagation を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation",
"Properties" : {
"TransitGatewayAttachmentId" : String,
"TransitGatewayRouteTableId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation
Properties:
TransitGatewayAttachmentId: String
TransitGatewayRouteTableId: String

プロパティ
TransitGatewayAttachmentId
アタッチメントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitGatewayRouteTableId
伝播ルートテーブルの ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
伝送中のトランジットゲートウェイルートテーブルの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に
渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「EnableTransitGatewayRouteTablePropagation」

AWS::EC2::Volume
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを指定します。AWS::EC2::VolumeAttachment を使
用して、同じアベイラビリティーゾーンのインスタンスにボリュームをアタッチできます。
AWS CloudFormation を使用して Iops、Size、または VolumeType を変更する Amazon EBS ボリュー
ムを更新する場合、別のオペレーションの発生前にクールダウン期間があります。これにより、スタック
が長時間 UPDATE_IN_PROGRESS または UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS であるとレポートする可能
性があります。
Amazon EBS では、Amazon EBS ボリュームのサイズダウンはサポートされていません。AWS
CloudFormation は、ロールバック時に Amazon EBS ボリュームの小さいサイズへの変更を試みません。
Amazon EBS のクールダウン期間が発生する場合の一般的なシナリオには以下のようなものが含まれま
す。
• Amazon EBS ボリュームを正常に更新することができ、更新が成功します。クールダウン期間内に別の
更新を試みると、その更新はクールダウンの対象になります。
• Amazon EBS ボリュームを正常に更新することができ、更新は成功するものの、update-stack 呼び
出しの別の変更が失敗します。そのロールバックはクールダウンの対象となります。
クールダウン期間の詳細については、「 ボリューム変更時の要件」を参照してください。
DeletionPolicy 属性
スタックが削除されたときにそのボリュームが AWS CloudFormation によってどのように処理されるか
は、ボリュームに削除ポリシーを設定することによって制御できます。ボリュームに関して、維持する
か、削除するか、スナップショットを作成するかを選択できます。詳細については、「DeletionPolicy 属
性」を参照してください。

Note
スナップショットを作成するように削除ポリシーを設定した場合、ボリューム上のすべてのタグ
がスナップショットに追加されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"AutoEnableIO" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"MultiAttachEnabled" : Boolean,
"OutpostArn" : String,
"Size" : Integer,
"SnapshotId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Throughput" : Integer,
"VolumeType" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
AutoEnableIO: Boolean
AvailabilityZone: String
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
KmsKeyId: String
MultiAttachEnabled: Boolean
OutpostArn: String
Size: Integer
SnapshotId: String
Tags:
- Tag
Throughput: Integer
VolumeType: String

プロパティ
AutoEnableIO
I/O オペレーションのボリュームが自動有効化されるかどうかを示します。デフォルトでは、ボリュー
ムのデータが潜在的に不整合であると判断した場合、Amazon EBS はアタッチされているすべての
EC2 インスタンスからそのボリュームへの I/O を無効にします。ボリュームの整合性について心配し
ているわけではなく、そのボリュームに障害が発生した際にそのボリュームをすぐに利用できるよう
にする場合は、I/O を自動的に有効にするようにボリュームを設定することができます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
ボリュームの作成先となるアベイラビリティーゾーン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
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Encrypted
ボリュームを暗号化するかどうかを示します。暗号化状態を true に設定した場合の効果は、ボ
リュームのオリジン (新規またはスナップショットから取得)、暗号化状態の開始、所有権、および
デフォルトで暗号化が有効であるかどうかによって異なります。詳細については、Amazon Elastic
Compute Cloud ユーザーガイドの「デフォルトでの暗号化」を参照してください。
暗号化された Amazon EBS ボリュームは、Amazon EBS 暗号化をサポートするインスタンスにア
タッチする必要があります。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Updates are not supported.
Iops
1 秒あたりの I/O 操作の数 (IOPS)。gp3、io1、io2 ボリュームの場合、これはボリュームでプロビ
ジョニングされている IOPS の数を表します。gp2 ボリュームの場合、これはボリュームのベースラ
インパフォーマンスと、バースト用の I/O クレジットがこのボリュームに蓄積されるレートを表しま
す。
以下は、各ボリュームタイプでサポートされている値です。
• gp3: 3,000-16,000 IOPS
• io1: 100-64,000 IOPS
• io2: 100-64,000 IOPS
io1 および io2 ボリュームは、Nitro システム上に構築されたインスタンスでのみ最大 64,000 IOPS
をサポートします。他のインスタンスファミリーは、最大 32,000 IOPS のパフォーマンスをサポート
します。
このパラメータは、io1 と io2 のボリュームに必須です。gp3 ボリュームのデフォルトは 3,000
IOPS です。このパラメータは、gp2、st1、sc1、standard ボリュームではサポートされていませ
ん。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KmsKeyId
Amazon EBS 暗号化に使用する AWS KMS key の識別子。KmsKeyId を指定する場合、暗号化された
状態は true である必要があります。
このプロパティを省略し、アカウントがデフォルトで暗号化が有効になっている場合、または
[Encrypted] (暗号化) が true に設定されている場合、ボリュームはアカウントに指定されたデフォル
トのキーを使用して暗号化されます。アカウントにデフォルトキーがない場合、ボリュームは AWS
managed key を使用して暗号化されます。
別の方法として、別のキーを指定する場合は、次のいずれかを指定できます。
• キー ID。例: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
• キーエイリアス。キーのエイリアスを指定します。プレフィックスは alias/ です。例えば、エイ
リアス my_cmk を持つキーの場合は、alias/my_cmk を使用します。または、AWS managed key
を指定するには、alias/aws/ebs を使用します。
• キー ARN。例: arn:aws:kms:useast-1:012345678910:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
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• エイリアス ARN。例: arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:alias/ExampleAlias。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
MultiAttachEnabled
Amazon EBS マルチアタッチが有効になっているかどうかを示します。
AWS CloudFormation は現在、シングルアタッチボリュームからマルチアタッチ対応への更新、マル
チアタッチ対応ボリュームからシングルアタッチへの更新、マルチアタッチ対応ボリュームから I/O
オペレーション/秒 (IOPS) のサイズや数への更新をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
OutpostArn
Outpost の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Size
ボリュームのサイズ (GiB 単位)。スナップショット ID またはボリュームサイズを指定する必要があ
ります。スナップショットを指定した場合、デフォルトはスナップショットサイズです。スナップ
ショットサイズと同じかそれ以上のボリュームサイズを指定できます。
各ボリュームタイプでサポートされているボリュームサイズは以下のとおりです。
• gp2 と gp3: 1-16、384
• io1 と io2: 4-16,384
• st1 と sc1: 125-16,384
• standard: 1-1,024
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SnapshotId
ボリュームの作成元になるスナップショット。スナップショット ID またはボリュームサイズを指定す
る必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
Tags
作成中にボリュームに適用するタグ。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Throughput
ボリュームがサポートするスループット (MiB/秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。このパラメーターは、次のいずれかの値になります。
• 汎用 (SSD): gp2 | gp3
• プロビジョンド IOPS SSD: io1 | io2
• スループット最適化 HDD: st1
• Cold HDD: sc1
• マグネティック: standard
詳細については、『Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド』の「Amazon EBS ボリュームの
種類」を参照してください。
デフォルト: gp2
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
リソース名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。例:
vol-5cb85026。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
DeletionPolicy で暗号化された Amazon EBS ボリューム
次の例では、スタックが削除されたときにボリュームのスナップショットを作成する DeletionPolicy 属性
を持つ暗号化された gp2 ボリュームを作成します。

JSON
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
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"Size" : "100",
"Encrypted" : "true",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "Ec2Instance", "AvailabilityZone" ] },
"Tags" : [ {
"Key" : "MyTag",
"Value" : "TagValue"
} ]

}

},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"

YAML
NewVolume:
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
Size: 100
Encrypted: true
AvailabilityZone: !GetAtt Ec2Instance.AvailabilityZone
Tags:
- Key: MyTag
Value: TagValue
DeletionPolicy: Snapshot

プロビジョンド IOPS SSD io1 ボリューム
次の例では、100 プロビジョンド IOPS で 100 GiB io1 を作成します。

JSON
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"Size" : "100",
"VolumeType" : "io1",
"Iops" : "100",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "AvailabilityZone" ] }
}
}

YAML
NewVolume:
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
Size: 100
VolumeType: io1
Iops: 100
AvailabilityZone: !GetAtt Ec2Instance.AvailabilityZone

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの CreateVolume

AWS::EC2::VolumeAttachment
実行中のインスタンスに Amazon EBS ボリュームをアタッチし、指定したデバイス名でインスタンスに公
開します。
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このリソースを削除するには (ボリュームをデタッチするには) まず、インスタンスからボリュームをアン
マウントする必要があります。アンマウントせずにデタッチすると、ボリュームがビジー状態のままにな
り、そのファイルシステムまたは格納されているデータが破損する可能性もあります。
インスタンスのルートデバイスである Amazon EBS ボリュームは、インスタンスの状態が "実行中" であ
る間はデタッチできません。ルートボリュームをデタッチするには、まずインスタンスを停止してくださ
い。
AWS Marketplace 製品コード付きのインスタンスからルートボリュームをデタッチすると、そのボリュー
ムの製品コードとそのインスタンスとの関連付けが失われます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VolumeAttachment",
"Properties" : {
"Device" : String,
"InstanceId" : String,
"VolumeId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VolumeAttachment
Properties:
Device: String
InstanceId: String
VolumeId: String

プロパティ
Device
デバイス名 (/dev/sdh、xvdh など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceId
ボリュームのアタッチ先となるインスタンスの ID。この値には、AWS::EC2::Instance リソースの
リファレンスを指定できるほか、既存の EC2 インスタンスの物理 ID を指定することができます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeId
Amazon EBS ボリュームの ID。ボリュームとそのアタッチ先インスタンスは同じアベイラビリティー
ゾーンに存在している必要があります。この値には、AWS::EC2::Volume リソースのリファレンス
を指定できるほか、既存の Amazon EBS ボリュームのボリューム ID を指定することができます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
実行中のインスタンスに EBS ボリュームを接続する
この例では、論理名が "Ec2Instance" である EC2 インスタンスに EC2 EBS ボリュームをアタッチしま
す。

JSON
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"Size" : "100",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "Ec2Instance", "AvailabilityZone" ] },
"Tags" : [ {
"Key" : "MyTag",
"Value" : "TagValue"
} ]
}
},
"MountPoint" : {
"Type" : "AWS::EC2::VolumeAttachment",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "Ec2Instance" },
"VolumeId" : { "Ref" : "NewVolume" },
"Device" : "/dev/sdh"
}
}

YAML
NewVolume:
Type: AWS::EC2::Volume
Properties:
Size: 100
AvailabilityZone: !GetAtt Ec2Instance.AvailabilityZone
Tags:
- Key: MyTag
Value: TagValue
DeletionPolicy: Snapshot
MountPoint:
Type: AWS::EC2::VolumeAttachment
Properties:
InstanceId: !Ref Ec2Instance
VolumeId: !Ref NewVolume
Device: /dev/sdh

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)」
• Amazon EC2 ユーザーガイドの「EBS ボリュームをインスタンスにアタッチする」
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• Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスから EBS ボリュームをデタッチする」
• Amazon EC2 API リファレンスの AttachVolume
• Amazon EC2 API リファレンスの DetachVolume

AWS::EC2::VPC
指定された IPv4 CIDR ブロックで VPC を指定します。作成できる最小の VPC は /28 ネットマスク (16 の
IPv4 アドレス) を使用し、最大の VPC は /16 ネットマスク (65,536 の IPv4 アドレス) を使用します。VPC
の大きさの詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC とサブネット」を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPC",
"Properties" : {
"CidrBlock" : String,
"EnableDnsHostnames" : Boolean,
"EnableDnsSupport" : Boolean,
"InstanceTenancy" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: String
EnableDnsHostnames: Boolean
EnableDnsSupport: Boolean
InstanceTenancy: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CidrBlock
VPC のプライマリ IPv4 CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EnableDnsHostnames
VPC 内に起動されるインスタンスが DNS ホスト名を取得するかどうかを示します。有効にする
と、VPC 内のインスタンスは DNS ホスト名を取得します。それ以外の場合は取得しません。デフォ
ルト以外の VPC では、デフォルトで無効になっています。詳細については、「VPC の DNS サポー
ト」を参照してください。
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DNS サポートを有効にしている場合にのみ DNS ホスト名を有効にできます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableDnsSupport
VPC に対して DNS 解決がサポートされているかどうかを示します。有効になっている場
合、Amazon が提供する DNS サーバー (IP アドレス 169.254.169.253) へのクエリ、またはリザーブ
ド IP アドレス (VPC ネットワークの範囲に "2" をプラスしたアドレス) へのクエリは成功します。無
効になっている場合、Amazon が提供する VPC の DNS サービス (パブリック DNS ホスト名を IP ア
ドレスに解決します) が有効になりません。デフォルトでは有効になっています。詳細については、
「VPC の DNS サポート」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InstanceTenancy
VPC 内に起動されるインスタンスの許可されているテナンシー。
• "default": VPC で起動されたインスタンスはデフォルトでは共有ハードウェアで実行されます。
ただし、これはインスタンスの起動時に別のテナントを明示的に指定しない場合に限ります。
• "dedicated": VPC で起動されたインスタンスはデフォルトではハードウェア専有インスタンスで
す。ただし、これはインスタンスの起動時にホストのテナントを明示的に指定しない場合に限りま
す。インスタンスの起動時にデフォルトのテナントを指定することはできません。
値を InstanceTenancy から "dedicated" に更新する場合のみ、"default" の更新での置換は不
要です。InstanceTenancy から "default" への "dedicated" の更新では、置換が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dedicated | default | host
Update requires: No interruption
Tags
VPC のタグ
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
VPC の ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CidrBlock
VPC の IP アドレスのセット。たとえば、10.0.0.0/16 と指定します。
CidrBlockAssociations
VPC の IPv4 CIDR ブロック関連付け ID のリスト。たとえば、[ vpc-cidr-assoc-0280ab6b ] と
指定します。
DefaultNetworkAcl
VPC に関連付けられたデフォルトのネットワーク ACL ID。たとえば、acl-814dafe3 と指定しま
す。
DefaultSecurityGroup
VPC に関連付けられたデフォルトのセキュリティグループ ID。たとえば、sg-b178e0d3 と指定しま
す。
Ipv6CidrBlocks
[ 2001:db8:1234:1a00::/56 ] などの VPC に関連付けられる IPv6 CIDR ブロックのリスト。

例
VPC
次の例では、VPC を指定します。

JSON
"myVPC" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPC",
"Properties" : {
"CidrBlock" : "10.0.0.0/16",
"EnableDnsSupport" : "true",
"EnableDnsHostnames" : "true",
"Tags" : [
{"Key" : "stack", "Value" : "production"}
]
}
}

YAML
myVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsSupport: 'true'
EnableDnsHostnames: 'true'
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Tags:
- Key: stack
Value: production

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateVpc」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」

AWS::EC2::VPCCidrBlock
CIDR ブロックを VPC に関連付けます。VPC には単独の IPv6 CIDR ブロックのみを関連付けられま
す。IPv6 CIDR ブロックサイズは /56 に固定されています。
CIDR ブロックと VPC の関連付けおよび適用される制約の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud
ユーザーガイドの「VPC とサブネットのサイズ設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCCidrBlock",
"Properties" : {
"AmazonProvidedIpv6CidrBlock" : Boolean,
"CidrBlock" : String,
"Ipv6CidrBlock" : String,
"Ipv6Pool" : String,
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCCidrBlock
Properties:
AmazonProvidedIpv6CidrBlock: Boolean
CidrBlock: String
Ipv6CidrBlock: String
Ipv6Pool: String
VpcId: String

プロパティ
AmazonProvidedIpv6CidrBlock
Amazon の提供する IPv6 CIDR ブロックを VPC のための長さ /56 のプレフィックスとともにリクエ
ストします。IPv6 アドレスの範囲または CIDR ブロックのサイズを指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
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CidrBlock
VPC に関連付ける IPv4 CIDR ブロック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Ipv6CidrBlock
IPv6 アドレスプールからの IPv6 CIDR ブロック。また、リクエストで Ipv6Pool を指定する必要が
あります。
Amazon が IPv6 CIDR ブロックを選択できるようにするには、このパラメータを省略します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Ipv6Pool
IPv6 CIDR ブロックの割り当て元となる IPv6 アドレスプールの ID を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: VPC CIDR ブロックのアソ
シエーション ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Amazon 提供の IPv6 CIDR ブロックを関連付ける
次の例では、Amazon が提供する IPv6 CIDR ブロック (と長さ /56 のプレフィックス) を TestVPCIpv6
VPC に関連付けます。

JSON
"Ipv6VPCCidrBlock": {
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}

"Type": "AWS::EC2::VPCCidrBlock",
"Properties": {
"AmazonProvidedIpv6CidrBlock": true,
"VpcId": { "Ref" : "TestVPCIpv6" }
}

YAML
Ipv6VPCCidrBlock:
Type: AWS::EC2::VPCCidrBlock
Properties:
AmazonProvidedIpv6CidrBlock: true
VpcId: !Ref TestVPCIpv6

IPv4 CIDR ブロックおよび Amazon 提供の IPv6 CIDR ブロックを関連付ける
以下の例では、IPv4 CIDR ブロックおよび Amazon 提供の IPv6 CIDR ブロックを VPC に関連付けます。
また、VPC の IPv4 CIDR ブロック関連付け ID と IPv6 CIDR ブロックのリストを出力します。

JSON
{

"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/24"
}
},
"VpcCidrBlock": {
"Type": "AWS::EC2::VPCCidrBlock",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": "192.0.0.0/24"
}
},
"VpcCidrBlockIpv6": {
"Type": "AWS::EC2::VPCCidrBlock",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"AmazonProvidedIpv6CidrBlock": true
}
}
},
"Outputs": {
"VpcId": {
"Value": {
"Ref": "VPC"
}
},
"PrimaryCidrBlock": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"VPC",
"CidrBlock"
]
}
},
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}

}

"Ipv6CidrBlock": {
"Value": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAtt": [
"VPC",
"Ipv6CidrBlocks"
]
}
]
}
},
"CidrBlockAssociation": {
"Value": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAtt": [
"VPC",
"CidrBlockAssociations"
]
}
]
}
}

YAML
Resources:
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/24
VpcCidrBlock:
Type: AWS::EC2::VPCCidrBlock
Properties:
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: 192.0.0.0/24
VpcCidrBlockIpv6:
Type: AWS::EC2::VPCCidrBlock
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AmazonProvidedIpv6CidrBlock: true
Outputs:
VpcId:
Value: !Ref VPC
PrimaryCidrBlock:
Value: !GetAtt VPC.CidrBlock
Ipv6CidrBlock:
Value: !Select [ 0, !GetAtt VPC.Ipv6CidrBlocks ]
CidrBlockAssociation:
Value: !Select [ 0, !GetAtt VPC.CidrBlockAssociations ]

AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation
DHCP オプションセットを VPC に関連付けるか、DHCP オプションを VPC に関連付けます。
オプションを VPC に関連付けた後、VPC 内で起動する既存のインスタンスおよび新しいインスタンスの
すべてで、それらのオプションが使用されます。インスタンスを再起動や再作成する必要はありません。
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インスタンスで DHCP リースが更新される頻度に応じて、数時間以内に自動的に変更が反映されます。イ
ンスタンスのオペレーティングシステムを使用してリースを明示的に更新することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation",
"Properties" : {
"DhcpOptionsId" : String,
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation
Properties:
DhcpOptionsId: String
VpcId: String

プロパティ
DhcpOptionsId
DHCP オプションセットの ID、または DHCP オプションを VPC に関連付けない default。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
DHCP オプションの関連付けの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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VPC DHCP オプションの関連付け
次の例では Ref 組み込み関数を使用して、myDHCPOptions DHCP オプションと myVPC VPC を関
連付けています。VPC および DHCP オプションは同じテンプレートで宣言するか、入力パラメー
タとして追加することができます。VPC または DHCP オプションのリソースの詳細については、
「AWS::EC2::VPC」または「AWS::EC2::DHCPOptions」を参照してください。

JSON
"myVPCDHCPOptionsAssociation" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation",
"Properties" : {
"VpcId" : {"Ref" : "myVPC"},
"DhcpOptionsId" : {"Ref" : "myDHCPOptions"}
}
}

YAML
myVPCDHCPOptionsAssociation:
Type: AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation
Properties:
VpcId:
Ref: myVPC
DhcpOptionsId:
Ref: myDHCPOptions

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「AssociateDhcpOptions」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「DHCP オプションセット」

AWS::EC2::VPCEndpoint
サービスの VPC エンドポイントを指定します。エンドポイントにより、VPC とサービスとをプライベー
トに接続できます。サービスは、AWS、AWS Marketplace パートナー、または別の AWS アカウントによ
り提供される場合があります。詳細については、AWS PrivateLink ユーザーガイドの VPC エンドポイン
トを参照してください。
gateway エンドポイントは、AWS のサービスを宛先とするトラフィックのルートテーブルでルートの
ターゲットとして機能します。VPC からサービスへのアクセスを制御するエンドポイントにアタッチする
エンドポイントポリシーを指定できます。また、エンドポイントを使用する VPC ルートテーブルも指定で
きます。
ゲートウェイエンドポイントを使用して EC2 インスタンスから Amazon S3 バケットに接続する場合の接
続については、「ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜです
か」を参照してください。
interface エンドポイントは、指定されたサービスと通信するためのエンドポイントとして機能するサ
ブネットのネットワークインターフェイスです。エンドポイントを作成するサブネット、およびエンドポ
イントネットワークインターフェイスに関連付けるセキュリティグループを指定できます。
GatewayLoadBalancer エンドポイントは、VPC エンドポイントサービスとして設定した Gateway
Load Balancer と通信するためのエンドポイントとして機能するサブネット内のネットワークインター
フェイスです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : Json,
"PrivateDnsEnabled" : Boolean,
"RouteTableIds" : [ String, ... ],
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"ServiceName" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"VpcEndpointType" : String,
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
PolicyDocument: Json
PrivateDnsEnabled: Boolean
RouteTableIds:
- String
SecurityGroupIds:
- String
ServiceName: String
SubnetIds:
- String
VpcEndpointType: String
VpcId: String

プロパティ
PolicyDocument
[インターフェイスおよびゲートウェイエンドポイント] サービスへのアクセスを制御するエンドポイ
ントにアタッチするポリシー。このパラメータを指定しないと、サービスへのフルアクセスを許可す
るデフォルトのポリシーがアタッチされます。
YAML の CloudFormation テンプレートの場合、ポリシーを JSON または YAML 形式で指定すること
ができます。AWS CloudFormation は、API を呼び出して VPC エンドポイントを作成または変更する
前に、YAML ポリシーを JSON 形式に変換します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PrivateDnsEnabled
(インターフェイスエンドポイント) プライベートホストゾーンを指定された VPC に関連付けるかどう
かを示します。プライベートホストゾーンにはそのリージョンのサービスのデフォルトの パブリック
DNS 名 (kinesis.us-east-1.amazonaws.com など) のレコードセットが含まれており、VPC の
エンドポイントネットワークインターフェイスのプライベート IP アドレスに解決されます。これによ
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り、VPC エンドポイントサービスによって自動的に生成されるパブリック DNS 名の代わりに、サー
ビスの既定のパブリック DNS 名にリクエストを送信できます。
プライベートホストゾーンを使用するには、次の VPC 属性をtrue: enableDnsHostnames および
enableDnsSupport に設定する必要があります。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RouteTableIds
(ゲートウェイエンドポイント) 1 つ以上のルートテーブル ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
(インターフェイスエンドポイント) エンドポイントネットワークインターフェイスに関連付ける 1 つ
以上のセキュリティグループの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ServiceName
サービス名。利用可能なサービスのリストを取得するには、DescribeVpcEndpointServices リクエス
トを使用するか、サービスプロバイダーからその名前を取得します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
(インターフェイスおよび Gateway Load Balancer エンドポイント) エンドポイントネットワークイン
ターフェイスを作成する 1 つ以上のサブネットの ID。Gateway Load Balancer エンドポイントについ
ては、サブネットを 1 つだけ指定できます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpcEndpointType
エンドポイントの種類です。
デフォルト: ゲートウェイ
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: Gateway | GatewayLoadBalancer | Interface
Update requires: Replacement
VpcId
エンドポイントが使用される VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC エンドポイントの
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTimestamp
VPC エンドポイントが作成された日時。例: Fri Sep 28 23:34:36 UTC 2018.
DnsEntries
(インターフェイスエンドポイント) エンドポイントの DNS エントリ。各エントリは、ホストゾー
ン ID と DNS 名の組み合わせです。エントリは以下のように並べられます: リージョンパブリッ
ク DNS、ゾーンパブリック DNS、プライベート DNS、ワイルドカード DNS。この順序は AWS
Marketplace サービスには適用されません。
次に例を示します。最初のエントリは、ホストゾーン ID は Z1HUB23UULQXV で、DNS 名は
vpce-01abc23456de78f9g-12abccd3.ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com です。
[「Z1HUB23UULQXV:vpce-01abc23456de78f9g-12abccd3.ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com」、
「Z1HUB23UULQXV:vpce-01abc23456de78f9g-12abccd3-us-east-1a.ec2.useast-1.vpce.amazonaws.com」、「Z1C12344VYDITB0:ec2.us-east-1.amazonaws.com」]
PrivateDnsEnabled または SubnetIds プロパティを更新した場合、リスト内の DNS エントリが
変更されます。
NetworkInterfaceIds
(インターフェイスエンドポイント) 1 つ以上のネットワークインターフェイス
ID。PrivateDnsEnabled または SubnetIds プロパティを更新した場合、このリスト内の 項目が
変更する可能性があります。

例
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VPC エンドポイント
次の例では、examplebucket バケットで s3:GetObject アクションのみが許可される VPC エンドポイント
を指定します。routetableA および routetableB ルートテーブルに関連付けられているサブネット内の S3
へのトラフィックは、VPC エンドポイントを経由して自動的にルーティングされます。

JSON
{

}

"S3Endpoint": {
"Type": "AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": ["s3:GetObject"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"]
}]
},
"RouteTableIds": [{"Ref": "routetableA"}, {"Ref": "routetableB"}],
"ServiceName": {"Fn::Sub": "com.amazonaws.${AWS::Region}.s3"},
"VpcId": {"Ref": "VPCID"}
}
}

YAML
S3Endpoint:
Type: 'AWS::EC2::VPCEndpoint'
Properties:
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal: '*'
Action:
- 's3:GetObject'
Resource:
- 'arn:aws:s3:::examplebucket/*'
RouteTableIds:
- !Ref routetableA
- !Ref routetableB
ServiceName: !Sub 'com.amazonaws.${AWS::Region}.s3'
VpcId: !Ref VPCID

AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification
VPC エンドポイントまたは VPC エンドポイントサービスの接続通知を指定します。接続通知は特定のエ
ンドポイントイベントを知らせます。通知を受け取るには、SNS トピックを作成する必要があります。詳
細については、『Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド』の「トピックの作成」を参照してく
ださい。
接続エンドポイントに対してのみ接続通知を作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification",
"Properties" : {
"ConnectionEvents" : [ String, ... ],
"ConnectionNotificationArn" : String,
"ServiceId" : String,
"VPCEndpointId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification
Properties:
ConnectionEvents:
- String
ConnectionNotificationArn: String
ServiceId: String
VPCEndpointId: String

プロパティ
ConnectionEvents
通知を受け取る 1 つ以上のエンドポイントイベント。有効な値は、Accept、Connect、Delete、お
よび Reject です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ConnectionNotificationArn
通知用の SNS トピックの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceId
エンドポイントサービスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VPCEndpointId
エンドポイントの ID.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC エンドポイント接続
の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::EC2::VPCEndpointService
サービスコンシューマー (AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール) が接続できる VPC エンドポイン
トサービス構成を作成します。
エンドポイントサービス設定を作成するには、まず、サービス用の次のいずれかを作成する必要がありま
す。
• Network Load Balancerサービスコンシューマーは、インターフェイスエンドポイントを使用してサービ
スに接続します。
• Gateway Load Balancerサービスコンシューマーは、Gateway Load Balancer エンドポイントを使用し
てサービスに接続します。
詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC エンドポイントサービス」を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCEndpointService",
"Properties" : {
"AcceptanceRequired" : Boolean,
"GatewayLoadBalancerArns" : [ String, ... ],
"NetworkLoadBalancerArns" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCEndpointService
Properties:
AcceptanceRequired: Boolean
GatewayLoadBalancerArns:
- String
NetworkLoadBalancerArns:
- String

プロパティ
AcceptanceRequired
サービスコンシューマーからのサービスへのエンドポイントの作成リクエストを受け入れる必要があ
るかどうかを示します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
GatewayLoadBalancerArns
1 つ以上の Gateway Load Balancer の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
NetworkLoadBalancerArns
サービス用の 1 つ以上の Network Load Balancer の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC エンドポイントサー
ビス設定の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateVpcEndpointServiceConfiguration」
• AWS PrivateLink の VPC エンドポイントサービス

AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions
サービスコンシューマー (IAM ユーザー、IAM ロール、および AWS アカウント) に対して、VPC エンドポ
イントサービスに接続するための許可を付与または取り消します。
すべてのプリンシパルにアクセス許可を付与した場合、サービスはパブリックです。パブリックサービス
の名前を知るユーザーはすべてエンドポイントにアタッチするリクエストを送信できます。サービスに手
動承認を必要としない場合は、アタッチメントは自動的に承認されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions",
"Properties" : {
"AllowedPrincipals" : [ String, ... ],
"ServiceId" : String
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}

}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions
Properties:
AllowedPrincipals:
- String
ServiceId: String

プロパティ
AllowedPrincipals
1 つ以上のプリンシパル (IAM ユーザー、IAM ロール、および AWS アカウント) の Amazon リソース
ネーム (ARN) です。このリストのプリンシパルにアクセス許可が付与されます。すべてのプリンシパ
ルにアクセス許可を付与するには、アスタリスク (*) を指定します。このリストにないプリンシパルへ
のアクセス許可が取り消されます。リストが空の場合は、すべてのアクセス権が取り消されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ServiceId
サービスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC エンドポイントサー
ビスのアクセス許可 の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
インターネットゲートウェイまたは仮想プライベートゲートウェイを VPC に接続し、インターネットと
VPC 間の接続を可能にします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
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}

"Properties" : {
"InternetGatewayId" : String,
"VpcId" : String,
"VpnGatewayId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
InternetGatewayId: String
VpcId: String
VpnGatewayId: String

プロパティ
InternetGatewayId
インターネットゲートウェイの ID です。
InternetGatewayId または VpnGatewayId のどちらかを指定する必要があります。両方を指定す
ることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpnGatewayId
仮想プライベートゲートウェイの ID。
InternetGatewayId または VpnGatewayId のどちらかを指定する必要があります。両方を指定す
ることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC ゲートウェイのア
タッチメントの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
VPN ゲートウェイアタッチメント
VPC にインターネットゲートウェイと VPN ゲートウェイの両方をアタッチするには、次のように、2 つ
の個別の AWS::EC2::VPCGatewayAttachment リソースを指定する必要があります。

JSON
"AttachGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"InternetGatewayId" : { "Ref" : "myInternetGateway" }
}
},
"AttachVpnGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"VpnGatewayId" : { "Ref" : "myVPNGateway" }
}
}

YAML
AttachGateway:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
InternetGatewayId:
Ref: myInternetGateway
AttachVpnGateway:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
VpnGatewayId:
Ref: myVPNGateway

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「AttachVpnGateway」
• Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」

AWS::EC2::VPCPeeringConnection
2 つの VPC 間の VPC ピア接続をリクエストします。所有しているリクエスタ VPC と、その接続を作成
するアクセプタ VPC です。アクセプタ VPC は別の AWS アカウント に属することができ、リクエスタ
VPC とは異なるリージョンにあることができます。
リクエスタ VPC とアクセプタ VPC は、重複する CIDR ブロックを持つことはできません。重複する
CIDR ブロックを持つ VPC 間で VPC ピア接続リクエストを作成した場合、VPC ピア接続は failed のス
テータスになります。
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詳細については、「チュートリアル: 別の AWS アカウント の VPC とピア接続する」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPCPeeringConnection",
"Properties" : {
"PeerOwnerId" : String,
"PeerRegion" : String,
"PeerRoleArn" : String,
"PeerVpcId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPCPeeringConnection
Properties:
PeerOwnerId: String
PeerRegion: String
PeerRoleArn: String
PeerVpcId: String
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
PeerOwnerId
アクセプタ VPC の所有者の AWS アカウント ID。
デフォルト: ご利用の AWS アカウント ID
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PeerRegion
リクエストしたリージョン以外のリクエストにアクセプタ VPC がある場合の、アクセプタ VPC の
リージョンコード。
デフォルト: リクエストするリージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PeerRoleArn
別の AWS アカウントでのピア接続のための VPC ピアロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
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これは、別の AWS アカウントの VPC をピア接続するときに必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PeerVpcId
VPC ピア接続を作成する VPC の ID。リクエストでこのパラメータを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースに割り当てられたすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPC ピア接続の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• VPC ピアリングガイドの「VPC ピアリングとは」
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateVpcPeeringConnection」

AWS::EC2::VPNConnection
仮想プライベートゲートウェイと VPN カスタマーゲートウェイ、またはトランジットゲートウェイと
VPN カスタマーゲートウェイの間の VPN 接続を指定します。
トランジットゲートウェイとカスタマーゲートウェイの間の VPN 接続を指定するに
は、TransitGatewayId および CustomerGatewayId プロパティを使用します。
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仮想プライベートゲートウェイとカスタマーゲートウェイの間の VPN 接続を指定するに
は、VpnGatewayId および CustomerGatewayId プロパティ プロパティを使用します。
詳細については、AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイドの AWS Site-to-Site VPN を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPNConnection",
"Properties" : {
"CustomerGatewayId" : String,
"StaticRoutesOnly" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitGatewayId" : String,
"Type" : String,
"VpnGatewayId" : String,
"VpnTunnelOptionsSpecifications" : [ VpnTunnelOptionsSpecification (p. 2736), ... ]
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPNConnection
Properties:
CustomerGatewayId: String
StaticRoutesOnly: Boolean
Tags:
- Tag
TransitGatewayId: String
Type: String
VpnGatewayId: String
VpnTunnelOptionsSpecifications:
- VpnTunnelOptionsSpecification (p. 2736)

プロパティ
CustomerGatewayId
VPN 接続の最後にあるカスタマーゲートウェイの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StaticRoutesOnly
VPN 接続が静的ルートのみを使用するかどうかを示します。静的ルートは BGP をサポートしないデ
バイスに使用する必要があります。
ボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) をサポートしないデバイスの VPN 接続を作成する場合
は、true を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: Replacement
Tags
VPN 接続に割り当てられたすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransitGatewayId
VPN 接続に関連付けられているトランジットゲートウェイの ID。
TransitGatewayId または VpnGatewayId のどちらかを指定する必要があります。両方を指定する
ことはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
VPN 接続のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ipsec.1
Update requires: Replacement
VpnGatewayId
VPN 接続の AWS 側にある仮想プライベートゲートウェイの ID。
TransitGatewayId または VpnGatewayId のどちらかを指定する必要があります。両方を指定する
ことはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VpnTunnelOptionsSpecifications
VPN 接続のトンネルオプション。
必須: いいえ
タイプ: VpnTunnelOptionsSpecification (p. 2736) のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPN 接続の ID。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
VPN 接続
次の例では、myVPNGateway と MyCustomerGateway の間に VPN 接続を指定します。

JSON
"myVPNConnection" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPNConnection",
"Properties" : {
"Type" : "ipsec.1",
"StaticRoutesOnly" : "true",
"CustomerGatewayId" : {"Ref" : "myCustomerGateway"},
"VpnGatewayId" : {"Ref" : "myVPNGateway"}
}
}

YAML
myVPNConnection:
Type: AWS::EC2::VPNConnection
Properties:
Type: ipsec.1
StaticRoutesOnly: true
CustomerGatewayId:
!Ref myCustomerGateway
VpnGatewayId:
!Ref myVPNGateway

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「VPNConnection」

AWS::EC2::VPNConnection VpnTunnelOptionsSpecification
単一の VPN トンネルのトンネルオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PreSharedKey" : String,
"TunnelInsideCidr" : String

YAML
PreSharedKey: String
TunnelInsideCidr: String
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プロパティ
PreSharedKey
仮想プライベートゲートウェイとカスタマーゲートウェイ間に最初の認証を確立するための事前共有
キー (PSK)。
使用できる文字は、英数字、ピリオド (.)、および下線 (_) です。長さは 8 〜 64 文字でなければなら
ず、ゼロ (0) で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TunnelInsideCidr
トンネルの内部 IP アドレスの範囲です。全ての指定された CIDR ブロックは、同じ仮想プライベート
ゲートウェイを使用する全ての VPN 接続で一意でなければなりません。
制約: 169.254.0.0/16 の範囲からのサイズ/30 の CIDR ブロック。以下の CIDR ブロックは予約済
みで使用できません。
• 169.254.0.0/30
• 169.254.1.0/30
• 169.254.2.0/30
• 169.254.3.0/30
• 169.254.4.0/30
• 169.254.5.0/30
• 169.254.169.252/30
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EC2::VPNConnectionRoute
既存の仮想プライベートゲートウェイと VPN カスタマーゲートウェイ間の VPN 接続の静的ルートを指定
します。静的ルートによって、仮想プライベートゲートウェイから VPN カスタマーゲートウェイにトラ
フィックをルーティングすることができます。
詳細については、AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイドの AWS Site-to-Site VPN を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPNConnectionRoute",
"Properties" : {
"DestinationCidrBlock" : String,
"VpnConnectionId" : String
}
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YAML
Type: AWS::EC2::VPNConnectionRoute
Properties:
DestinationCidrBlock: String
VpnConnectionId: String

プロパティ
DestinationCidrBlock
カスタマーネットワークのローカルサブネットに関連付ける CIDR ブロック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VpnConnectionId
VPN 接続の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPN 接続ルートの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
VPN 接続ルート
次の例では、VPN 接続ルートを指定します。

JSON
"MyConnectionRoute0" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPNConnectionRoute",
"Properties" : {
"DestinationCidrBlock" : "10.0.0.0/16",
"VpnConnectionId" : {"Ref" : "Connection0"}
}
}

YAML
MyConnectionRoute0:
Type: AWS::EC2::VPNConnectionRoute
Properties:
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DestinationCidrBlock: 10.0.0.0/16
VpnConnectionId:
!Ref Connection0

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateVpnConnectionRoute」

AWS::EC2::VPNGateway
仮想プライベートゲートウェイを指定します。仮想プライベートゲートウェイは、VPN 接続の VPC 側に
あるエンドポイントです。VPC 自体を作成する前に仮想プライベートゲートウェイを作成できます。
詳細については、AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイドの AWS Site-to-Site VPN を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPNGateway",
"Properties" : {
"AmazonSideAsn" : Long,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPNGateway
Properties:
AmazonSideAsn: Long
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
AmazonSideAsn
BGP セッションの Amazon 側の自律システム番号 (ASN)。
必須: いいえ
タイプ: Long
Update requires: Replacement
Tags
仮想プライベートゲートウェイに割り当てられたすべてのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption
Type
仮想プライベートゲートウェイがサポートする VPN 接続のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ipsec.1
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPN ゲートウェイの
ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
VPN ゲートウェイ
次の例では、IPSec 1 を使用する VPN ゲートウェイを宣言します。

JSON
"myVPNGateway" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPNGateway",
"Properties" : {
"Type" : "ipsec.1",
"Tags" : [ { "Key" : "Use", "Value" : "Test" } ]
}
}

YAML
myVPNGateway:
Type: AWS::EC2::VPNGateway
Properties:
Type: ipsec.1
Tags:
- Key: Use
Value: Test

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「CreateVPNGateway」

AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation
仮想プライベートゲートウェイ (VGW) から VPC の指定されたルートテーブルへのルートの伝達を有効に
します。
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ゲートウェイのルート伝達と同じテンプレート内にある VPN ゲートウェイを参照して
いる場合、VPN ゲートウェイのアタッチの依存関係を明示的に宣言する必要がありま
す。AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation リソースは、VPN ゲートウェイが VPC に正しくア
タッチされるまで、これを使用することはできません。AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation
リソースに DependsOn 属性を追加して、VPN ゲートウェイのアタッチの依存関係を明示的に宣言しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation",
"Properties" : {
"RouteTableIds" : [ String, ... ],
"VpnGatewayId" : String
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation
Properties:
RouteTableIds:
- String
VpnGatewayId: String

プロパティ
RouteTableIds
ルートテーブルの ID。ルーティングテーブルは、仮想プライベートゲートウェイがアタッチされてい
る VPC に関連付けられている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpnGatewayId
VPC にアタッチされた仮想プライベートゲートウェイの ID。仮想プライベートゲートウェイは、ルー
ティングテーブルが関連付けられている VPC にアタッチされている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : VPN ゲートウェイの
ID。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
VPN ゲートウェイのルート伝達
次の例では、PrivateRouteTable という名前のプライベートルートテーブルのルート伝達を有効にします。

JSON
"myVPNGatewayRouteProp" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation",
"Properties" : {
"RouteTableIds" : [{"Ref" : "PrivateRouteTable"}],
"VpnGatewayId" : {"Ref" : "VPNGateway"}
}
}

YAML
Type: AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation
Properties:
RouteTableIds:
- !Ref PrivateRouteTable
VpnGatewayId: !Ref VPNGateway

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 API リファレンスの「EnableVgwRoutePropagation」

Amazon EC2 Auto Scaling リソースタイプのリファレ
ンス
Amazon EC2 Auto Scaling supports creating Auto Scaling groups and related resources in AWS
CloudFormation. This section details the supported resources and also includes examples of templates for
each resource type.
You can find additional useful examples that create Auto Scaling groups and related resources in the
following sections of the AWS CloudFormation User Guide.
• For additional examples of Auto Scaling groups, see Auto scaling template snippets.
• For examples of Amazon EC2 launch templates, see AWS::EC2::LaunchTemplate.
リソースタイプ
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup (p. 2743)
• AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration (p. 2767)
• AWS::AutoScaling::LifecycleHook (p. 2783)
• AWS::AutoScaling::ScalingPolicy (p. 2788)
• AWS::AutoScaling::ScheduledAction (p. 2812)
• AWS::AutoScaling::WarmPool (p. 2816)
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AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースは、Amazon EC2 Auto Scaling グループを定義し
ます。これは、自動スケーリングと管理の目的で論理グループとして扱われる Amazon EC2 インスタンス
のコレクションです。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling は、起動テンプレートまたは起動設定のいずれかを使用して、Auto
Scaling グループの一部として起動されるインスタンスを設定します。起動テンプレートを使用
して、Dedicated Hosts インスタンスや T2 Unlimited インスタンスなどの Amazon EC2 の最新機
能を使用できることを確認することをお勧めします。詳細については、「Auto Scaling グループ
の起動テンプレートの作成」を参照してください。AWS::EC2::LaunchTemplate で、起動テンプ
レートのサンプルを参照してください。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「CreateAutoScalingGroup」およ
び「UpdateAutoScalingGroup」を参照してください。Amazon EC2 Auto Scaling の詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupName" : String,
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"CapacityRebalance" : Boolean,
"Context" : String,
"Cooldown" : String,
"DesiredCapacity" : String,
"HealthCheckGracePeriod" : Integer,
"HealthCheckType" : String,
"InstanceId" : String,
"LaunchConfigurationName" : String,
"LaunchTemplate" : LaunchTemplateSpecification (p. 2759),
"LifecycleHookSpecificationList" : [ LifecycleHookSpecification (p. 2761), ... ],
"LoadBalancerNames" : [ String, ... ],
"MaxInstanceLifetime" : Integer,
"MaxSize" : String,
"MetricsCollection" : [ MetricsCollection (p. 2763), ... ],
"MinSize" : String,
"MixedInstancesPolicy" : MixedInstancesPolicy (p. 2764),
"NewInstancesProtectedFromScaleIn" : Boolean,
"NotificationConfigurations" : [ NotificationConfiguration (p. 2765), ... ],
"PlacementGroup" : String,
"ServiceLinkedRoleARN" : String,
"Tags" : [ TagProperty (p. 2766), ... ],
"TargetGroupARNs" : [ String, ... ],
"TerminationPolicies" : [ String, ... ],
"VPCZoneIdentifier" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
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AutoScalingGroupName: String
AvailabilityZones:
- String
CapacityRebalance: Boolean
Context: String
Cooldown: String
DesiredCapacity: String
HealthCheckGracePeriod: Integer
HealthCheckType: String
InstanceId: String
LaunchConfigurationName: String
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
LifecycleHookSpecificationList:
- LifecycleHookSpecification (p. 2761)
LoadBalancerNames:
- String
MaxInstanceLifetime: Integer
MaxSize: String
MetricsCollection:
- MetricsCollection (p. 2763)
MinSize: String
MixedInstancesPolicy:
MixedInstancesPolicy (p. 2764)
NewInstancesProtectedFromScaleIn: Boolean
NotificationConfigurations:
- NotificationConfiguration (p. 2765)
PlacementGroup: String
ServiceLinkedRoleARN: String
Tags:
- TagProperty (p. 2766)
TargetGroupARNs:
- String
TerminationPolicies:
- String
VPCZoneIdentifier:
- String

プロパティ
AutoScalingGroupName
Auto Scaling グループの名前。この名前はリージョンごと、アカウントごとに一意である必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
AvailabilityZones
Auto Scaling グループのインスタンスを作成できるアベイラビリティーゾーンのリス
ト。VPCZoneIdentifier または AvailabilityZones のいずれかのプロパティを指定する必要が
あります。アカウントが EC2-Classic と VPC をサポートしている場合、EC2-Classic でインスタンス
を起動する Auto Scaling グループを作成するにはこのプロパティが必要です。
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必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CapacityRebalance
容量の再調整が有効かどうかを示します。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ドの「Amazon EC2 Auto Scaling 容量の再調整」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Context
リザーブド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Cooldown
スケーリングアクティビティが完了してから別のスケーリングアクティビティが開始されるまでの時
間 (秒単位)。デフォルト値は 300 です。この設定は、簡易スケーリングポリシーを使用する場合は
適用されますが、他のスケーリングポリシーまたはスケジュールに基づくスケーリングを使用する場
合は適用されません。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2
Auto Scaling のスケーリングクールダウン」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DesiredCapacity
希望する容量は、Auto Scaling グループの作成時の初期容量と、維持しようとする容量です。自動ス
ケーリングを構成すると、この容量を超えて拡張できます。
この数は、グループの最小サイズ以上、最大サイズ以下である必要があります。スタックの作成時に
希望する容量を指定しなかった場合、デフォルトはグループの最小サイズです。
CloudFormation は、必要な容量に達したときに、Auto Scaling グループを成功とマーク (ステータス
を CREATE_COMPLETE に設定) します。ただし、指定した起動テンプレートまたは起動設定で最大
スポット料金が設定されている場合、希望する容量は成功基準として使用されません。リクエストが
受理されるかどうかは、スポットインスタンスの容量と上限価格によります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HealthCheckGracePeriod
Amazon EC2 Auto Scaling がサービス状態になった EC2 インスタンスのヘルスステータスを確認する
までに待機する時間 (秒単位)。デフォルト値は 0 です。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイドの「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック」を参照してください。
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ELB ヘルスチェックを追加する場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HealthCheckType
ヘルスチェックに使用するサービス。有効な値は EC2 (デフォルト) と ELB です。ロードバランサー
(ELB) ヘルスチェックを使用するように Auto Scaling グループを設定すると、インスタンスは EC2 ス
テータスチェックまたはロードバランサーヘルスチェックのいずれかに合格しない場合に異常と見な
されます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling インスタン
スのヘルスチェック」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceId
起動設定のベースに使用されるインスタンスの ID。指定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は指定
されたインスタンスの設定値を使用して、新しい起動設定を作成します。詳細については、Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「EC2 インスタンスを使用した Auto Scaling グループの作成」を
参照してください。
インスタンス ID を取得するには、EC2 DescribeInstances API オペレーションを使用します。
LaunchTemplate、MixedInstancesPolicy または LaunchConfigurationName を指定した場
合は、InstanceId を指定しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchConfigurationName
インスタンスの起動に使用する起動設定の名前。
LaunchTemplate、MixedInstancesPolicy または InstanceId を指定した場合
は、LaunchConfigurationName を指定しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchTemplate
インスタンスの起動に使用する起動テンプレートとバージョンを指定するために使用されるプロパ
ティ。MixedInstancesPolicy を指定して、Auto Scaling グループに起動テンプレートを関連付け
ることもできます。
このプロパティを省略する場合は、、MixedInstancesPolicy LaunchConfigurationName また
は InstanceId を指定する必要があります。
必須: 条件付き
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タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
Update requires: No interruption
LifecycleHookSpecificationList
グループの 1 つ以上のライフサイクルフックは、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動ま
たは終了するときに実行するアクションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: LifecycleHookSpecification (p. 2761) のリスト
Update requires: No interruption
LoadBalancerNames
この Auto Scaling グループに関連付けられている Classic Load Balancer のリスト。Application
Load Balancer、Network Load Balancer、ゲートウェイロードバランサーでは、代わりに
TargetGroupARNs プロパティを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxInstanceLifetime
インスタンスが稼働できる最大時間 (秒単位)。デフォルトは null です。指定する場合、0 または
86,400 秒 (1 日) か、それ以上の数値を指定する必要があります。詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「最大インスタンス有効期間に基づく Auto Scaling インスタンスの置き換
え」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxSize
グループの最大サイズ。

Note
インスタンスの重み付けを使用する混合インスタンスポリシーでは、Amazon EC2 Auto
Scaling は、容量要件を満たすために上記の MaxSize を上回る必要がある場合があります。
この場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、最大インスタンス重量 (各インスタンスがグループ
の目的の容量に寄与するユニット数を定義する重量) 以上で MaxSize を上回ることはありま
せん。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricsCollection
Auto Scaling グループのグループメトリクスのモニタリングを有効にします。デフォルトでは、これ
らのメトリクスは無効になっています。
必須: いいえ
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タイプ: MetricsCollection (p. 2763) のリスト (p. 2763)
Update requires: No interruption
MinSize
グループの最小サイズ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MixedInstancesPolicy
混合インスタンスポリシーを指定する埋め込みオブジェクト。
このポリシーには、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの分布、スポットインスタン
スに支払う上限料金 (オプション)、および Auto Scaling グループがオンデマンドとスポット容量を満
たすためにインスタンスタイプを割り当てる方法を定義するプロパティだけでなく、インスタンス設
定情報 (起動テンプレートとインスタンスタイプ) を指定するプロパティも含まれます。ポリシーに
は、各インスタンスタイプの重みと、個々のインスタンスタイプの異なる起動テンプレートを含める
こともできます。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「複数のインスタンスタイプと購入オ
プションを使用する Auto Scaling グループ」を参照してください。
LaunchTemplate、InstanceId または LaunchConfigurationName を指定した場合
は、MixedInstancesPolicy を指定しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: MixedInstancesPolicy (p. 2764)
Update requires: No interruption
NewInstancesProtectedFromScaleIn
新しく起動されたインスタンスがスケールイン時に Amazon EC2 Auto Scaling によって終了から保護
されるかどうかを示します。スケールイン時にインスタンスが終了しないようにする方法の詳細につ
いては、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「インスタンスの保護」を参照してください 。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NotificationConfigurations
特定のイベントが発生したときに Auto Scaling グループが通知を送信するように設定します。
必須: いいえ
タイプ: NotificationConfiguration (p. 2765) のリスト
Update requires: No interruption
PlacementGroup
インスタンスを起動するプレイスメントグループの名前。プレイスメントグループは、単一の
アベイラビリティーゾーン内のインスタンスを論理的にグループ化したものです。詳細について
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は、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「プレイスメントグループ」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceLinkedRoleARN
Auto Scaling グループがユーザーの代わりに他の AWS のサービスを呼び出すために使用する、サー
ビスにリンクされたロールの Amazon リソースネーム (ARN)。デフォルトでは、Amazon EC2 Auto
Scaling は AWSServiceRoleForAutoScaling というサービスにリンクされたロールを使用しま
す。このロールが存在しない場合は、作成されます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。Auto Scaling グループにタグを付け、起動する Amazon EC2 インスタンスにタグ
を伝達することができます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto
Scaling グループとインスタンスへのタグ付け」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: TagProperty (p. 2766) のリスト
Update requires: No interruption
TargetGroupARNs
Auto Scaling グループに関連付けられるロードバランサーのターゲットグループの 1 つ以上の
Amazon リソースネーム (ARN)。インスタンスはターゲットグループにターゲットとして登録され、
トラフィックはターゲットグループにルーティングされます。詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「Elastic Load Balancing と Amazon EC2 Auto Scaling」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TerminationPolicies

終了するインスタンスを選択するためのポリシー、またはポリシーのリスト。ポリシーはリス
トに指定した順序で実行されます。Amazon EC2 Auto Scalingでサポートされる終了ポリシー:
OldestInstance、OldestLaunchConfiguration、NewestInstance、ClosestToNextInstanceHour、De
および AllocationStrategy。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ス
ケールイン時にどの Auto Scaling インスタンスを終了するかのコントロール」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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VPCZoneIdentifier
Auto Scaling グループのインスタンスを作成できる Virtual Private Cloud (VPC) のサブネット ID のリ
スト。VPCZoneIdentifier を AvailabilityZones とともに指定する場合、このプロパティに指
定するサブネットは、これらのアベイラビリティーゾーンに存在する必要があります。
このリソースにパブリックサブネットが指定されており、同じスタックテンプレートに定義されてい
る VPC にも指定されている場合は、DependsOn 属性を使用して VPC ゲートウェイのアタッチメン
トへの依存関係を宣言する必要があります。

Note
VPCZoneIdentifier を更新すると、同じ Auto Scaling グループが保持され、指定したサ
ブネットに従って、古いインスタンスが新しいインスタンスに置き換えられます。必要に応
じ、UpdatePolicy 属性を使用して、 CloudFormation がこれらの更新を処理する方法を指定
できます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。例:
mystack-myasgroup-NT5EUXTNTXXD。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

解説
Auto Scaling グループの起動テンプレートまたは起動設定を更新する場合、この更新アクションによっ
て、Auto Scaling グループで実行中の Amazon EC2 インスタンスに変更がデプロイされることはありませ
ん。すべての新しいインスタンスは更新された設定を取得しますが、既存のインスタンスは、起動した当
初の設定のままで実行されます。これは、他の Auto Scaling グループと同じように機能します。
スタックに UpdatePolicy 属性を追加すると、グループに変更が加えられたときにローリング更新 (または
グループの置換) を実行できます。ローリング更新のサンプル更新ポリシーは、Auto Scaling テンプレー
トスニペットにあります。または、インスタンスの更新を開始してスタックを更新した後、インスタンス
でいつでもローリング更新を強制することができます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユー
ザーガイドの「インスタンスの更新に基づく Auto Scaling インスタンスの置き換え」を参照してくださ
い。
Auto Scaling グループで CreationPolicy 属性を使用すると 、CloudFormation が指定された数の成功シ
グナルを受信するまで、そのステータスが作成完了にならないようにします。詳細については、AWS
DevOps ブログの「 CreationPolicy を使用してインスタンス構成を待機する 」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling には、Auto Scaling グループの進行状況をモニタリングし、Amazon EC2 イン
スタンスを起動する際の設定に関する問題のトラブルシューティングを支援するために、スケーリングア
クティビティが用意されています。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto
Scaling グループのスケーリングアクティビティの検証」をご参照ください。

例
以下の例では、Auto Scaling グループを作成または変更します。
その他のテンプレートスニペットについては、「Auto Scaling テンプレートスニペット」を参照してくだ
さい。
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パラメータセクションを持つ単一インスタンス Auto Scaling グループ
次の例では、単一インスタンスと Auto Scaling グループによって起動されるインスタンスの設定を制御す
る AWS::EC2::LaunchTemplate リソースにより Auto Scaling グループを作成します。
起動テンプレートは、CPUCredits プロパティを使用して T2 インスタンスを無制限モードでプロビジョ
ニングします。スタックは、パラメータを参照して、起動テンプレートのバージョンを指定します。パラ
メータは、スタックの作成または更新時に指定できる変数です。
CloudFormation は、AWS Systems Manager Parameter Store からのパラメータをサポートします。
この例では、AWS::EC2::LaunchTemplate の ImageId プロパティが、パラメータストアから最新
の Amazon Linux 2 AMI を参照します。詳細については、 AWSSystems Manager ユーザーガイドの
「AWSSystems Manager パラメータストア」および AWSコンピューティングブログの「AWSSystems
Manager パラメータストアを使用して最新の Amazon Linux AMI ID をクエリする」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Parameters":{
"LatestAmiId": {
"Description": "Region specific image from the Parameter Store",
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
},
"myLaunchTemplateVersionNumber":{
"Type":"String"
},
"Subnets":{
"Type":"CommaDelimitedList"
}
},
"Resources":{
"myLaunchTemplate":{
"Type":"AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties":{
"LaunchTemplateData":{
"CreditSpecification":{
"CpuCredits":"unlimited"
},
"ImageId":{
"Ref":"LatestAmiId"
},
"InstanceType":"t2.micro"
}
}
},
"myASG": {
"Type":"AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"MinSize":"0",
"MaxSize":"1",
"DesiredCapacity":"1",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": {
"Ref":"myLaunchTemplate"
},
"Version":{
"Ref":"myLaunchTemplateVersionNumber"
}
},
"VPCZoneIdentifier":{
"Ref":"Subnets"
}
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}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
LatestAmiId:
Description: Region specific image from the Parameter Store
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2'
myLaunchTemplateVersionNumber:
Type: String
Subnets:
Type: CommaDelimitedList
Resources:
myLaunchTemplate:
Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
Properties:
LaunchTemplateData:
CreditSpecification:
CpuCredits: Unlimited
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: t2.micro
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
MinSize: '0'
MaxSize: '1'
DesiredCapacity: '1'
LaunchTemplate:
LaunchTemplateId: !Ref myLaunchTemplate
Version: !Ref myLaunchTemplateVersionNumber
VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets

CloudWatch モニタリングが有効で、定義されたタグがある Auto Scaling グループ
次の例では、CloudWatch モニタリング (MetricsCollection) が有効で、カスタムタグがある、myASG
という名前の Auto Scaling グループを作成します。最初のタグ Environment=Production は、Auto
Scaling グループと、Auto Scaling グループの一部として起動された EC2 インスタンスに割り当てられま
す。2 番目のタグ Purpose=WebServerGroup は、Auto Scaling グループそのものにのみ割り当てられま
す。
各インスタンスは、最初のヘルスチェックを受け取るまでのウォームアップに 300 秒かかります。ブロッ
クデバイスマッピングでは、AMI によって指定されたボリュームをアタッチするだけでなく、各インスタ
ンスにアタッチする EBS ボリュームを指定します。Monitoring が有効になっているため、EC2 メトリ
クスデータは CloudWatch 経由で 1 分間隔 (詳細モニタリングと呼ばれます) で利用できるようになりま
す。
この例では、組み込み関数を使用して、特定のプロパティに動的に値を割り当てることもできます。起
動テンプレートのバージョン番号を取得するには、起動テンプレートの論理名と起動テンプレートの最新
バージョン番号を、組み込み関数 GetAtt により形式 myLaunchTemplate.LatestVersionNumber で指
定します。また、Fn::Sub 関数を使用して、スタック名を含めるように起動テンプレートの名前をカスタ
マイズし、Ref 関数を使用して、同じテンプレートの別の場所で宣言されている Auto Scaling グループの
2 つの AWS::EC2::Subnet リソースを参照します。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources":{
"myLaunchTemplate":{
"Type":"AWS::EC2::LaunchTemplate",
"Properties":{
"LaunchTemplateName":{"Fn::Sub":"${AWS::StackName}-launch-template"},
"LaunchTemplateData":{
"BlockDeviceMappings":[{
"Ebs":{
"VolumeSize":"22",
"VolumeType":"gp3",
"DeleteOnTermination": true,
"Encrypted": true
},
"DeviceName":"/dev/xvdcz"
}],
"ImageId":"ami-02354e95b39ca8dec",
"InstanceType":"t3.micro",
"KeyName":"my-key-pair-useast1",
"Monitoring":{"Enabled":true},
"SecurityGroupIds":["sg-7c227019", "sg-903004f8"]
}
}
},
"myASG":{
"Type":"AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":"myASG",
"MinSize": "1",
"MaxSize": "6",
"DesiredCapacity": "2",
"HealthCheckGracePeriod":300,
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateId":{
"Ref":"myLaunchTemplate"
},
"Version":{
"Fn::GetAtt":[
"myLaunchTemplate",
"LatestVersionNumber"
]
}
},
"VPCZoneIdentifier":[ { "Ref" : "myPublicSubnet1" }, { "Ref" :
"myPublicSubnet2" } ],
"MetricsCollection":[
{
"Granularity":"1Minute",
"Metrics":[
"GroupMinSize",
"GroupMaxSize"
]
}
],
"Tags":[
{
"Key":"Environment",
"Value":"Production",
"PropagateAtLaunch":"true"
},
{
"Key":"Purpose",
"Value":"WebServerGroup",
"PropagateAtLaunch":"false"
}
]
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}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myLaunchTemplate:
Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
Properties:
LaunchTemplateName: !Sub ${AWS::StackName}-launch-template
LaunchTemplateData:
BlockDeviceMappings:
- Ebs:
VolumeSize: 22
VolumeType: gp3
DeleteOnTermination: true
Encrypted: true
DeviceName: /dev/xvdcz
ImageId: ami-02354e95b39ca8dec
InstanceType: t3.micro
KeyName: my-key-pair-useast1
Monitoring:
Enabled: true
SecurityGroupIds:
- sg-7c227019
- sg-903004f8
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
AutoScalingGroupName: myASG
MinSize: "1"
MaxSize: "6"
DesiredCapacity: "2"
HealthCheckGracePeriod: 300
LaunchTemplate:
LaunchTemplateId: !Ref myLaunchTemplate
Version: !GetAtt myLaunchTemplate.LatestVersionNumber
VPCZoneIdentifier:
- !Ref myPublicSubnet1
- !Ref myPublicSubnet2
MetricsCollection:
- Granularity: "1Minute"
Metrics:
- "GroupMinSize"
- "GroupMaxSize"
Tags:
- Key: Environment
Value: Production
PropagateAtLaunch: "true"
- Key: Purpose
Value: WebServerGroup
PropagateAtLaunch: "false"

以下の資料も参照してください。
• AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormation スタックの更新
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリングプロセスの中断と再開」
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AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup InstancesDistribution
InstancesDistribution は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup MixedInstancesPolicy プロパティ
タイプのプロパティで、Auto Scaling グループのインスタンスディストリビューションを記述します。イ
ンスタンスの分散によって、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの配分、スポットインス
タンスに対して支払う上限料金、および Auto Scaling グループがオンデマンドとスポットキャパシティー
を満たすためにインスタンスタイプを割り当てる方法を指定します。
詳細およびサンプルの設定については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「複数のインスタン
スタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"OnDemandAllocationStrategy" : String,
"OnDemandBaseCapacity" : Integer,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity" : Integer,
"SpotAllocationStrategy" : String,
"SpotInstancePools" : Integer,
"SpotMaxPrice" : String

YAML
OnDemandAllocationStrategy: String
OnDemandBaseCapacity: Integer
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: Integer
SpotAllocationStrategy: String
SpotInstancePools: Integer
SpotMaxPrice: String

プロパティ
OnDemandAllocationStrategy
オンデマンドキャパシティーを満たすためにインスタンスタイプを割り当てる方法を示しま
す。有効な値は prioritized のみです。これは、デフォルト値でもあります。この戦略で
は、LaunchTemplateOverrides でのインスタンスタイプの順序を使用して、各インスタンスタイ
プの起動優先度を定義します。配列の最初のインスタンスタイプが最後のよりも優先されます。最も
優先度の高いインスタンスタイプを使用してすべてのオンデマンドキャパシティーを満たすことがで
きない場合、Auto Scaling グループは 2 番目に優先度の高いインスタンスタイプなどを使用して残り
のキャパシティーを起動します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OnDemandBaseCapacity
オンデマンドインスタンスが満たす必要がある Auto Scaling グループのキャパシティーの最小量。
このベース部分は、グループがスケールすると最初にプロビジョニングされます。未指定の場合のデ
フォルト値は 0 です。オーバーライドでのインスタンスタイプの重みを指定する場合は、インスタン
ス数ではなく、キャパシティーユニット数について OnDemandBaseCapacity の値を設定します。
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Note
この設定を更新することは、現在のオンデマンドインスタンスレベルを調整するため
に、インスタンスを段階的に置き換えることを意味します。インスタンスを置き換える場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は古いインスタンスを停止する前に新しいインスタンスを起
動します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Some interruptions
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity
OnDemandBaseCapacity を超える追加キャパシティーに対する、オンデマンドインスタンスとス
ポットインスタンスの割合を制御します。数値で表されます (たとえば、20 は 20% のオンデマンド
インスタンスと 80% のスポットインスタンスを指します)。未指定の場合のデフォルト値は 100 で
す。100 に設定すると、オンデマンドインスタンスのみがプロビジョニングされます。

Note
この設定を更新すると、インスタンスを段階的に置き換え、現在の追加キャパシティーのオ
ンデマンドおよびスポットインスタンスレベルが基本容量を超えるように調整することにな
ります。インスタンスを置き換える場合、Amazon EC2 Auto Scaling は古いインスタンスを
停止する前に新しいインスタンスを起動します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Some interruptions
SpotAllocationStrategy
配分戦略が lowest-price の場合、Auto Scaling グループは、最低価格のスポットプールを使用して
インスタンスを起動し、指定した数のスポットプールにインスタンスを均等に割り当てます。指定さ
れない場合のデフォルト値は lowest-price です。
配分戦略が capacity-optimized の場合 (推奨)、Auto Scaling グループは、使用可能なスポッ
ト容量に基づいて最適に選択されたスポットプールを使用してインスタンスを起動します。また
は、capacity-optimized-prioritized を使用し、起動テンプレートのオーバーライドのリスト
内のインスタンスタイプの順序を、優先順位の高いものから順番に (リストの最初から最後まで) 設定
することもできます。Amazon EC2 Auto Scaling は、ベストエフォートベースでインスタンスタイプ
の優先順位を尊重しますが、まずはキャパシティーに合わせて最適化します。
有効な値: lowest-price | capacity-optimized | capacity-optimized-prioritized
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SpotInstancePools
スポットキャパシティーを割り当てるために使用するスポットインスタンスプールの数。スポッ
トプールは、Overrides 内で異なるインスタンスタイプから決定されます。スポット配分戦略が
lowest-price である場合にのみ有効です。値は 1～20 の範囲で指定する必要があります。未指定
の場合のデフォルト値は 2 です。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SpotMaxPrice
お客様がスポットインスタンスに対して支払ってもよいと考えるユニット時間あたりの上限価格。値
をデフォルト (空) のままにすると、Amazon EC2 Auto Scaling はオンデマンド価格を最大スポット料
金として使用します。以前設定した値を削除するには、プロパティを含め、値には空の文字列 (「」)
を指定します。

Important
上限価格が、選択したインスタンスタイプのスポット料金より低い場合、スポットインスタ
ンスは起動しません。
値の範囲: 最小値 は 0.001 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LaunchTemplate
LaunchTemplate は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup MixedInstancesPolicy プロパティタイプの
プロパティで、起動テンプレートとオーバーライドを記述します。上書きは起動テンプレートで指定され
たインスタンスタイプを、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの起動に使用できる複数の
インスタンスタイプで上書きするのに使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LaunchTemplateSpecification" : LaunchTemplateSpecification (p. 2759),
"Overrides" : [ LaunchTemplateOverrides (p. 2758), ... ]

YAML
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
Overrides:
- LaunchTemplateOverrides (p. 2758)

プロパティ
LaunchTemplateSpecification
使用する EC2 起動テンプレート。
必須: はい
タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
Update requires: No interruption
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Overrides
指定したプロパティは、起動テンプレートの同じプロパティを上書きします。Auto Scaling グループ
に関連付けることができるインスタンスタイプの最大数は 40 です。Auto Scaling グループで定義で
きる異なる起動テンプレートの最大数は 20 です。オーバーライドの設定の詳細については、Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「オーバーライドの設定」を参照してください。
指定しない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプ
を使用してインスタンスを起動します。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateOverrides (p. 2758) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LaunchTemplateOverrides
LaunchTemplateOverrides は AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LaunchTemplate プロパティタイ
プのプロパティで、起動テンプレートのオーバーライドを記述します。
Auto Scaling グループに関連付けることができるインスタンスタイプの最大数は 40 です。Auto Scaling グ
ループで定義できる異なる起動テンプレートの最大数は 20 です。

Important
すべての Auto Scaling グループには、3 つのサイズパラメータ
(DesiredCapacity、MaxSize、および MinSize) があります。通常、これらのサイズは特定の
インスタンス数に基づいています。ただし、インスタンスタイプの重みを定義する混合インスタ
ンスポリシーを設定する場合、インスタンスの重み付けに使用する単位と同じ単位でこれらのサ
イズを指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceType" : String,
"LaunchTemplateSpecification" : LaunchTemplateSpecification (p. 2759),
"WeightedCapacity" : String

YAML
InstanceType: String
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
WeightedCapacity: String

プロパティ
InstanceType
インスタンスタイプ (m3.xlarge など)。リクエストされたリージョンとアベイラビリティーゾーンで
サポートされているインスタンスタイプを使用する必要があります。詳細については、Amazon EC2
Linux インスタンス用ユーザーガイドの「利用可能なインスタンスタイプ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchTemplateSpecification
インスタンスタイプの起動時に使用される起動テンプレートを提供します。たとえば、インスタンス
タイプによっては、異なる AMI を使用した起動テンプレートが必要とされる場合があります。指定
しない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、混合インスタンスポリシーに定義されている起動テンプ
レートを使用します。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「インスタンス
タイプに異なる起動テンプレートを指定する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 2759)
Update requires: No interruption
WeightedCapacity
仮想 CPU、メモリ、ストレージ、スループット、またはその他の相対的なパフォーマンス特性の
観点から指定されたインスタンスタイプによって提供されるキャパシティーユニットの数。スポッ
トインスタンスまたはオンデマンドインスタンスがプロビジョニングされると、ターゲット容量に
対してキャパシティーユニットがカウントされます。Amazon EC2 Auto Scaling は、希望する容
量が完全に満たされるまで、過剰になったとしても、インスタンスをプロビジョニングします。た
とえば、容量を満たすために 2 つのユニットがあり、Amazon EC2 Auto Scaling が 5 ユニットの
WeightedCapacity でのみインスタンスをプロビジョニングできる場合でも、インスタンスはプロ
ビジョニングされ、希望する容量は 3 ユニット超過になります。詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスの重み付け」を参照してくださ
い。値は 1～999 の範囲で指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LaunchTemplateSpecification
LaunchTemplateSpecification は AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソース
の LaunchTemplate プロパティの起動テンプレートとバージョンを指定します。ま
た、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LaunchTemplate および AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
LaunchTemplateOverrides プロパティタイプのプロパティでもあります。
指定した起動テンプレートは、Auto Scaling グループで使用するように設定する必要があります。起動テ
ンプレートの作成については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループの起
動テンプレートを作成する」を参照してください。
サンプルテンプレートスニペットは、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup ドキュメントの例セ
クションと、AWS::EC2::LaunchTemplate ドキュメントの例セクションにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String

プロパティ
LaunchTemplateId
AWS::EC2::LaunchTemplate の ID。LaunchTemplateName または LaunchTemplateId のどちらか
を指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchTemplateName
AWS::EC2::LaunchTemplate の名前。LaunchTemplateName または LaunchTemplateId のどちら
かを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
バージョン番号。CloudFormation では、テンプレートのバージョン番号に $Latest または $Default を
指定することはできません。ただし、Fn::GetAtt 関数を使用して LatestVersionNumber および
DefaultVersionNumber を指定することができます。

Note
Fn::GetAtt 関数の使用例については、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup ド
キュメントの例セクションを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS::EC2::LaunchTemplate BlockDeviceMapping
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「暗号化ボリュームで使用するのに必要な KMS キーポリ
シー」
• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「EBS-backed AMI での暗号化の利用」
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AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup LifecycleHookSpecification
LifecycleHookSpecification は AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースの
LifecycleHookSpecificationList プロパティのライフサイクルフックを指定します。ライフサイク
ルフックは、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動または終了するときに実行するアクション
を指定します。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto
Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。サンプルのテンプレートスニペット
は、AWS::AutoScaling::LifecycleHook ドキュメントの「例」セクションにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultResult" : String,
"HeartbeatTimeout" : Integer,
"LifecycleHookName" : String,
"LifecycleTransition" : String,
"NotificationMetadata" : String,
"NotificationTargetARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
DefaultResult: String
HeartbeatTimeout: Integer
LifecycleHookName: String
LifecycleTransition: String
NotificationMetadata: String
NotificationTargetARN: String
RoleARN: String

プロパティ
DefaultResult
ライフサイクルフックタイムアウトが経過したか、予期しないエラーが発生した場合に Auto Scaling
グループが実行するアクション。有効な値は CONTINUE と ABANDON (デフォルト) です。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ライフサイクルフックの追加」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HeartbeatTimeout
ライフサイクルフックがタイムアウトするまでの秒単位の最大時間。ライフサイクルフックがタイム
アウトすると、Amazon EC2 Auto Scaling はデフォルトのアクションを実行します。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LifecycleHookName
ライフサイクルフックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [A-Za-z0-9\-_\/]+
Update requires: No interruption
LifecycleTransition
ライフサイクルフックを接続する EC2 インスタンスの状態。有効な値は以下のとおりです。
• autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
• autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NotificationMetadata
Amazon EC2 Auto Scaling が通知ターゲットにメッセージを送信する際に含める追加情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
NotificationTargetARN
インスタンスがライフサイクルフックの移行状態にあるときに Amazon EC2 Auto Scaling が通知のた
め使用する、通知ターゲットの Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon SQS キューまたは Amazon
SNS トピックを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleARN
Auto Scaling グループが指定された通知ターゲット (Amazon SNS トピック、Amazon SQS キュー
など) へ発行することを許可する IAM ロールの ARN。このロールの作成の詳細については、Amazon
API バージョン 2010-05-15
2762

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling

EC2 Auto Scaling ユーザーガイドのライフサイクルフックの通知ターゲットの設定を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup MetricsCollection
MetricsCollection は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースのプロパティであり、Amazon
EC2 Auto Scaling グループが Amazon CloudWatch に送信するグループメトリクスを記述します。これら
のメトリクスは、いずれかのインスタンスではなく、グループを表します。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループとインスタンス
の CloudWatch メトリクスのモニタリング」を参照してください。サンプルのテンプレートスニペット
は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup ドキュメントの「例」セクションにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Granularity" : String,
"Metrics" : [ String, ... ]

YAML
Granularity: String
Metrics:
- String

プロパティ
Granularity
Amazon EC2 Auto Scaling が集約データを CloudWatch に送信する頻度。
許可された値: 1Minute
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Metrics
収集を開始するグループレベルのメトリクスを指定します。
許可された値:
• GroupMinSize
• GroupMaxSize
• GroupDesiredCapacity
• GroupInServiceInstances
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• GroupPendingInstances
• GroupStandbyInstances
• GroupTerminatingInstances
• GroupTotalInstances
• GroupInServiceCapacity
• GroupPendingCapacity
• GroupStandbyCapacity
• GroupTerminatingCapacity
• GroupTotalCapacity
• WarmPoolDesiredCapacity
• WarmPoolWarmedCapacity
• WarmPoolPendingCapacity
• WarmPoolTerminatingCapacity
• WarmPoolTotalCapacity
• GroupAndWarmPoolDesiredCapacity
• GroupAndWarmPoolTotalCapacity
Granularity を指定し、メトリクスを指定しなかった場合は、すべてのメトリクスが有効になりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup MixedInstancesPolicy
MixedInstancesPolicy は AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースのプロパティです。これに
より、複数のインスタンスタイプのオンデマンドインスタンスとスポットインスタンス間で分散するグ
ループを設定できます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「複数のインスタ
ンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ」を参照してください。
新しい Auto Scaling グループの混合インスタンスポリシーを作成することも、既存のグループのポリシー
を作成することもできます。既存のグループのポリシーを作成するには、グループを更新して、起動テ
ンプレートまたは起動設定の代わりに MixedInstancesPolicy を最上位パラメータとして指定しま
す。MixedInstancesPolicy を指定する場合は、ポリシーのプロパティとして起動テンプレートを指定
する必要があります。ポリシーの起動構成を指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstancesDistribution" : InstancesDistribution (p. 2755),
"LaunchTemplate" : LaunchTemplate (p. 2757)

YAML
InstancesDistribution:
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InstancesDistribution (p. 2755)
LaunchTemplate:
LaunchTemplate (p. 2757)

プロパティ
InstancesDistribution
ディストリビューションに使用できるインスタンス。このプロパティを指定しない場
合、InstancesDistribution の各プロパティの値はデフォルト値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: InstancesDistribution (p. 2755)
Update requires: No interruption
LaunchTemplate
使用する起動テンプレートを指定し、必要に応じて、オンデマンドおよびスポットの容量を満たすた
めの EC2 インスタンスのプロビジョニングに使用されるインスタンスタイプ (オーバーライド) を指
定します。
必須: はい
タイプ: LaunchTemplate (p. 2757)
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup NotificationConfiguration
NotificationConfiguration は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
の NotificationConfigurations プロパティの通知設定を指定しま
す。NotificationConfiguration は、Amazon EC2 Auto Scaling グループが通知を送信するイベント
を指定します。
スニペット例については、「起動テンプレートと通知を使用する Auto Scaling グループの宣言」を参照し
てください。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループのスケーリング時
の Amazon SNS 通知の取得」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NotificationTypes" : [ String, ... ],
"TopicARN" : String

YAML
NotificationTypes:
- String
TopicARN: String
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プロパティ
NotificationTypes
通知をトリガーするイベントタイプの一覧です。イベントタイプには以下のタイプを含めることがで
きます。
許可された値:
• autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
• autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
• autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
• autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
• autoscaling:TEST_NOTIFICATION
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TopicARN
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの Amazon Resource Name (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup TagProperty
TagProperty は AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup の Tags プロパティのタグを指定しま
す。TagProperty は、Auto Scaling グループ内のすべての関連するインスタンスにタグを追加します。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グループと
インスタンスへのタグ付け」を参照してください。サンプルのテンプレートスニペット
は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup ドキュメントの「例」セクションにあります。
CloudFormation は、すべての Auto Scaling グループと関連するインスタンスに以下のタグを追加します。
• aws:cloudformation:stack-name
• aws:cloudformation:stack-id
• aws:cloudformation:logical-id

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"PropagateAtLaunch" : Boolean,
"Value" : String
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YAML
Key: String
PropagateAtLaunch: Boolean
Value: String

プロパティ
Key
タグキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
PropagateAtLaunch
Auto Scaling グループの一部として起動される EC2 インスタンスに CloudFormation がタグをコピー
できるようにする場合は、true に設定します。タグを Auto Scaling グループにアタッチするのみ
で、Auto Scaling グループの一部として起動されるインスタンスにコピーしない場合は、false に設
定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Value
タグ値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースは、Auto Scaling グループが Amazon EC2 イ
ンスタンスの設定のために使用できる起動設定を指定します。
Auto Scaling グループの起動設定を更新すると、CloudFormation によってそのリソースが削除され、更
新後のプロパティと新しい名前を使用して新しい起動設定が作成されます。既存のインスタンスは影響を
受けません。AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースの更新時に既存のインスタンス
API バージョン 2010-05-15
2767

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling

を更新するには、グループの UpdatePolicy 属性を指定します。ローリング更新のサンプル更新ポリシー
は、Auto Scaling テンプレートスニペットにあります。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「CreateLaunchConfiguration」、および
Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「起動設定」を参照してください。

Note
Auto Scaling グループの一部として起動される Amazon EC2 インスタンスを設定するには、起動
テンプレートまたは起動設定を指定します。起動テンプレートを使用して、Dedicated Hosts イン
スタンスや T2 Unlimited インスタンスなどの Amazon EC2 の最新機能を使用できることを確認す
ることをお勧めします。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレートの作成」
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties" : {
"AssociatePublicIpAddress" : Boolean,
"BlockDeviceMappings" : [ BlockDeviceMapping (p. 2780), ... ],
"ClassicLinkVPCId" : String,
"ClassicLinkVPCSecurityGroups" : [ String, ... ],
"EbsOptimized" : Boolean,
"IamInstanceProfile" : String,
"ImageId" : String,
"InstanceId" : String,
"InstanceMonitoring" : Boolean,
"InstanceType" : String,
"KernelId" : String,
"KeyName" : String,
"LaunchConfigurationName" : String,
"MetadataOptions" : MetadataOptions (p. 2782),
"PlacementTenancy" : String,
"RamDiskId" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SpotPrice" : String,
"UserData" : String
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
AssociatePublicIpAddress: Boolean
BlockDeviceMappings:
- BlockDeviceMapping (p. 2780)
ClassicLinkVPCId: String
ClassicLinkVPCSecurityGroups:
- String
EbsOptimized: Boolean
IamInstanceProfile: String
ImageId: String
InstanceId: String
InstanceMonitoring: Boolean
InstanceType: String
KernelId: String
KeyName: String
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MetadataOptions:
MetadataOptions (p. 2782)
PlacementTenancy: String
RamDiskId: String
SecurityGroups:
- String
SpotPrice: String
UserData: String

プロパティ
AssociatePublicIpAddress
Virtual Private Cloud (VPC) で実行されている Auto Scaling グループに対して、グループのインス
タンスにパブリック IP アドレスを割り当てるかどうかを指定します。true を指定すると、Auto
Scaling グループの各インスタンスは一意のパブリック IP アドレスを受け取ります。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「VPC での Auto Scaling インスタンスの起動」を参
照してください。
インスタンスがパブリック IP アドレスを受け取り、同じスタックテンプレートに定義されている
VPC にも関連付けられている場合は、DependsOn 属性を使用して VPC ゲートウェイのアタッチメン
トへの依存関係を宣言する必要があります。

Note
インスタンスがデフォルトのサブネットで起動される場合、サブネットでパブリック IP アド
レスを割り当てるオプションを無効にしていない限り、デフォルトでパブリック IP アドレス
が割り当てられます。インスタンスがデフォルト以外のサブネットで起動される場合、サブ
ネットでパブリック IP アドレスを割り当てるオプションを有効にしていない限り、デフォル
トではパブリック IP アドレスは割り当てられません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
BlockDeviceMappings
ブロックデバイスをインスタンスに公開する方法を指定します。仮想デバイスと EBS ボリュームを指
定できます。
必須: いいえ
タイプ: BlockDeviceMapping (p. 2780) のリスト
Update requires: Replacement
ClassicLinkVPCId
EC2-Classic インスタンスをリンクする ClassicLink が有効な VPC の ID。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ClassicLink」、および
Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「VPC への EC2-Classic インスタンスのリンク」を参照
してください。
このプロパティは、EC2-Classic インスタンスを起動している場合にのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ClassicLinkVPCSecurityGroups
ClassicLinkVPCId プロパティに指定した VPC の 1 つ以上のセキュリティグループの ID。
ClassicLinkVPCId プロパティを指定する場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
EbsOptimized
起動設定を EBS I/O 用に最適化する (true) か最適化しない (false) かを指定します。この最適化に
よって、Amazon EBS に特化したスループットが得られ、また、最適化された設定スタックによって
EBS I/O パフォーマンスが最大限に引き出されます。デフォルトで EBS 最適化が行われないインスタ
ンスタイプの EBS 最適化を有効にすると、追加料金が発生します。詳細については、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS – 最適化インスタンス」を参照してください。
デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
IamInstanceProfile
名前か、インスタンスの IAM ロールに関連付けられているインスタンスプロファイルの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定します。インスタンスプロファイルには、IAM ロールが含まれています。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスで実行さ
れるアプリケーションに対する IAM ロール」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ImageId
登録時に割り当てられた Amazon Machine Image (AMI) の一意の ID が指定されます。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux AMI の検索」を参照してくださ
い。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceId
起動設定の作成に使用する Amazon EC2 インスタンスの ID。起動設定が既存の Amazon EC2 イ
ンスタンスから設定を使用する場合には、このプロパティを使用します。インスタンスを使用し
て起動設定を作成した場合には、プロパティはすべて、そのインスタンスから取得されます。ただ
し、BlockDeviceMapping と AssociatePublicIpAddress は除きます。インスタンスから取得
したプロパティは、起動設定で指定することによってオーバーライドできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
InstanceMonitoring
このグループのインスタンスを詳細モニタリングで起動するか (true)、基本モニタリングで起動する
か (false) を制御します。デフォルト値は true (有効) です。

Important
詳細モニタリングを有効にすると、Amazon CloudWatch によって各分ごとにメトリクスが生
成され、アカウントに料金が発生します。詳細モニタリングを無効にすると、CloudWatch は
5 分ごとにメトリクスを生成します。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザー
ガイドの「Auto Scaling インスタンスのモニタリングの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
InstanceType
EC2 インスタンスのインスタンスタイプが指定されます。利用可能なインスタンスタイプの詳細につ
いては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「利用可能なインスタンスタイプ」を
参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KernelId
EC2 AMI に関連付けられているカーネルの ID を指定します。

Note
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細につい
ては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ユーザー提供カーネル」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KeyName
EC2 のキーペアの名前を指定します。

Important
キーペアを指定しない場合は、ユーザーが別の方法でログインすることを許可するように設
定された AMI を選択した場合を除き、インスタンスに接続することはできません。キーペア
の作成については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の
キーペアと Linux インスタンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchConfigurationName
起動設定の名前。この名前はリージョンごと、アカウントごとに一意である必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
MetadataOptions
インスタンスメタデータオプション。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの
「インスタンスメタデータオプションの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: MetadataOptions (p. 2782)
Update requires: Replacement
PlacementTenancy
インスタンスのテナンシー (default または dedicated)。テナンシーが dedicated のインスタン
スは、独立したシングルテナントハードウェアで実行され、VPC でのみ起動できます。ハードウェ
ア専有インスタンスを共有テナンシー VPC (インスタンスのプレイスメントテナンシー属性をデフォ
ルトに設定した VPC) で起動するには、このプロパティの値を dedicated に設定する必要がありま
す。
このプロパティを指定する場合は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースの
VPCZoneIdentifier プロパティで 1 つ以上のサブネットを指定する必要があります。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling を使用し
たインスタンステナンシーの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RamDiskId
選択する RAM ディスクの ID。

Note
カーネルと RAM ディスクではなく PV-GRUB を使用することをお勧めします。詳細につい
ては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ユーザー提供カーネル」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroups
Auto Scaling グループのインスタンスに割り当てるセキュリティグループが含まれるリスト。このリ
ストには、既存のセキュリティグループの ID のほか、テンプレートで作成した SecurityGroup リソー
スのリファレンスを含めることもできます。
API バージョン 2010-05-15
2772

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling

詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SpotPrice
リクエストを満たすために起動されたすべてのスポットインスタンスに対して支払ってもよい最大時
間あたりの料金。指定した料金が現在のスポット料金を超えると、スポットインスタンスが起動しま
す。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「フォールトトレラントで柔軟な
アプリケーションのスポットインスタンスのリクエスト 」を参照してください。

Note
新しい起動設定を作成して最大価格を変更すると、実行中のインスタンスは、そのインスタ
ンスの最大価格が現在のスポット価格を上回っているかぎり、継続して実行されます。
値の範囲: 最小値 は 0.001 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
UserData
起動された EC2 インスタンスで利用可能な Base64 エンコードされたユーザーデータ。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータと
ユーザーデータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 21847
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。例:
mystack-mylaunchconfig-1DDYF1E3B3I。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

解説
CloudFormation は、希望する容量に達したときに、ステータスを CREATE_COMPLETE に設定し、Auto
Scaling グループを成功とマークします。ただし、起動設定で SpotPrice が設定されている場合、希望
する容量は成功基準として使用されません。リクエストが受理されるかどうかは、スポットインスタンス
の容量と上限価格によります。現在のスポット料金が、指定されている上限料金より低い場合、Amazon
EC2 Auto Scaling はグループのターゲット容量として希望する容量を使用します。スポットインスタンス
のリクエストが正常に行われなかった場合は、試行が続けられます。
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スポットインスタンスの期間は、スポットフリートと同様に、定義することはできません。

例
以下の例では、Auto Scaling グループが Amazon EC2 インスタンスを設定するために使用できる起動設定
を作成します。
その他のテンプレートスニペットについては、「Auto Scaling テンプレートスニペット」を参照してくだ
さい。

Amazon EBS-backed AMI と定義済みのブロックデバイスマッピング
この例は、2 つのデバイスをリストする BlockDeviceMappings プロパティを使用した起動設定を示し
ています。30 ギガバイトの EBS ルートボリュームが /dev/sda1 にマップされ、100 ギガバイトの EBS
ボリュームが /dev/sdm にマップされます。/dev/sdm ボリュームは、リージョンに基づいてデフォルトの
EBS ボリュームタイプを使用し、接続されているインスタンスの終了時に削除されません。
CloudFormation は、AWS Systems Manager Parameter Store からのパラメータをサポートします。この
例では、ImageId プロパティが、パラメータストアから最新の Amazon Linux 2 AMI (EBS-backed イメー
ジ) を参照します。詳細については、 AWSSystems Manager ユーザーガイドの「AWSSystems Manager
パラメータストア」および AWSコンピューティングブログの「AWSSystems Manager パラメータストア
を使用して最新の Amazon Linux AMI ID をクエリする」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"LatestAmiId": {
"Description": "Region specific image from the Parameter Store",
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
},
"InstanceType": {
"Description": "Amazon EC2 instance type for the instances",
"Type": "String",
"AllowedValues": [
"t3.micro",
"t3.small",
"t3.medium"
],
"Default": "t3.micro"
}
},
"Resources":{
"myLaunchConfig":{
"Type":"AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties":{
"ImageId":{ "Ref":"LatestAmiId" },
"SecurityGroups":[ { "Ref":"myEC2SecurityGroup" } ],
"InstanceType":{ "Ref":"InstanceType" },
"BlockDeviceMappings":[
{
"DeviceName":"/dev/sda1",
"Ebs":{
"VolumeSize":"30",
"VolumeType":"gp3"
}
},
{
"DeviceName":"/dev/sdm",
"Ebs":{
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}

}

}

}

]

}

}

"VolumeSize":"100",
"DeleteOnTermination":"false"

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
LatestAmiId:
Description: Region specific image from the Parameter Store
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2'
InstanceType:
Description: Amazon EC2 instance type for the instances
Type: String
AllowedValues:
- t3.micro
- t3.small
- t3.medium
Default: t3.micro
Resources:
myLaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
SecurityGroups:
- Ref: "myEC2SecurityGroup"
InstanceType:
Ref: "InstanceType"
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sda1
Ebs:
VolumeSize: 30
VolumeType: "gp3"
- DeviceName: /dev/sdm
Ebs:
VolumeSize: 100
DeleteOnTermination: "false"

スポット料金と IAM ロールを持つ Instance store-backed AMI
この例は、Auto Scaling グループ内のスポットインスタンスを起動する起動設定を示しています。こ
の起動設定は、現在のスポット料金がテンプレート仕様の料金 (0.045) より低い場合にのみアクティブ
になります。また、IamInstanceProfile プロパティを使用する起動設定も示しています。ここで
RootInstanceProfile として参照されている InstanceProfile オブジェクトの定義とそのリファレンス
を含む完全なテンプレートの例については、「auto_scaling_with_instance_profile.template」を参照してく
ださい。
この例では、ImageId プロパティが、パラメータストアから最新の Amazon Linux AMI (インスタンスス
トア/S3-backed イメージ) を参照します。BlockDeviceMappings プロパティは、/dev/sdc にマップされた
仮想デバイス ephemeral0 をリストします。

JSON
{
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}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"LatestAmiId": {
"Description": "Region specific image from the Parameter Store",
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-s3"
}
},
"Resources":{
"myLaunchConfig":{
"Type":"AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties":{
"ImageId":{ "Ref":"LatestAmiId" },
"SecurityGroups":[ { "Ref":"myEC2SecurityGroup" } ],
"InstanceType":"m3.medium",
"SpotPrice":"0.045",
"IamInstanceProfile":{ "Ref":"RootInstanceProfile" },
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sdc",
"VirtualName": "ephemeral0"
}
]
}
}
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
LatestAmiId:
Description: Region specific image from the Parameter Store
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn-ami-hvm-x86_64-s3'
Resources:
myLaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
SecurityGroups:
- !Ref myEC2SecurityGroup
InstanceType: m3.medium
SpotPrice: "0.045"
IamInstanceProfile: !Ref RootInstanceProfile
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: /dev/sdc
VirtualName: ephemeral0

キーペア名とユーザーデータを含むプロビジョンド IOPS EBS 最適化ボリューム
この例は、プロビジョニングされた IOPS EBS 最適化ボリュームを使用してインスタンスを起動するよう
に EbsOptmized プロパティを設定する起動設定を示しています。これにより、EBS-Backed インスタン
スのパフォーマンスを向上させることができます。

Note
デフォルトで EBS 最適化が行われないインスタンスの場合は、EBS 最適化を有効にし
て、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドのドキュメント「Amazon EBS – 最適化イン
スタンス」で説明されているレベルのパフォーマンスを達成する必要があります。現行世代のイ
ンスタンスタイプの場合、EBS 最適化はデフォルトで有効になっており、追加料金は発生しませ
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ん。デフォルトで EBS 最適化が行われない前世代のインスタンスタイプの EBS 最適化を有効に
すると、追加料金が発生します。
このような起動設定を使用する場合、m1.large インスタンスには、AMI で指定したプロビジョンド
IOPS 設定を使用して最適化された EBS ルートボリュームが含まれます。起動設定で IOPS 設定を指定す
ることはできないため、目的の IOPS 数を指定するブロックデバイスマッピングで AMI を設定する必要が
あります。以下は、この EBS 最適化インスタンス設定のキー属性です。
• インスタンスタイプ m1.large 以上。EBS 最適化には、これが必須です。この最適化は、特定のイン
スタンスタイプとサイズでのみ使用できます。
• ボリュームタイプ io1 の EBS-Backed AMI、およびボリュームにプロビジョンする IOPS の数。
• EBS ボリュームのサイズは、必要な IOPS に沿った値とする必要があります。IOPS とギビバイト (GiB)
のストレージの比率は 50:1 です。
プロビジョンド IOPS ボリュームを使用した IOPS のパフォーマンスの詳細については、Amazon Elastic
Compute Cloud ユーザーガイドの「プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) ボリューム」を参照して
ください。
パフォーマンスに関するその他のヒントについては、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの
「Linux インスタンスの Amazon EBS ボリュームのパフォーマンス」を参照してください。

JSON
{

"Resources":{
"myLaunchConfig":{
"Type":"AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties":{
"ImageId":"ami-02354e95b39ca8dec",
"SecurityGroups":[ { "Ref":"myEC2SecurityGroup" }, "myExistingEC2SecurityGroup" ],
"InstanceType":"m1.large",
"KeyName":{
"Ref":"KeyName"
},
"UserData": {"Fn::Base64": {"Fn::Join": ["", [
"#!/bin/bash -x\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ", {"Ref": "AWS::StackName"}, " --resource
myLaunchConfig ", " --configsets default ", " --region ", {"Ref": "AWS::Region"}, "\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ", {"Ref": "AWS::StackName"}, " --resource
myASG ", " --region ", {"Ref": "AWS::Region"}, "\n"
]]}},
"EbsOptimized":"true"
}
}
}

}

YAML
--Resources:
myLaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: "ami-02354e95b39ca8dec"
SecurityGroups:
- Ref: "myEC2SecurityGroup"
- myExistingEC2SecurityGroup
InstanceType: "m1.large"
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KeyName:
Ref: "KeyName"
UserData: !Base64 |
#!/bin/bash -x
yum install -y aws-cfn-bootstrap
/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack !Ref 'AWS::StackName' --resource myLaunchConfig -configsets default --region !Ref 'AWS::Region'
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack !Ref 'AWS::StackName' --resource myASG -region !Ref 'AWS::Region'
EbsOptimized: "true"

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration BlockDevice
BlockDevice は、Amazon EBS ボリュームを記述する AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
BlockDeviceMapping プロパティタイプの EBS プロパティのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"SnapshotId" : String,
"Throughput" : Integer,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
SnapshotId: String
Throughput: Integer
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンス終了時にボリュームが削除されるかどうかを表します。Amazon EC2 Auto Scaling の場
合、デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Encrypted
ボリュームを暗号化するかどうかを指定します。暗号化された EBS ボリュームは、Amazon EBS 暗
号化をサポートするインスタンスにのみアタッチすることができます。詳細については、「サポート
されるインスタンスタイプ」を参照してください。また、暗号化されたボリュームを AMI に使用して
いる場合、その AMI は、サポートされているインスタンスタイプでしか起動できません。
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Note
スナップショットからボリュームを作成する場合、暗号化されたスナップショットから暗号
化されていないボリュームを作成することはできません。また、起動設定を使用する場合は
KMS キー ID を指定できません。
デフォルトで暗号化を有効にすると、作成した EBS ボリュームは、スナップショットが暗
号化されたかどうかにかかわらず、AWS マネージド KMS キーまたはカスタマーマネージド
KMS キーのいずれかを使用して常に暗号化されます。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「AWS KMS キーを使用した
Amazon EBS ボリュームの暗号化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Iops
ボリュームにプロビジョニングする 1 秒あたりの入力/出力 (I/O) オペレーションの数 (IOPS)。gp3 お
よび io1 ボリュームの場合、これはボリュームでプロビジョニングされている IOPS の数を表しま
す。gp2 ボリュームの場合、これはボリュームのベースラインパフォーマンスと、バースト用の I/O
クレジットがこのボリュームに蓄積されるレートを表します。
以下は、各ボリュームタイプでサポートされている値です。
• gp3: 3,000-16,000 IOPS
• io1: 100-64,000 IOPS
io1 ボリュームについては、Nitro System で構築されたインスタンスのみ 64,000 IOPS を保証しま
す。その他のインスタンスファミリーは、最大 32,000 IOPS までのパフォーマンスを保証します。
Iops は、ボリュームタイプが gp3 または io1 の場合にサポートされ、ボリュームタイプが io1 の
場合にのみ必要です。(standard、gp2、st1、sc1 ボリュームの場合は使用されません。)
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SnapshotId
使用するボリュームのスナップショット ID。
VolumeSize または SnapshotId のどちらかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Throughput
gp3 ボリューム用にプロビジョンするためのスループット (MiBps)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 125
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最大: 1000
Update requires: No interruption
VolumeSize
GiB 単位のボリュームサイズ。各ボリュームタイプでサポートされているボリュームサイズは以下の
とおりです。
• gp2 と gp3: 1-16、384
• io1: 4-16,384
• st1 と sc1: 125-16,384
• standard: 1-1,024
SnapshotId または VolumeSize のどちらかを指定する必要があります。SnapshotId と
VolumeSize の両方を指定する場合、ボリュームサイズはスナップショットのサイズと同じか、それ
以上である必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 16384
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon
EBS ボリュームの種類」を参照してください。
有効な値: standard | io1 | gp2 | st1 | sc1 | gp3
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「暗号化ボリュームで使用するのに必要な KMS キーポリ
シー」
• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「EBS-backed AMI での暗号化の利用」

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration BlockDeviceMapping
BlockDeviceMapping は AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration リソースの BlockDeviceMappings
プロパティのブロックデバイスマッピングを指定します。
起動する各インスタンスには、Amazon EBS ボリュームまたはインスタンスストアボリュームという、
どちらかのルートデバイスボリュームが関連付けられています。ブロックデバイスマッピングを使用する
と、インスタンスの起動時にそのインスタンスにアタッチする追加の EBS ボリュームまたはインスタンス
ストアボリュームを指定できます。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ブロックデバイスマッピングの
例」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : BlockDevice (p. 2778),
"NoDevice" : Boolean,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
BlockDevice (p. 2778)
NoDevice: Boolean
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
EC2 インスタンスに公開されるデバイス名 (例: /dev/sdh または xvdh)。詳細については、Linux イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux インスタンスでのデバイスの名前付け」を参照
してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ebs
インスタンスを起動する際、EBS ボリュームを自動設定するために使用するパラメータ。
VirtualName または Ebs を指定できます。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: BlockDevice (p. 2778)
Update requires: No interruption
NoDevice
この値を true に設定すると、AMI のブロックデバイスマッピングに含まれる指定デバイスが制限さ
れます。
NoDevice がルートデバイスの true の場合、インスタンスは EC2 ヘルスチェックに失敗する可能性
があります。その場合は、Amazon EC2 Auto Scaling が代替インスタンスを起動します。
NoDevice を指定すると、Ebs を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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VirtualName
仮想デバイスの名前。名前は ephemeralX の形式で指定する必要があります。ここで X は、ゼロ (0)
から始まる番号です (例: ephemeral0)。
VirtualName または Ebs を指定できます。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスストア」
• Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)」

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration MetadataOptions
MetadataOptions は AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration のプロパティで、インスタンスのメタ
データオプションについて説明します。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「インスタンスメタデータオプションの設
定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HttpEndpoint" : String,
"HttpPutResponseHopLimit" : Integer,
"HttpTokens" : String

YAML
HttpEndpoint: String
HttpPutResponseHopLimit: Integer
HttpTokens: String

プロパティ
HttpEndpoint
このパラメータは、インスタンスの HTTP メタデータエンドポイントを有効または無効にします。パ
ラメータを指定しない場合、デフォルトの状態は enabled です。

Note
disabled の値を指定すると、インスタンスメタデータにアクセスできなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: disabled | enabled
Update requires: No interruption
HttpPutResponseHopLimit
インスタンスメタデータリクエストで必要な HTTP PUT レスポンスのホップ制限。数値が大きいほ
ど、インスタンスメタデータリクエストの転送距離を伸ばすことができます。
デフォルト: 1
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
HttpTokens
インスタンスメタデータリクエストのトークンの使用状況。パラメータがリクエストで指定されてい
ない場合、デフォルトの状態は optional です。
状態が optional の場合、リクエストの署名付きトークンヘッダーの有無にかかわらず、インスタン
スメタデータを取得するように選択できます。トークンを使用せずに IAM ロールの認証情報を取得す
ると、バージョン 1.0 のロール認証情報が返されます。有効な署名付きトークンを使用して IAM ロー
ルの認証情報を取得すると、バージョン 2.0 のロール認証情報が返されます。
状態が required の場合、インスタンスメタデータ取得リクエストとともに署名付きトークンヘッ
ダーを送信する必要があります。この状態では、IAM ロールの認証情報を取得すると、常にバージョ
ン 2.0 の認証情報が返されます。バージョン 1.0 の認証情報は利用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: optional | required
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::LifecycleHook
AWS::AutoScaling::LifecycleHook リソースは、Auto Scaling グループのライフサイクルフックを
指定します。これらのフックにより、Auto Scaling グループは、Auto Scaling インスタンスライフサイク
ル内のイベントを認識し、対応するライフサイクルイベントが発生したときにカスタムアクションを実行
できます。ライフサイクルフックは、インスタンスが次の状態に移行する前に、ライフサイクルアクショ
ンの完了に指定された時間 (デフォルトでは 1 時間) を提供します。
実装できるライフサイクルフックには、起動ライフサイクルフックと終了ライフサイクルフックの 2 種類
があります。起動ライフサイクルフックを使用して、インスタンスの使用を準備したり、インスタンスの
設定が完全に適用される前に、ロードバランサーの背後でインスタンスが登録されるのを遅らせたりしま
す。終了ライフサイクルフックを使用して、実行中のインスタンスをシャットダウンする準備をします。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hooks
および Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの PutLifecycleHook を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::LifecycleHook",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupName" : String,
"DefaultResult" : String,
"HeartbeatTimeout" : Integer,
"LifecycleHookName" : String,
"LifecycleTransition" : String,
"NotificationMetadata" : String,
"NotificationTargetARN" : String,
"RoleARN" : String
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
Properties:
AutoScalingGroupName: String
DefaultResult: String
HeartbeatTimeout: Integer
LifecycleHookName: String
LifecycleTransition: String
NotificationMetadata: String
NotificationTargetARN: String
RoleARN: String

プロパティ
AutoScalingGroupName
ライフサイクルフックの Auto Scaling グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DefaultResult
ライフサイクルフックタイムアウトが経過したか、予期しないエラーが発生した場合に Auto Scaling
グループが実行するアクション。有効な値は CONTINUE と ABANDON (デフォルト) です。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ライフサイクルフックの追加」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HeartbeatTimeout
ライフサイクルフックがタイムアウトするまでの秒単位の最大時間。範囲は 30～7200 秒です。デ
フォルト値は 3600 秒 (1 時間) です。ライフサイクルフックがタイムアウトすると、Amazon EC2
Auto Scaling が DefaultResult プロパティに指定されたアクションを実行します。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LifecycleHookName
ライフサイクルフックの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [A-Za-z0-9\-_\/]+
Update requires: Replacement
LifecycleTransition
ライフサイクルフックをアタッチするインスタンスの状態。有効な値は以下のとおりです。
• autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
• autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NotificationMetadata
Amazon EC2 Auto Scaling が通知ターゲットにメッセージを送信する際に含まれる追加情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
NotificationTargetARN
インスタンスがライフサイクルフックの移行状態にあるときに Amazon EC2 Auto Scaling が通知のた
め使用する、通知ターゲットの Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon SQS キューまたは Amazon
SNS トピックを指定できます。通知メッセージには次の情報が含まれます: ライフサイクルアクショ
ントークン、ユーザーアカウント ID、Auto Scaling グループ名、ライフサイクルフック名、インスタ
ンス ID、移行ライフサイクル、通知のメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleARN
Auto Scaling グループが指定された通知ターゲット (Amazon SNS トピック、Amazon SQS キュー
など) へ発行することを許可する IAM ロールの ARN。このロールの作成の詳細については、Amazon
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EC2 Auto Scaling ユーザーガイドのライフサイクルフックの通知ターゲットの設定を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。例:
mylifecyclehook。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
次の例では、ライフサイクルフックを指定します。
ライフサイクルフックを持つ CloudFormation スタックテンプレートの例については、GitHub リポジト
リを参照してください。Auto Scaling グループの起動テンプレートで定義されているユーザーデータスク
リプトで動作する起動ライフサイクルフックの例が含まれています。

インスタンス終了のライフサイクルフック
次の例では、インスタンス終了時のカスタムアクションをサポートするライフサイクルフックを指定しま
す。Ref 組み込み関数を使用して、同じテンプレート内の別の場所で宣言されている Auto Scaling グルー
プ (論理名は myASG) を参照します。NotificationMetadata プロパティを使用して、インスタンスが
属するクラスターの名前など、通知とともに送信される追加情報を指定します。
このスニペットには、設定を完了するために存在する必要がある、または作成する必要がある Lambda/
EventBridge ルールリソースは含まれません。これらのリソースの作成の詳細については、Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイドのライフサイクルフックの通知ターゲットの設定を参照してください。

JSON
{

}

"myTerminationLifecycleHook":{
"Type":"AWS::AutoScaling::LifecycleHook",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"LifecycleTransition":"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
"HeartbeatTimeout": 300,
"DefaultResult": "CONTINUE",
"NotificationMetadata": "optional metadata"
}
}

YAML
--myTerminationLifecycleHook:
Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
Properties:
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AutoScalingGroupName:
Ref: myASG
LifecycleTransition: "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
HeartbeatTimeout: 300
DefaultResult: "CONTINUE"
NotificationMetadata: "optional metadata"

インスタンス起動のライフサイクルフック
次の例では、インスタンス起動時のカスタムアクションをサポートするライフサイクルフックを指定しま
す。ライフサイクルフックは、同じスニペットから作成された新しい Auto Scaling グループに追加されま
す。
このサンプルソリューションでは、NotificationTargetARN プロパティと RoleARN プロパティを使
用して、ライフサイクルアクションが発生したときに通知を受信するために使用する Amazon SQS キュー
と IAM ロールを指定します。このスニペットには、設定を完了するために存在する必要がある、または
作成する必要がある Amazon SQS キューおよび IAM ロールリソースは含まれません。これらのリソース
の作成の詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドのライフサイクルフックの通知ター
ゲットの設定を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Parameters":{
"Subnets":{
"Type":"CommaDelimitedList"
}
},
"Resources":{
"myASG":{
"Type":"AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties":{
"DesiredCapacity":"2",
"MaxSize":"3",
"MinSize":"1",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": {
"Ref":"myLaunchTemplate"
},
"Version":{
"Ref":"myLaunchTemplateVersionNumber"
}
},
"VPCZoneIdentifier":{
"Ref":"Subnets"
},
"LifecycleHookSpecificationList":[
{
"LifecycleTransition":"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
"LifecycleHookName":"myLaunchLifecycleHook",
"HeartbeatTimeout":4800,
"NotificationTargetARN":{
"Fn::GetAtt":[
"SQS",
"Arn"
]
},
"RoleArn":{
"Fn::Join":[
":",
[
"arn:aws:iam:",
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{

}

}

}

}

]

]

"Ref":"AWS::AccountId"
},
"role/role-name"

]
}
},
"SQS":{
"Type":"AWS::SQS::Queue"
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
Subnets:
Type: CommaDelimitedList
AZs:
Type: CommaDelimitedList
Resources:
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
DesiredCapacity: '2'
MaxSize: '3'
MinSize: '1'
LaunchTemplate:
LaunchTemplateId: !Ref myLaunchTemplate
Version: !Ref myLaunchTemplateVersionNumber
VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets
LifecycleHookSpecificationList:
- LifecycleTransition: "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING"
LifecycleHookName: "myLaunchLifecycleHook"
HeartbeatTimeout: 4800
NotificationTargetARN: !GetAtt SQS.Arn
RoleARN: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iam:'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- role/role-name
SQS:
Type: AWS::SQS::Queue

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy は、Auto Scaling グループがアプリケーションで使用できるイ
ンスタンスの数をスケーリングできるように、Amazon EC2 Auto Scaling スケーリングポリシーを指定し
ます。
スケーリングポリシーを使用して Auto Scaling グループを自動的にスケーリングする方法の詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「動的なスケーリング」および「予測スケーリング」を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties" : {
"AdjustmentType" : String,
"AutoScalingGroupName" : String,
"Cooldown" : String,
"EstimatedInstanceWarmup" : Integer,
"MetricAggregationType" : String,
"MinAdjustmentMagnitude" : Integer,
"PolicyType" : String,
"PredictiveScalingConfiguration" : PredictiveScalingConfiguration (p. 2802),
"ScalingAdjustment" : Integer,
"StepAdjustments" : [ StepAdjustment (p. 2809), ... ],
"TargetTrackingConfiguration" : TargetTrackingConfiguration (p. 2810)
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AdjustmentType: String
AutoScalingGroupName: String
Cooldown: String
EstimatedInstanceWarmup: Integer
MetricAggregationType: String
MinAdjustmentMagnitude: Integer
PolicyType: String
PredictiveScalingConfiguration:
PredictiveScalingConfiguration (p. 2802)
ScalingAdjustment: Integer
StepAdjustments:
- StepAdjustment (p. 2809)
TargetTrackingConfiguration:
TargetTrackingConfiguration (p. 2810)

プロパティ
AdjustmentType
スケーリング調整の解釈方法を指定します。有効な値は
ChangeInCapacity、ExactCapacity、PercentChangeInCapacity です。
ポリシーの種類が StepScaling または SimpleScaling の場合は必須です。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリング調整タイプ」を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AutoScalingGroupName
Auto Scaling グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Cooldown
ポリシーのクールダウン期間 (秒単位)。ここでクールダウン期間を指定すると、Auto Scaling グルー
プに定義されたデフォルトのクールダウン期間が上書きされます。
ポリシータイプが SimpleScaling である場合にのみ有効です。詳細については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングクールダウン」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EstimatedInstanceWarmup
新たに起動されたインスタンスが CloudWatch メトリクスに反映されるまでの予測時間 (秒)。指定し
ない場合、デフォルトでは Auto Scaling グループのデフォルトのクールダウン期間の値が使用されま
す。
ポリシータイプが TargetTrackingScaling または StepScaling である場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MetricAggregationType
CloudWatch メトリクスの集計タイプ。有効な値は Minimum、Maximum、および Average です。集
計タイプが null である場合、値は Average として扱われます。
ポリシータイプが StepScaling である場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinAdjustmentMagnitude
調整タイプが PercentChangeInCapacity の場合にスケールする最小値です。例え
ば、Auto Scaling グループを 25% スケールアウトするステップスケーリングポリシーを作
成し、MinAdjustmentMagnitude に 2 を指定したとします。グループに 4 つのインス
タンスがあり、スケーリングポリシーが実行されると、4 の 25% で 1 になります。ただ
し、MinAdjustmentMagnitude に 2 を指定したため、Amazon EC2 Auto Scaling は 2 つのインス
タンスでグループをスケールアウトします。
ポリシータイプが StepScaling または SimpleScaling である場合にのみ有効です。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリング調整タイプ」を参照してください。

Note
Auto Scaling グループの中には、インスタンスの重みを使用するものがあります。この場
合、MinAdjustmentMagnitude を少なくとも最大インスタンスの重みと同じ大きさの値に
設定します。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PolicyType
次のポリシータイプのいずれか。
• TargetTrackingScaling
• StepScaling
• SimpleScaling (デフォルト)
• PredictiveScaling
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ターゲット追跡スケーリングポリ
シー」および「ステップスケーリングポリシーおよび簡易スケーリングポリシー」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
PredictiveScalingConfiguration
予測スケーリングポリシー定義済みのメトリクスのみのサポートが含まれます。
必須: 条件付き
タイプ: PredictiveScalingConfiguration (p. 2802)
Update requires: No interruption
ScalingAdjustment
指定された調整タイプに基づいてスケールする量。正の値の場合、現在のキャパシティーに追加さ
れ、負の値の場合、現在のキャパシティーから削除されます。正確な容量については、正の値を指定
してください。
ポリシーの種類が SimpleScaling である場合は必須です。(他のポリシータイプでは使用されませ
ん。)
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StepAdjustments
超過アラームのサイズに基づいてスケールできるようになる調整セット。
ポリシーの種類が StepScaling である場合は必須です。(他のポリシータイプでは使用されませ
ん。)
必須: 条件付き
タイプ: StepAdjustment (p. 2809) のリスト
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Update requires: No interruption
TargetTrackingConfiguration
ターゲット追跡スケーリングポリシー。定義済みまたはカスタマイズされたメトリクスのサポートが
含まれます。
以下の事前定義されたメトリクスを使用できます。
• ASGAverageCPUUtilization
• ASGAverageNetworkIn
• ASGAverageNetworkOut
• ALBRequestCountPerTarget
メトリクスに ALBRequestCountPerTarget を指定する場合
は、PredefinedMetricSpecification を使用して ResourceLabel プロパティを指定する必要
があります。
必須: 条件付き
タイプ: TargetTrackingConfiguration (p. 2810)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy 関数の引数として Refタイプを指定した場
合、CloudFormation からポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) が返されます。例:
arn:aws:autoscaling:us-east-2:123456789012:scalingPolicy:ab12c4d5-a1b2a1b2-a1b2-ab12c4d56789:autoScalingGroupName/myStack-AutoScalingGroupAB12C4D5E6:policyName/myStack-myScalingPolicy-AB12C4D5E6。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
以下の例では、Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを指定します。
その他のテンプレートスニペットについては、「Auto Scaling テンプレートスニペット」を参照してくだ
さい。

予測スケーリングポリシー
次のテンプレートスニペットは、ターゲット使用率が 70 の CPU 使用率メトリクスを使用する予測スケー
リングポリシー設定を示しています。ForecastOnly モードが指定されているため、Amazon EC2 Auto
Scaling は 2 日先のトラフィック予測を含む予測を生成しますが、グループをアクティブにスケーリング
しません。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"myPredictiveScalingPolicy":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
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}

}

}

}

},
"PolicyType":"PredictiveScalingConfiguration",
"PredictiveScalingConfiguration":{
"MetricSpecifications":[
{
"TargetValue":70,
"PredefinedMetricPairSpecification":{
"PredefinedMetricType":"ASGCPUUtilization"
}
}
],
"Mode":"ForecastOnly"
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myPredictiveScalingPolicy:
Type: 'AWS::AutoScaling::ScalingPolicy'
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
PolicyType: PredictiveScalingConfiguration
PredictiveScalingConfiguration:
MetricSpecifications:
- TargetValue: 70
PredefinedMetricPairSpecification:
PredefinedMetricType: ASGCPUUtilization
Mode: ForecastOnly

ターゲット追跡スケーリングポリシー
次の例では、ASGAverageCPUUtilization および ALBRequestCountPerTarget メトリクスに基づ
いて 2 つのターゲット追跡スケーリングポリシーを持つ Auto Scaling グループを作成します。これらの各
ポリシーのプロパティには、同じテンプレートの パラメータ 値を参照する TargetValue プロパティが
含まれています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Parameters":{
"AMI":{
"Type":"String"
},
"Subnets":{
"Type":"CommaDelimitedList"
},
"VPC":{
"Type":"String"
},
"CPUPolicyTargetValue":{
"Type":"String"
},
"ALBRequestCountTargetValue":{
"Type":"String"
}
},
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"Resources":{
"myLoadBalancer":{
"Type":"AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties":{
"Subnets":{
"Ref":"Subnets"
}
}
},
"myLoadBalancerListener":{
"Type":"AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties":{
"DefaultActions":[
{
"TargetGroupArn":{
"Ref":"myTargetGroup"
},
"Type":"forward"
}
],
"LoadBalancerArn":{
"Ref":"myLoadBalancer"
},
"Port":80,
"Protocol":"HTTP"
}
},
"myTargetGroup":{
"Type":"AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties":{
"Name":"myTargetGroup",
"Port":80,
"Protocol":"HTTP",
"VpcId":{
"Ref":"VPC"
}
}
},
"myLaunchConfig":{
"Type":"AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties":{
"ImageId":{
"Ref":"AMI"
},
"InstanceType":"t2.large"
}
},
"myASG":{
"Type":"AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties":{
"MaxSize":"2",
"MinSize":"1",
"VPCZoneIdentifier":{
"Ref":"Subnets"
},
"LaunchConfigurationName":{
"Ref":"myLaunchConfig"
},
"TargetGroupARNs":[
{
"Ref":"myTargetGroup"
}
]
}
},
"myCPUPolicy":{
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}

}

"Type":"AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"PolicyType":"TargetTrackingScaling",
"TargetTrackingConfiguration":{
"PredefinedMetricSpecification":{
"PredefinedMetricType":"ASGAverageCPUUtilization"
},
"TargetValue":{
"Ref":"CPUPolicyTargetValue"
}
}
}
},
"myALBRequestCountPolicy":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"PolicyType":"TargetTrackingScaling",
"TargetTrackingConfiguration":{
"PredefinedMetricSpecification":{
"PredefinedMetricType":"ALBRequestCountPerTarget",
"ResourceLabel":{
"Fn::Join":[
"/",
[
{
"Fn::GetAtt":[
"myLoadBalancer",
"LoadBalancerFullName"
]
},
{
"Fn::GetAtt":[
"myTargetGroup",
"TargetGroupFullName"
]
}
]
]
}
},
"TargetValue":{
"Ref":"ALBRequestCountTargetValue"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
AMI:
Type: String
Subnets:
Type: CommaDelimitedList
VPC:
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Type: String
CPUPolicyTargetValue:
Type: String
ALBRequestCountTargetValue:
Type: String
Resources:
myLoadBalancer:
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Properties:
Subnets: !Ref Subnets
myLoadBalancerListener:
Type: "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
Properties:
DefaultActions:
- TargetGroupArn: !Ref myTargetGroup
Type: forward
LoadBalancerArn: !Ref myLoadBalancer
Port: 80
Protocol: HTTP
myTargetGroup:
Type: "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup"
Properties:
Name: myTargetGroup
Port: 80
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
myLaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: !Ref AMI
InstanceType: t2.large
myASG:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
MaxSize: '2'
MinSize: '1'
VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets
LaunchConfigurationName: !Ref myLaunchConfig
TargetGroupARNs:
- !Ref myTargetGroup
myCPUPolicy:
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
PolicyType: TargetTrackingScaling
TargetTrackingConfiguration:
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ASGAverageCPUUtilization
TargetValue: !Ref CPUPolicyTargetValue
myALBRequestCountPolicy:
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
PolicyType: TargetTrackingScaling
TargetTrackingConfiguration:
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: ALBRequestCountPerTarget
ResourceLabel: !Join
- '/'
- - !GetAtt myLoadBalancer.LoadBalancerFullName
- !GetAtt myTargetGroup.TargetGroupFullName
TargetValue: !Ref ALBRequestCountTargetValue
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ステップスケーリングポリシー
次の例では、StepScaling ポリシータイプと ChangeInCapacity 調整タイプのスケーリングポリシー
を作成します。Auto Scaling グループの CloudWatch メトリクスをモニタリングする、CloudWatch アラー
ムの作成も必要です。CloudWatch アラームは 1 つのスケーリングポリシーにのみ関連付けることができ
ます。
関連付けられたアラームがトリガーされると、ポリシーは次のステップ調整に基づいて Auto Scaling グ
ループの容量を増やします (CloudWatch アラームのしきい値を 70% と想定)。
• メトリクスの値が 70 パーセント以上、85 パーセント未満の場合は容量を 1 増やします。
• メトリクスの値が 85 パーセント以上、95 パーセント未満の場合は容量を 2 増やします。
• メトリクスの値が 95 パーセント以上の場合は容量を 3 増やします。

JSON
{

}

"Resources":{
"ASGScalingPolicyHigh":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"AdjustmentType":"ChangeInCapacity",
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"PolicyType":"StepScaling",
"MetricAggregationType":"Average",
"EstimatedInstanceWarmup":60,
"StepAdjustments":[
{
"MetricIntervalLowerBound":0,
"MetricIntervalUpperBound":15,
"ScalingAdjustment":1
},
{
"MetricIntervalLowerBound":15,
"MetricIntervalUpperBound":25,
"ScalingAdjustment":2
},
{
"MetricIntervalLowerBound":25,
"ScalingAdjustment":3
}
]
}
}
}

YAML
--Resources:
ASGScalingPolicyHigh:
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AdjustmentType: "ChangeInCapacity"
AutoScalingGroupName:
Ref: "myASG"
PolicyType: "StepScaling"
MetricAggregationType: "Average"
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EstimatedInstanceWarmup: 60
StepAdjustments:
- MetricIntervalLowerBound:
MetricIntervalUpperBound:
ScalingAdjustment: 1
- MetricIntervalLowerBound:
MetricIntervalUpperBound:
ScalingAdjustment: 2
- MetricIntervalLowerBound:
ScalingAdjustment: 3

0
15
15
25
25

簡易スケーリングポリシー
次の例では、SimpleScaling ポリシータイプと ChangeInCapacity 調整タイプのスケーリングポリ
シーを作成します。このポリシーは、トリガーされたときに容量を 1 つ増やします。Auto Scaling グルー
プの CloudWatch メトリクスをモニタリングする、CloudWatch アラームの作成も必要です。CloudWatch
アラームは 1 つのスケーリングポリシーにのみ関連付けることができます。

JSON
{

}

"Resources":{
"ASGScalingPolicyHigh":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScalingPolicy",
"Properties":{
"AdjustmentType":"ChangeInCapacity",
"PolicyType":"SimpleScaling",
"Cooldown":"300",
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"ScalingAdjustment":1
}
}
}

YAML
--Resources:
ASGScalingPolicyHigh:
Type: AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
Properties:
AdjustmentType: "ChangeInCapacity"
PolicyType: "SimpleScaling"
Cooldown: "300"
AutoScalingGroupName:
Ref: "myASG"
ScalingAdjustment: 1

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy CustomizedMetricSpecification
Amazon EC2 Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシーのカスタマイズされたメトリクス仕様
情報が含まれます。
カスタマイズされたメトリクス仕様を作成するには:
• CloudWatch から各必須パラメータの値を追加します。既存のメトリクスを使用することも、作成した
新しいメトリクスを使用することもできます。独自のメトリクスを使用するには、最初にメトリクスを
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CloudWatch に発行する必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「カ
スタムメトリクスデータを発行する」を参照してください。
• 容量に比例して変化するメトリクスを選択します。キャパシティーユニット数に反比例してメトリクス
の値を増減する必要があります。つまり、キャパシティーが大きくなるときにはメトリクスの値を小さ
くする必要があります。
CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch の概念を参照してください。
CustomizedMetricSpecification は、AWS::AutoScaling::ScalingPolicy TargetTrackingConfiguration
プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 2800), ... ],
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Statistic" : String,
"Unit" : String

YAML
Dimensions:
- MetricDimension (p. 2800)
MetricName: String
Namespace: String
Statistic: String
Unit: String

プロパティ
Dimensions
メトリクスのディメンション。
条件付き: メトリクスをディメンションとともに発行した場合は、スケーリングポリシーで同じディメ
ンションを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 2800) のリスト
Update requires: No interruption
MetricName
メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Namespace
メトリクスの名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Statistic
メトリクスの統計。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Average | Maximum | Minimum | SampleCount | Sum
Update requires: No interruption
Unit
メトリクスの単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy MetricDimension
MetricDimension は AWS::AutoScaling::ScalingPolicy CustomizedMetricSpecification プロパティタイプ
の Dimensions プロパティの CloudWatch メトリクスの ID の一部である名前と値のペアを指定します。
重複したディメンションを使用することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
ディメンションの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
ディメンションの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredefinedMetricSpecification
Amazon EC2 Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシーの定義済みのメトリクス仕様情報が含
まれています。
PredefinedMetricSpecification は AWS::AutoScaling::ScalingPolicy TargetTrackingConfiguration
プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedMetricType
メトリックスのタイプ。以下の事前定義済みメトリクスを使用できます。
• ASGAverageCPUUtilization - Auto Scaling グループの平均 CPU 使用率。
• ASGAverageNetworkIn - すべてのネットワークインターフェイスで Auto Scaling グループが受信
した平均バイト数。
• ASGAverageNetworkOut - すべてのネットワークインターフェイスで Auto Scaling グループが送
信した平均バイト数。
• ALBRequestCountPerTarget - Application Load Balancer ターゲットグループ内のターゲットご
とに完了したリクエストの数。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: ALBRequestCountPerTarget | ASGAverageCPUUtilization |
ASGAverageNetworkIn | ASGAverageNetworkOut
Update requires: No interruption
ResourceLabel
メトリクスタイプに関連付けられるリソースを識別します。リソースラベルを指定できるのは、メト
リクスのタイプが ALBRequestCountPerTarget で、ターゲットグループが Auto Scaling グループ
にアタッチされている場合に限ります。
形式は app/load-balancer-name/load-balancer-id/targetgroup/target-groupname/target-group-id です。ここで、
• app/load-balancer-name/load-balancer-id はロードバランサー ARN の最後の部分であ
り、
• targetgroup/target-group-name/target-group-id はターゲットグループ ARN の最後の
部分です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1023
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingConfiguration
PredictiveScalingConfiguration は、Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリングポリシーを指
定する AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースのプロパティです。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「PutScalingPolicy」および Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイドの「予測スケーリング」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaxCapacityBreachBehavior" : String,
"MaxCapacityBuffer" : Integer,
"MetricSpecifications" : [ PredictiveScalingMetricSpecification (p. 2804), ... ],
"Mode" : String,
"SchedulingBufferTime" : Integer

YAML
MaxCapacityBreachBehavior: String
MaxCapacityBuffer: Integer
MetricSpecifications:
- PredictiveScalingMetricSpecification (p. 2804)
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Mode: String
SchedulingBufferTime: Integer

プロパティ
MaxCapacityBreachBehavior
予測容量が Auto Scaling グループの最大容量に近づくか、最大容量を超えた場合に適用する動作を定
義します。指定されない場合のデフォルト値は HonorMaxCapacity です。
以下の値を指定できます。
• HonorMaxCapacity - Amazon EC2 Auto Scaling は、最大容量を超える容量をスケールアウトする
ことはできません。最大容量はハード制限として適用されます。
• IncreaseMaxCapacity - Amazon EC2 Auto Scaling は、予測容量が最大容量に近いか超えて
いる場合、最大容量よりも大きい容量をスケールアウトできます。上限は、予測される容量と
MaxCapacityBuffer の値によって決まります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HonorMaxCapacity | IncreaseMaxCapacity
Update requires: No interruption
MaxCapacityBuffer
予測容量が最大容量に近づいたか、それを超えたときに使用するバッファ容量のサイズ。この値は予
測容量に対する割合として指定されます。たとえば、バッファが 10 である (つまりバッファ 10%) 場
合、予測容量は 50、最大容量は 40、有効な最大容量は 55 です。
0 に設定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、容量を最大容量よりも大きくスケールできますが、
予測容量を超えることはできません。
MaxCapacityBreachBehavior プロパティが IncreaseMaxCapacity に設定されている場合は必
須で、それ以外の場合は使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100
Update requires: No interruption
MetricSpecifications
予測スケーリングに使用するメトリクスとターゲット使用率に関する情報を含む配列。

Note
複数の予測スケーリングメトリクス仕様を配列に追加することは、現在サポートされていま
せん。
必須: はい
タイプ: PredictiveScalingMetricSpecification (p. 2804) のリスト
Update requires: No interruption
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Mode
予測スケーリングモード。指定されない場合のデフォルト値は ForecastOnly です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ForecastAndScale | ForecastOnly
Update requires: No interruption
SchedulingBufferTime
インスタンスの起動時間を進めることができる時間 (秒)。例えば、予測では午前 10 時に容量を追加す
ると示されたが、5 分前にインスタンスを事前に起動するよう選択したとします。この場合、インス
タンスは午前 9 時 55 分に起動されます。これにより、リソースをプロビジョニングする時間が与え
られます。EC2 インスタンスの起動に数分かかる場合があります。実際に必要な時間は、インスタン
スのサイズや、完了する起動スクリプトがあるかどうかなど、いくつかの要因によって異なります。
この値は、予測間隔の期間の 3,600 秒 (60 分) 未満である必要があります。指定しない場合、デフォ
ルトは 300 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingMetricSpecification
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingConfiguration プロパティタイプの
MetricSpecifications プロパティのメトリクスの仕様を指定する構造体。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「予測スケーリング」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"PredefinedLoadMetricSpecification" : PredictiveScalingPredefinedLoadMetric (p. 2805),
"PredefinedMetricPairSpecification" : PredictiveScalingPredefinedMetricPair (p. 2807),
"PredefinedScalingMetricSpecification" : PredictiveScalingPredefinedScalingMetric (p. 2808),
"TargetValue" : Double

}

YAML
PredefinedLoadMetricSpecification:
PredictiveScalingPredefinedLoadMetric (p. 2805)
PredefinedMetricPairSpecification:
PredictiveScalingPredefinedMetricPair (p. 2807)
PredefinedScalingMetricSpecification:
PredictiveScalingPredefinedScalingMetric (p. 2808)
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TargetValue: Double

プロパティ
PredefinedLoadMetricSpecification
負荷メトリクスの仕様。
PredefinedMetricPairSpecification を指定する場合は、このプロパティを指定しないでくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: PredictiveScalingPredefinedLoadMetric (p. 2805)
Update requires: No interruption
PredefinedMetricPairSpecification
Amazon EC2 Auto Scaling で使用する適切なスケーリングメトリクスと負荷メトリクスを決定する基
準となるメトリクスのペアの仕様。

Note
予測スケーリングでは、メトリクスのペア、または負荷メトリクスとスケーリングメトリク
スを個別に指定する必要があります。個々のメトリクスの代わりにメトリクスのペアを指定
すると、スケーリングポリシーのメトリクスをより簡単に設定できます。メトリクスのペア
を選択すると、負荷メトリクスとスケーリングメトリクスに使用する正しい合計および平均
の統計情報がポリシーによって自動的に認識されます。
必須: いいえ
タイプ: PredictiveScalingPredefinedMetricPair (p. 2807)
Update requires: No interruption
PredefinedScalingMetricSpecification
スケーリングメトリクスの仕様。
PredefinedMetricPairSpecification を指定する場合は、このプロパティを指定しないでくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: PredictiveScalingPredefinedScalingMetric (p. 2808)
Update requires: No interruption
TargetValue
ターゲット使用率を指定します。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingPredefinedLoadMetric
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingMetricSpecification プロパティタイプの
PredefinedLoadMetricSpecification プロパティの負荷メトリクス情報が含まれています。
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Important
メトリクス仕様にメトリクスペアを使用するポリシーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedMetricType
メトリックスのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALBTargetGroupRequestCount | ASGTotalCPUUtilization |
ASGTotalNetworkIn | ASGTotalNetworkOut
Update requires: No interruption
ResourceLabel
Auto Scaling グループによって処理されるリクエスト数を決定する特定の Application Load Balancer
のターゲットグループを一意に識別するラベル。ターゲットグループが Auto Scaling グループにア
タッチされていない限り、リソースラベルを指定することはできません。
リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN の
最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。リソースラベルの形式は次のとお
りです。
app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff。
各パラメータの意味は次のとおりです。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingPredefinedMetricPair
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingMetricSpecification プロパティタイプの
PredefinedMetricPairSpecification プロパティのメトリクスペア情報が含まれています。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「予測スケーリング」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedMetricType
使用するメトリクスを示します。メトリクスタイプごとに 2 つの異なるタイプのメトリクスがありま
す。1 つは負荷メトリクスで、もう 1 つはスケーリングメトリクスです。例えば、メトリクスタイプ
が ASGCPUUtilization の場合、Auto Scaling グループの合計 CPU メトリクスが負荷メトリクスと
して使用され、平均 CPU メトリクスがスケーリングメトリクスに使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALBRequestCount | ASGCPUUtilization | ASGNetworkIn |
ASGNetworkOut
Update requires: No interruption
ResourceLabel
Auto Scaling グループによって処理される合計リクエスト数と平均リクエスト数を決定する、特定の
Application Load Balancer のターゲットグループを一意に識別するラベル。ターゲットグループが
Auto Scaling グループにアタッチされていない限り、リソースラベルを指定することはできません。
リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN の
最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。リソースラベルの形式は次のとお
りです。
app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff。
各パラメータの意味は次のとおりです。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
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• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingPredefinedScalingMetric
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy PredictiveScalingMetricSpecification プロパティタイプの
PredefinedScalingMetricSpecification プロパティのスケーリングメトリクス情報が含まれてい
ます。

Important
メトリクス仕様にメトリクスペアを使用するポリシーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PredefinedMetricType" : String,
"ResourceLabel" : String

YAML
PredefinedMetricType: String
ResourceLabel: String

プロパティ
PredefinedMetricType
メトリックスのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALBRequestCountPerTarget | ASGAverageCPUUtilization |
ASGAverageNetworkIn | ASGAverageNetworkOut
Update requires: No interruption
ResourceLabel
Auto Scaling グループによって処理される平均リクエスト数を決定する特定の Application Load
Balancer のターゲットグループを一意に識別するラベル。ターゲットグループが Auto Scaling グルー
プにアタッチされていない限り、リソースラベルを指定することはできません。
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リソースラベルを作成するには、ロードバランサー ARN の最後の部分とターゲットグループ ARN の
最後の部分をスラッシュ (/) で区切った 1 つの値として追加します。リソースラベルの形式は次のとお
りです。
app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff。
各パラメータの意味は次のとおりです。
• app/<load-balancer-name>/<load-balancer-id> は、ロードバランサー ARN の最後の部分です。
• targetgroup/<target-group-name>/<target-group-id> はターゲットグループ ARN の最後の部分で
す。
Application Load Balancer の ARN を確認するには、DescribeLoadBalancers API オペレーションを使
用します。ターゲットグループの ARN を確認するには、DescribeTargetGroups API オペレーション
を使用します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy StepAdjustment
StepAdjustment は AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースの StepAdjustments プロパティのス
テップ調整を指定します。
以下の例では、アラームの違反しきい値が 50 に設定されているとします。
• メトリクスが 50 以上 60 未満である場合にステップ調整をトリガーするには、下限値 0 と上限値 10 を
指定します。
• メトリクスが 40 より大きく 50 以下である場合にステップ調整をトリガーするには、下限値 -10 と上限
値 0 を指定します。
ステップポリシーのステップ調整値には、いくつかのルールがあります。
• ステップ調整値の範囲に重複や間隔があってはなりません。
• 最大 1 つのステップ調整値の下限を null にすることができます。下限が負のステップ調整値がある場合
は、下限が null のステップ調整値が必要です。
• 最大 1 つのステップ調整値の上限を null にすることができます。上限が正のステップ調整値がある場合
は、上限が null のステップ調整値が必要です。
• 同じステップ調整値で上限と下限を null にすることはできません。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ステップ調整値」を参照してください。
サンプルのテンプレートスニペットは、AWS::AutoScaling::ScalingPolicy ドキュメントの「例」
セクションにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"MetricIntervalLowerBound" : Double,
"MetricIntervalUpperBound" : Double,
"ScalingAdjustment" : Integer

YAML
MetricIntervalLowerBound: Double
MetricIntervalUpperBound: Double
ScalingAdjustment: Integer

プロパティ
MetricIntervalLowerBound
アラームしきい値と CloudWatch メトリクスの差分の下限。メトリック値が違反しきい値を超える場
合、下限値自体が含まれます (メトリクスはしきい値と下限値を加算した値以上になる必要がありま
す)。それ以外の場合、下限値自体は含まれません (メトリクスはしきい値と下限値を加算した値より
大きくなる必要があります)。null 値は、負の無限大を示します。
必須: 条件付き
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MetricIntervalUpperBound
アラームしきい値と CloudWatch メトリクスの差分の上限。メトリック値が違反しきい値を超える場
合、上限値自体は含まれません (メトリクスはしきい値と上限値を加算した値未満になる必要がありま
す)。それ以外の場合、上限値自体が含まれます (メトリクスはしきい値と上限値を加算した値以下に
なる必要があります)。null 値は正の無限を示します。
必須: 条件付き
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ScalingAdjustment
スケーリング対象量。調整は、AdjustmentType プロパティで指定した値 (絶対数またはパーセン
テージ) に基づきます。正の値の場合、現在のキャパシティーに追加され、負の値の場合、現在のキャ
パシティーから削除されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScalingPolicy TargetTrackingConfiguration
TargetTrackingConfiguration は、Amazon EC2 Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリ
シー設定を指定する AWS::AutoScaling::ScalingPolicy リソースのプロパティです。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「PutScalingPolicy」を参照してくださ
い。スケーリングポリシーの詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「動的なス
ケーリング」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomizedMetricSpecification" : CustomizedMetricSpecification (p. 2798),
"DisableScaleIn" : Boolean,
"PredefinedMetricSpecification" : PredefinedMetricSpecification (p. 2801),
"TargetValue" : Double

YAML
CustomizedMetricSpecification:
CustomizedMetricSpecification (p. 2798)
DisableScaleIn: Boolean
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricSpecification (p. 2801)
TargetValue: Double

プロパティ
CustomizedMetricSpecification
カスタマイズされたメトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを
指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: CustomizedMetricSpecification (p. 2798)
Update requires: No interruption
DisableScaleIn
ターゲット追跡スケーリングポリシーによるスケールインが無効になっているかどうかを示します。
スケールインが無効になっている場合、ターゲット追跡スケーリングポリシーは、Auto Scaling グ
ループからインスタンスを削除しません。それ以外の場合は、ターゲット追跡スケーリングポリシー
が、Auto Scaling グループからインスタンスを削除できます。デフォルト: false。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PredefinedMetricSpecification
事前定義メトリクス。事前定義されたメトリクスまたはカスタマイズされたメトリクスを指定する必
要があります。
必須: 条件付き
タイプ: PredefinedMetricSpecification (p. 2801)
Update requires: No interruption
TargetValue
メトリクスのターゲット値。
API バージョン 2010-05-15
2811

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling

必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::AutoScaling::ScheduledAction
AWS::AutoScaling::ScheduledAction リソースは、予測可能な負荷の変化に応じて、Auto Scaling
グループがアプリケーションで使用できるインスタンスの数を変更できるように、Amazon EC2 Auto
Scaling のスケジュールされたアクションを指定します。
Auto Scaling グループやスケジュールされたアクションのスタックを更新する場合、予定されたアクショ
ンが実行中であっても、CloudFormation は常にグループの最小サイズ、最大サイズ、希望する容量の各プ
ロパティを、テンプレートの AWS::AutoScaling::AutoScalingGroupセクションで定義された値に
設定します。ただし、スケジュールされたアクションが有効になっている場合、CloudFormation にそれを
行わせたくない場合があります。UpdatePolicy 属性を使用すると、テンプレートの個々の値を変更しない
限り、スタック更新中に CloudFormation が最小サイズ、最大サイズ、希望容量の各プロパティの値を変
更しないように設定できます。ローリング更新を有効にしている場合、Auto Scaling グループを更新する
前に、Auto Scaling グループの UpdatePolicy 属性を指定して、スケジュールされたアクションを一時停止
する必要があります。ローリング更新のサンプル更新ポリシーは、オートスケーリングテンプレートスニ
ペットにあります。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケジュールに基づくスケーリング」お
よび「スケーリングプロセスの中断と再開」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::ScheduledAction",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupName" : String,
"DesiredCapacity" : Integer,
"EndTime" : String,
"MaxSize" : Integer,
"MinSize" : Integer,
"Recurrence" : String,
"StartTime" : String,
"TimeZone" : String
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::ScheduledAction
Properties:
AutoScalingGroupName: String
DesiredCapacity: Integer
EndTime: String
MaxSize: Integer
MinSize: Integer
Recurrence: String
StartTime: String
TimeZone: String
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プロパティ
AutoScalingGroupName
Auto Scaling グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
DesiredCapacity
希望する容量は、スケジュールされたアクションが実行された後の Auto Scaling グループの初期容量
と、維持しようとする容量です。スケーリング条件を追加すると、この容量を超えて拡張できます。
MaxSize、MinSize、および DesiredCapacity のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必
要です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EndTime
定期的なスケジュールが終了する日時 (UTC)。たとえば、"2021-06-01T00:00:00Z" と指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxSize
Auto Scaling グループの最大サイズ。
MaxSize、MinSize、および DesiredCapacity のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必
要です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinSize
Auto Scaling グループの最小サイズ。
MaxSize、MinSize、および DesiredCapacity のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必
要です。
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必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Recurrence
このアクションの定期的なスケジュール。この形式は、スペースで区切られた 5 つのフィールド ([分]
[時間] [日] [月] [曜日]) で構成されます。この形式の詳細については、「Crontab」を参照してくださ
い。
StartTime と EndTime を Recurrence で指定すると、繰り返し実行されるアクションが開始およ
び停止するタイミングの境界を形成します。
cron 式は、デフォルトで世界協定時刻 (UTC) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StartTime
このアクションの開始日時。YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 形式で、UTC/GMT でのみ使用できます。た
とえば、"2021-06-01T00:00:00Z" と指定します。
Recurrence と StartTime を指定した場合、Amazon EC2 Auto Scaling はこの時点でアクションを
実行し、指定された繰り返しに基づいてアクションを実行します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeZone
cron 式のタイムゾーンを指定します。タイムゾーンが指定されていない場合、デフォルトで UTC が
使用されます。
有効な値は、IANA Time Zone Database (Etc/GMT+9 または Pacific/Tahiti など) から
派生した IANA タイムゾーンの標準名です。詳細については、https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_tz_database_time_zones を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。例:
mystack-myscheduledaction-NT5EUXTNTXXD。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
次の例では、Auto Scaling グループのスケーリングアクションをスケジュールします。

定期的なスケジュールで実行されるスケジュールされたアクション
以下のテンプレートには、Auto Scaling グループのインスタンスの数をスケーリングする 2 個の予
定されたアクションが含まれています。ScheduledActionOut アクションは毎日午前 7 時に開
始し、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンス数を最小 5 個、最大 10 個に設定しま
す。ScheduledActionIn アクションは毎日午後 7 時に開始し、Auto Scaling グループの Amazon EC2
インスタンス数を最小、最大ともに 1 個に設定します。タイムゾーンが指定されていません。その結果、
これらのスケジュールされたアクションは UTC 時間で繰り返されます。

JSON
{

}

"Resources":{
"ScheduledActionOut":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScheduledAction",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"MaxSize":"10",
"MinSize":"5",
"Recurrence":"0 7 * * *"
}
},
"ScheduledActionIn":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScheduledAction",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"MaxSize":"1",
"MinSize":"1",
"Recurrence":"0 19 * * *"
}
}
}

YAML
--Resources:
ScheduledActionOut:
Type: AWS::AutoScaling::ScheduledAction
Properties:
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AutoScalingGroupName: !Ref myASG
MaxSize: 10
MinSize: 5
Recurrence: "0 7 * * *"
ScheduledActionIn:
Type: AWS::AutoScaling::ScheduledAction
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
MaxSize: 1
MinSize: 1
Recurrence: "0 19 * * *"

1 回だけ実行されるスケジュールされたスケーリングアクション
次のテンプレートスニペットには、1 回限りのスケジュールされたアクションが含まれていま
す。StartTime のために指定された日時 (2021 年 3 月 31 日午後 4 時 (UTC)) に、グループに現在複数の
インスタンスがある場合は、1 つのインスタンスにスケールインします。グループに現在インスタンスが
ない場合は、1 つのインスタンスにスケールアウトします。

JSON
{

}

"Resources":{
"OneTimeScheduledAction":{
"Type":"AWS::AutoScaling::ScheduledAction",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"DesiredCapacity":"1",
"StartTime":"2021-03-31T16:00:00Z"
}
}
}

YAML
--Resources:
OneTimeScheduledAction:
Type: 'AWS::AutoScaling::ScheduledAction'
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
DesiredCapacity: '1'
StartTime: '2021-03-31T16:00:00Z'

AWS::AutoScaling::WarmPool
AWS::AutoScaling::WarmPool リソースは、Auto Scaling グループの横にある、初期化済みの EC2
インスタンスのプールを作成します。アプリケーションをスケールアウトする必要があるときはいつで
も、Auto Scaling グループはウォームプールに描画して、新しい希望する容量を満たすことができます。
ウォームプールを作成するときに、最小サイズを定義できます。Auto Scaling グループがスケールアウト
し、ウォームプールのサイズが縮小すると、Amazon EC2 Auto Scaling はウォームプールに新しいインス
タンスを起動し、最小サイズを維持します。
詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto Scaling のウォーム
プール」を参照してください。
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Note
CloudFormation は、Auto Scaling グループの UpdatePolicy 属性をサポートしています。更新
中、UpdatePolicy が AutoScalingRollingUpdate に設定されている場合、CloudFormation
は InService インスタンスのみを置き換えます。ウォームプール内のインスタンスは置き換え
られません。置き換えられるインスタンスの違いにより、スタックの更新の完了後に異なるイン
スタンス設定になる可能性があります。UpdatePolicy が AutoScalingReplacingUpdate に
設定されている場合、CloudFormation が Auto Scaling グループとウォームプールの両方を置き換
えるため、この問題は発生しません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AutoScaling::WarmPool",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupName" : String,
"MaxGroupPreparedCapacity" : Integer,
"MinSize" : Integer,
"PoolState" : String
}

YAML
Type: AWS::AutoScaling::WarmPool
Properties:
AutoScalingGroupName: String
MaxGroupPreparedCapacity: Integer
MinSize: Integer
PoolState: String

プロパティ
AutoScalingGroupName
Auto Scaling グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
MaxGroupPreparedCapacity
ウォームプール、または Auto Scaling グループ用の Terminated を除く任意の状態であることが許
可されるインスタンスの最大数を指定します。 これはオプションのプロパティです。グループの最大
容量と希望する容量の差によってウォームプールサイズを決定しない場合にのみ指定します。
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Important
MaxGroupPreparedCapacity の値を指定しない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は起動
し、グループの最大容量と希望する容量の差を維持します。MaxGroupPreparedCapacity
の値を指定した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は代わりに MaxGroupPreparedCapacity
と希望する容量の差を使用します。
ウォームプールのサイズは動的です。MaxGroupPreparedCapacity とMinSize が同じ値
に設定されている場合のみ、ウォームプールの絶対サイズになります。
Auto Scaling グループの希望する容量が MaxGroupPreparedCapacity よりも大きい場
合 、MinSize の値を指定しない限り、ウォームプールの容量は 0 になります。以前設定した値を削
除するには、プロパティを含め、値にはを -1を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: -1
Update requires: No interruption
MinSize
ウォームプールに維持するインスタンスの最小数を指定します。これにより、トラフィックスパイク
を処理するために、ウォーム処理されたインスタンスが常に一定数存在することを保証できます。未
指定の場合のデフォルト値は 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
PoolState
ライフサイクルアクションの完了後に移行するインスタンスの状態を設定します。デフォルトは
Stopped です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Running | Stopped
Update requires: No interruption

解説
完了していないライフサイクルフックがある場合、CloudFormation はウォームプールを成功としてマー
ク (ステータスを CREATE_COMPLETE に設定することによって) しません。インスタンスの状態が
Warmed:Pending:Wait の場合、ライフサイクルフックは完了とは見なされません。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「ウォームプールインスタンスのライフサイクル」およ
び「Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフック」を参照してください。

例
次の例では、Auto Scaling グループのウォームプールを定義します。
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ウォームプールを持つ CloudFormation スタックテンプレートの例については、GitHub リポジトリを参照
してください。

ウォームプールを持つ Auto Scaling グループ
次のテンプレートスニペットは、MinSize および PoolState プロパティの値を指定する Auto Scaling グ
ループの AWS::AutoScaling::WarmPool リソースを示しています。

JSON
{

}

"Resources":{
"myWarmPool":{
"Type":"AWS::AutoScaling::WarmPool",
"Properties":{
"AutoScalingGroupName":{
"Ref":"myASG"
},
"MinSize":30,
"PoolState":"Stopped"
}
}
}

YAML
--Resources:
myWarmPool:
Type: AWS::AutoScaling::WarmPool
Properties:
AutoScalingGroupName: !Ref myASG
MinSize: 30
PoolState: Stopped

以下の資料も参照してください。
• AWSコンピュートブログの EC2 Auto Scaling ウォームプールを使用してアプリケーションをより速く
スケーリングする

Amazon ECR リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ECR::PublicRepository (p. 2819)
• AWS::ECR::RegistryPolicy (p. 2822)
• AWS::ECR::ReplicationConfiguration (p. 2824)
• AWS::ECR::Repository (p. 2828)

AWS::ECR::PublicRepository
AWS::ECR::PublicRepository リソースは、Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR
Public) リポジトリを指定します。ユーザーは、このリポジトリで Docker イメージ、Open Container
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Initiative (OCI) イメージ、OCI 互換アーティファクトをプッシュおよびプルできます。詳細について
は、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「Amazon ECR Public リポジトリ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECR::PublicRepository",
"Properties" : {
"RepositoryCatalogData" : Json,
"RepositoryName" : String,
"RepositoryPolicyText" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ECR::PublicRepository
Properties:
RepositoryCatalogData: Json
RepositoryName: String
RepositoryPolicyText: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
RepositoryCatalogData
Amazon ECR Public Gallery で公開されているリポジトリの詳細。詳細については、Amazon ECR
Public ユーザーガイドの「Amazon ECR Public リポジトリカタログデータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RepositoryName
パブリックリポジトリに使用する名前。リポジトリ名はそれ自体 (nginx-web-app など) で指定する
ことも、リポジトリをカテゴリ (project-a/nginx-web-app) にグループ化するための名前空間を
先頭に付けることもできます。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成
し、その ID をリポジトリ名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してくださ
い。

Note
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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RepositoryPolicyText
リポジトリに適用する JSON リポジトリポリシーテキスト。詳細については、Amazon ECR Public
ユーザーガイドの「Amazon ECR Public リポジトリポリシー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース名 (testrepository など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::ECR::PublicRepository リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返しま
す。たとえば、arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/test-repository と指
定します。

例
パブリックリポジトリの指定
次の例では、test-repository という名前のパブリックリポジトリを指定します。リポジトリカタログ
データは、Amazon ECR Public Gallery に公開されます。

JSON
"MyPublicRepository": {
"Type": "AWS::ECR::PublicRepository",
"Properties": {
"RepositoryName" : "test-repository",
"RepositoryCatalogData" : {
"UsageText": "This is a sample usage text.",
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}

}

}

"AboutText": "This is a sample about text.",
"OperatingSystems": [
"Linux",
"Windows"
],
"Architectures": [
"x86",
"ARM"
],
"RepositoryDescription": "This is a sample repository description."

YAML
Resources:
MyPublicRepositry:
Type: AWS::ECR::PublicRepository
Properties:
RepositoryName: "test-repository"
RepositoryCatalogData:
UsageText: "This is a sample usage text."
AboutText: "This is a sample about text."
OperatingSystems:
- "Linux"
- "Windows"
Architectures:
- "x86"
- "ARM"
RepositoryDescription: "This is a sample repository description."

AWS::ECR::RegistryPolicy
AWS::ECR::RegistryPolicy リソースは、プライベートレジストリのアクセス許可ポリシーを作成ま
たは更新します。
プライベートレジストリポリシーは、別の AWS account の許可を指定するために使用され、クロスアカウ
ントレプリケーションを設定するときに使用します。詳細については、Amazon Elastic Container Registry
ユーザーガイドの「レジストリのアクセス許可」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECR::RegistryPolicy",
"Properties" : {
"PolicyText" : Json
}

YAML
Type: AWS::ECR::RegistryPolicy
Properties:
PolicyText: Json
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プロパティ
PolicyText
レジストリの JSON ポリシーテキスト。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
RegistryId
ポリシーが関連付けられているプライベートレジストリのアカウント ID。

例
プライベートレジストリのレジストリポリシーの指定
次の例では、us-west-2 にリポジトリを作成し、その内容をプライベートレジストリにレプリケートす
るアクセス許可をアカウント 210987654321 に付与するプライベートレジストリポリシーを指定しま
す。

JSON
"TestRegistryPolicy": {
"Type": "AWS::ECR::RegistryPolicy",
"Properties": {
"PolicyText": {
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ReplicationAccessCrossAccount",
"Effect":"Allow",
"Principal":{
"AWS":"arn:aws:iam::210987654321:root"
},
"Action":[
"ecr:CreateRepository",
"ecr:ReplicateImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/*"
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
TestRegistryPolicy:
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Type: 'AWS::ECR::RegistryPolicy'
Properties:
PolicyText:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: UpdatedRegistryPolicy
Effect: Allow
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::210987654321:root'
Action:
- 'ecr:CreateRepository'
- 'ecr:ReplicateImage'
Resource: 'arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/*'

AWS::ECR::ReplicationConfiguration
AWS::ECR::ReplicationConfiguration リソースは、プライベートレジストリのレプリケーション
設定を作成または更新します。レプリケーション設定をプライベートレジストリに初めて適用すると、レ
プリケーションプロセスのためにサービスリンクされた IAM ロールがアカウントに作成されます。詳細に
ついては、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの「Amazon ECR のサービスリンクされた
ロールの使用」を参照してください。

Note
クロスアカウントレプリケーションを設定する場合、レプリケート先アカウントは、レプリケー
ト元アカウントにレプリケートするアクセス許可を付与する必要があります。このアクセス許
可は、プライベートレジストリのアクセス許可ポリシーを使用して制御されます。詳細について
は、「AWS::ECR::RegistryPolicy」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECR::ReplicationConfiguration",
"Properties" : {
"ReplicationConfiguration" : ReplicationConfiguration (p. 2826)
}

YAML
Type: AWS::ECR::ReplicationConfiguration
Properties:
ReplicationConfiguration:
ReplicationConfiguration (p. 2826)

プロパティ
ReplicationConfiguration
レジストリのレプリケーション設定。
必須: はい
タイプ: ReplicationConfiguration (p. 2826)
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Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
RegistryId
レプリケート先レジストリのアカウント ID。

例
プライベートレジストリのレプリケーション設定の指定
次の例では、プライベートレジストリのソースリージョンのレプリケーション設定を指定して、同じアカ
ウント内の us-east-2 および us-west-1 リージョンにコンテンツをレプリケートします。

JSON
"TestReplicationConfiguration": {
"Type": "AWS::ECR::ReplicationConfiguration",
"Properties": {
"ReplicationConfiguration": {
"Rules": [
{
"Destinations": [
{
"Region": "us-east-2",
"RegistryId": "123456789012"
},
{
"Region": "us-west-1",
"RegistryId": "123456789012"
}
]
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
MyReplicationConfig:
Type: AWS::ECR::ReplicationConfiguration
Properties:
ReplicationConfiguration:
Rules:
Destinations:
Region: "us-east-2"
RegistryId: "123456789012"
Region: "us-west-1"
RegistryId: "123456789012"
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AWS::ECR::ReplicationConfiguration ReplicationConfiguration
レジストリのレプリケーション設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ ReplicationRule (p. 2827), ... ]

YAML
Rules:
- ReplicationRule (p. 2827)

プロパティ
Rules
レプリケーション設定のレプリケーションルールを表すオブジェクトの配列。レプリケーション設定
に含めることができるレプリケーションルールは 1 つだけですが、ルールには 1 つ以上のレプリケー
ト先を含めることができます。
必須: はい
タイプ: ReplicationRule (p. 2827) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::ECR::ReplicationConfiguration ReplicationDestination
レプリケート先の詳細を表すオブジェクトの配列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Region" : String,
"RegistryId" : String

YAML
Region: String
RegistryId: String
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プロパティ
Region
レプリケート先のリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 25
パターン: [0-9a-z-]{2,25}
Update requires: No interruption
RegistryId
レプリケート先レジストリのアカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [0-9]{12}
Update requires: No interruption

AWS::ECR::ReplicationConfiguration ReplicationRule
レプリケーション設定のレプリケート先を表すオブジェクトの配列。レプリケーション設定に含めること
ができるレプリケーションルールは 1 つだけですが、ルールには 1 つ以上のレプリケート先を含めること
ができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destinations" : [ ReplicationDestination (p. 2826), ... ]

YAML
Destinations:
- ReplicationDestination (p. 2826)

プロパティ
Destinations
レプリケート先の詳細を表すオブジェクトの配列。
必須: はい
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タイプ: ReplicationDestination (p. 2826) のリスト
最大: 25
Update requires: No interruption

AWS::ECR::Repository
AWS::ECR::Repository リソースは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ
を指定します。ユーザーは、このリポジトリで Docker イメージ、Open Container Initiative (OCI) イメー
ジ、OCI 互換アーティファクトをプッシュおよびプルできます。詳細については、Amazon ECR ユーザー
ガイドの「Amazon ECR プライベートリポジトリ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECR::Repository",
"Properties" : {
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 2833),
"ImageScanningConfiguration" : ImageScanningConfiguration (p. 2834),
"ImageTagMutability" : String,
"LifecyclePolicy" : LifecyclePolicy (p. 2835),
"RepositoryName" : String,
"RepositoryPolicyText" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ECR::Repository
Properties:
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 2833)
ImageScanningConfiguration:
ImageScanningConfiguration (p. 2834)
ImageTagMutability: String
LifecyclePolicy:
LifecyclePolicy (p. 2835)
RepositoryName: String
RepositoryPolicyText: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
EncryptionConfiguration
リポジトリの暗号設定。これにより、リポジトリの内容が保管時に暗号化される方法が決まります。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 2833)
Update requires: Replacement
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ImageScanningConfiguration
リポジトリのイメージスキャン設定。これにより、イメージをリポジトリにプッシュした後で、イ
メージをスキャンして既知の脆弱性を確認するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ImageScanningConfiguration (p. 2834)
Update requires: No interruption
ImageTagMutability
リポジトリのタグの変更可能性に関する設定。このパラメータを省略すると、MUTABLE のデフォル
ト設定が使用されます。デフォルト設定では、イメージタグの上書きが許可されます。IMMUTABLE
を指定すると、リポジトリ内のすべてのイメージタグはイミュータブルとなり、上書きが禁止されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: IMMUTABLE | MUTABLE
Update requires: No interruption
LifecyclePolicy
ライフサイクルポリシーを作成または更新します。ライフサイクルポリシーの構文の詳細について
は、「ライフサイクルポリシーのテンプレート」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LifecyclePolicy (p. 2835)
Update requires: No interruption
RepositoryName
このリポジトリに使用する名前。リポジトリ名はそれ自体 (nginx-web-app など) で指定すること
も、リポジトリをカテゴリ (project-a/nginx-web-app) にグループ化するための名前空間を先頭
に付けることもできます。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、
その ID をリポジトリ名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Note
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 256
パターン: (?:[a-z0-9]+(?:[._-][a-z0-9]+)*/)*[a-z0-9]+(?:[._-][a-z0-9]+)*
Update requires: Replacement
RepositoryPolicyText
リポジトリに適用する JSON リポジトリポリシーテキストです。詳細については、Amazon Elastic
Container Registry ユーザーガイドの Amazon ECR のリポジトリポリシーを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Json
最小: 0
最大: 10240
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース名 (testrepository など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::ECR::Repository リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。たと
えば、arn:aws:ecr:eu-west-1:123456789012:repository/test-repository と指定しま
す。
RepositoryUri
指定された AWS::ECR::Repository リソースの URI を返します。たとえ
ば、123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/repository と指定します。

例
リポジトリの指定
次の例では、test-repository という名前のリポジトリを指定します。このポリシーは、ユーザーの
Bob と Alice がイメージをプッシュ/プルすることを許可します。IAM ユーザーが実際に存在する必要が
あります。存在しない場合、スタックの作成は失敗します。

JSON
"MyRepository": {
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}

"Type": "AWS::ECR::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName" : "test-repository",
"RepositoryPolicyText" : {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowPushPull",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
]
},
"Action": [
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:PutImage",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:CompleteLayerUpload"
]
}
]
}
}

YAML
MyRepository:
Type: AWS::ECR::Repository
Properties:
RepositoryName: "test-repository"
RepositoryPolicyText:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Sid: AllowPushPull
Effect: Allow
Principal:
AWS:
- "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
- "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
Action:
- "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
- "ecr:BatchGetImage"
- "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
- "ecr:PutImage"
- "ecr:InitiateLayerUpload"
- "ecr:UploadLayerPart"
- "ecr:CompleteLayerUpload"

イメージスキャン設定を使用してリポジトリを指定する
次の例では、イメージスキャンを有効にした test-repository というリポジトリを作成します。画像ス
キャンの詳細については、Amazon ECR ユーザーガイドの「イメージスキャン」を参照してください。

JSON
"MyRepository": {
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}

"Type": "AWS::ECR::Repository",
"Properties": {
"RepositoryName" : "test-repository",
"ImageScanningConfiguration" : {
"ScanOnPush": "true"
}
}

YAML
MyRepository:
Type: AWS::ECR::Repository
Properties:
RepositoryName: "test-repository"
ImageScanningConfiguration:
ScanOnPush: "true"

ライフサイクルポリシーを使用してリポジトリを指定する
次の例では、ライフサイクルポリシーを使用してリポジトリを作成します。

JSON
{

"Parameters": {
"lifecyclePolicyText": {
"Type": "String"
},
"repositoryName": {
"Type": "String"
},
"registryId": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyRepository": {
"Type": "AWS::ECR::Repository",
"Properties": {
"LifecyclePolicy": {
"LifecyclePolicyText": {
"Ref": "lifecyclePolicyText"
},
"RegistryId": {
"Ref": "registryId"
}
},
"RepositoryName": {
"Ref": "repositoryName"
}
}
}
},
"Outputs": {
"Arn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MyRepository",
"Arn"
]
}
}
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}

}

YAML
Parameters:
lifecyclePolicyText:
Type: String
repositoryName:
Type: String
registryId:
Type: String
Resources:
MyRepository:
Type: AWS::ECR::Repository
Properties:
LifecyclePolicy:
LifecyclePolicyText: !Ref lifecyclePolicyText
RegistryId: !Ref registryId
RepositoryName: !Ref repositoryName
Outputs:
Arn:
Value: !GetAtt MyRepository.Arn

以下の資料も参照してください。
• Amazon ECR ユーザーガイドの「ライフサイクルポリシーの作成」
• Amazon ECR API リファレンスの PutLifecyclePolicy

AWS::ECR::Repository EncryptionConfiguration
リポジトリの暗号設定。これにより、リポジトリの内容が保管時に暗号化される方法が決まります。
デフォルトでは、暗号化設定が設定されていないか、AES256 暗号化タイプが使用されている場
合、Amazon ECR は Amazon S3 マネージド暗号化キーを使用したサーバー側の暗号化を使用します。こ
の暗号化キーは、AES-256 暗号化アルゴリズムを使用して保管中のデータを暗号化します。これは、お客
様の側でのアクションを必要としません。
リポジトリのコンテンツの暗号化をより詳細に制御するために、AWS Key Management Service (AWS
KMS) に保存されている AWS Key Management Service キーでサーバー側の暗号化を使用して、イメージ
を暗号化できます。詳細については、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの Amazon ECR
の暗号化 (保管中) を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionType" : String,
"KmsKey" : String

YAML
EncryptionType: String
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KmsKey: String

プロパティ
EncryptionType
使用する暗号化タイプ。
KMS 暗号化タイプを使用する場合、リポジトリのコンテンツは、AWS KMS に保存された AWS Key
Management Service キーを使用したサーバー側の暗号化を使用して暗号化されます。AWS KMS を
使用してデータを暗号化する場合は、Amazon ECR 用のデフォルトの AWS マネージド AWS KMS
キーを使用するか、既に作成した独自の AWS KMS キーを指定できます。詳細については、Amazon
Simple Storage Service Console デベロッパーガイドの AWS Key Management Service (SSE-KMS) に
保存されている AWS KMS キーでサーバー側の暗号化を使用してデータを保護するを参照してくださ
い。
AES256 暗号化タイプを使用する場合、Amazon ECR は Amazon S3 マネージド暗号化キーを使用し
たサーバー側の暗号化を使用します。この暗号化キーは、AES-256 暗号化アルゴリズムを使用してリ
ポジトリ内のイメージを暗号化します。詳細については、Amazon Simple Storage Service コンソー
ルデベロッパーガイドの Amazon S3 マネージド暗号化キー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化を使
用したデータの保護を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AES256 | KMS
Update requires: Replacement
KmsKey
KMS 暗号化タイプを使用する場合は、暗号化に使用する AWS KMS キーを指定します。AWS KMS
キーのエイリアス、キー ID、またはフル ARN を指定できます。キーは、リポジトリと同じリージョ
ンに存在する必要があります。キーを指定しない場合、Amazon ECR 用のデフォルトの AWS マネー
ジド AWS KMS キーが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement

AWS::ECR::Repository ImageScanningConfiguration
リポジトリのイメージスキャン設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
2834

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECR

}

"ScanOnPush" : Boolean

YAML
ScanOnPush: Boolean

プロパティ
ScanOnPush
リポジトリにプッシュされた後にイメージがスキャンされるかどうかを決定する設定。true に設定
した場合、イメージはプッシュ後にスキャンされます。このパラメータを指定しない場合、デフォル
トは false になり、スキャンを手動で開始しない限り、イメージはスキャンされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ECR::Repository LifecyclePolicy
LifecyclePolicy プロパティタイプは、ライフサイクルポリシーを指定します。ライフサイクルポリ
シーの構文の詳細については、Amazon ECR ユーザーガイドの「ライフサイクルポリシーのテンプレー
ト」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LifecyclePolicyText" : String,
"RegistryId" : String

YAML
LifecyclePolicyText: String
RegistryId: String

プロパティ
LifecyclePolicyText
リポジトリに適用する JSON リポジトリポリシーテキストです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 100
最大: 30720
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Update requires: No interruption
RegistryId
リポジトリが格納されているレジストリに関連付けられている AWS アカウント ID。レジストリを指
定しなかった場合は、デフォルトレジストリが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: [0-9]{12}
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon ECR ユーザーガイドの「ライフサイクルポリシーの作成」
• Amazon ECR API リファレンスの PutLifecyclePolicy

Amazon ECS リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ECS::CapacityProvider (p. 2836)
• AWS::ECS::Cluster (p. 2842)
• AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations (p. 2852)
• AWS::ECS::PrimaryTaskSet (p. 2862)
• AWS::ECS::Service (p. 2864)
• AWS::ECS::TaskDefinition (p. 2889)
• AWS::ECS::TaskSet (p. 2945)

AWS::ECS::CapacityProvider
AWS::ECS::CapacityProvider リソースは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) キャパ
シティープロバイダーを作成します。キャパシティープロバイダーは Amazon ECS クラスターに関連付け
られ、クラスターの自動スケーリングを容易にするキャパシティープロバイダー戦略で使用されます。
Auto Scaling グループを使用するキャパシティープロバイダーのみを作成できます。AWS Fargate での
Amazon ECS タスクでは、AWS Fargate でサポートされているリージョンのすべてのアカウントで既に作
成され利用可能な FARGATE および FARGATE_SPOT 容量プロバイダーを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ECS::CapacityProvider",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupProvider" : AutoScalingGroupProvider (p. 2839),
"Name" : String,

API バージョン 2010-05-15
2836

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::ECS::CapacityProvider
Properties:
AutoScalingGroupProvider:
AutoScalingGroupProvider (p. 2839)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AutoScalingGroupProvider
キャパシティープロバイダーの Auto Scaling グループ設定。
必須: はい
タイプ: AutoScalingGroupProvider (p. 2839)
Update requires: No interruption
Name
キャパシティープロバイダーの名前。名前を指定した場合、aws、ecs、または fargate で始め
ることはできません。名前が指定されていない場合は、CFNStackName-CFNResourceNameRandomString 形式のデフォルト名が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
キャパシティープロバイダーに適用し、キャパシティープロバイダーの分類および整理に役立つメタ
データ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側
が定義します。
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスと
して使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。こ
のプレフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレ
フィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
次の例では、Ref 関数はキャパシティープロバイダーの名前 (MyStack-MyCapacityProviderJrwYBzxovGfr など) を返します。
{ "Ref": "MyCapacityProvider" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Amazon ECS キャパシティープロバイダーの作成
次の例では、MyAutoScalingGroup Auto Scaling グループを使用し、マネージドスケーリングおよびマ
ネージド終了保護を有効にしたキャパシティープロバイダーを作成します。この設定は、Amazon ECS ク
ラスターの自動スケーリングに使用されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"ECSCapacityProvider": {
"Type": "AWS::ECS::CapacityProvider",
"Properties": {
"AutoScalingGroupProvider": {
"AutoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdefEXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
"ManagedScaling": {
"MaximumScalingStepSize": 10,
"MinimumScalingStepSize": 1,
"Status": "ENABLED",
"TargetCapacity": 100
},
"ManagedTerminationProtection": "ENABLED"
},
"Tags": [
{
"Key": "environment",
"Value": "production"
}
]
}
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
ECSCapacityProvider:
Type: AWS::ECS::CapacityProvider
Properties:
AutoScalingGroupProvider:
AutoScalingGroupArn: arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdefEXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup
ManagedScaling:
MaximumScalingStepSize: 10
MinimumScalingStepSize: 1
Status: ENABLED
TargetCapacity: 100
ManagedTerminationProtection: ENABLED
Tags:
- Key: environment
Value: production

AWS::ECS::CapacityProvider AutoScalingGroupProvider
AutoScalingGroupProvider プロパティは、キャパシティープロバイダーの Auto Scaling グループの
詳細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutoScalingGroupArn" : String,
"ManagedScaling" : ManagedScaling (p. 2840),
"ManagedTerminationProtection" : String

YAML
AutoScalingGroupArn: String
ManagedScaling:
ManagedScaling (p. 2840)
ManagedTerminationProtection: String

プロパティ
AutoScalingGroupArn
Auto Scaling グループを識別する Amazon リソースネーム (ARN) または省略名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ManagedScaling
Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダーのマネージドスケーリング設定。
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必須: いいえ
タイプ: ManagedScaling (p. 2840)
Update requires: No interruption
ManagedTerminationProtection
Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダーに使用するマネージド終了保護設定。これによ
り、Auto Scaling グループにマネージド終了保護があるかどうかが決まります。

Important
マネージド終了保護を使用する場合は、マネージドスケーリングも使用する必要がありま
す。そうしないと、マネージド終了保護は機能しません。
マネージド終了保護が有効になっている場合、Amazon ECS は、タスクを含む Auto Scaling グルー
プ内の Amazon EC2 インスタンスがスケールインアクション中に終了されるのを防ぎます。Auto
Scaling グループと Auto Scaling グループ内の各インスタンスも、スケールインアクションからの
インスタンス保護を有効にする必要があります。詳細については、AWS Auto Scaling ユーザーガイ
ドのインスタンスの保護を参照してください。
マネージド終了保護が無効になっている場合、Amazon EC2 インスタンスは Auto Scaling グループが
スケールインした場合に終了から保護されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::ECS::CapacityProvider ManagedScaling
ManagedScaling プロパティは、Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダーの設定を指定しま
す。
マネージドスケーリングが有効な場合、Amazon ECS は Auto Scaling グループのスケールインアクション
とスケールアウトアクションを管理します。Amazon ECS は、指定された targetCapacity 値をメトリ
クスのターゲット値とする Amazon ECS で管理される CloudWatch メトリクスを使用して、ターゲット
追跡スケーリングポリシーを管理します。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイ
ドの「マネージドスケーリングの使用」を参照してください。
マネージドスケーリングが無効になっている場合、ユーザーは Auto Scaling グループのスケーリングを管
理する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"InstanceWarmupPeriod" : Integer,
"MaximumScalingStepSize" : Integer,
"MinimumScalingStepSize" : Integer,
"Status" : String,
"TargetCapacity" : Integer
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}

YAML
InstanceWarmupPeriod: Integer
MaximumScalingStepSize: Integer
MinimumScalingStepSize: Integer
Status: String
TargetCapacity: Integer

プロパティ
InstanceWarmupPeriod
新しく起動させたAmazon EC2 インスタンスが、Auto Scaling グループの CloudWatch メトリックス
に貢献できる時間（秒）。このパラメータを省略すると、デフォルト値の300秒が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 10000
Update requires: No interruption
MaximumScalingStepSize
Amazon ECS が一度にスケールインまたはスケールアウトするコンテナインスタンスの最大数。この
パラメータを省略すると、10000 のデフォルト値が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 10000
Update requires: No interruption
MinimumScalingStepSize
Amazon ECS が一度にスケールインまたはスケールアウトするコンテナインスタンスの最小数。この
パラメータを省略すると、1 のデフォルト値が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 10000
Update requires: No interruption
Status
キャパシティープロバイダーのマネージドスケーリングを有効にするかどうか。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
TargetCapacity
キャパシティープロバイダのターゲットキャパシティ値。指定する値は、0 以上 100 以下でなければ
なりません。値が 100 の場合、Auto Scaling グループの Amazon EC2 インスタンスが完全に利用さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Cluster
AWS::ECS::Cluster リソースは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターを作成
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECS::Cluster",
"Properties" : {
"CapacityProviders" : [ String, ... ],
"ClusterName" : String,
"ClusterSettings" : [ ClusterSettings (p. 2849), ... ],
"Configuration" : ClusterConfiguration (p. 2848),
"DefaultCapacityProviderStrategy" : [ CapacityProviderStrategyItem (p. 2847), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ECS::Cluster
Properties:
CapacityProviders:
- String
ClusterName: String
ClusterSettings:
- ClusterSettings (p. 2849)
Configuration:
ClusterConfiguration (p. 2848)
DefaultCapacityProviderStrategy:
- CapacityProviderStrategyItem (p. 2847)
Tags:
- Tag
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プロパティ
CapacityProviders
クラスターに関連付ける 1 つ以上のキャパシティープロバイダーの短縮名。キャパシティープロバイ
ダーは、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略の一部として含めるか、または
キャパシティープロバイダー戦略で使用する前に、クラスターに関連付ける必要があります。
Auto Scaling グループを使用するキャパシティープロバイダーを指定する場合、キャパシティープロ
バイダーがすでに作成されていて、別のクラスターに関連付けられていない必要があります。
AWS Fargate 容量プロバイダーを使用するには、FARGATE または FARGATE_SPOT 容量プロバイダー
を指定します。AWS Fargate 容量プロバイダーはすべてのアカウントで使用でき、クラスターに関連
付けるだけで使用できるようになります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ClusterName
クラスターを識別するために使用するユーザー生成文字列。名前を指定しない場合、AWS
CloudFormation は名前として一意の物理 ID を生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ClusterSettings
クラスターの作成時に使用する設定。このパラメータは、クラスターの CloudWatch Container
Insights を有効にするために使用されます。この値が指定されている場合は、PutAccountSetting また
は PutAccountSettingDefault で設定されている 値をオーバーライドします。
必須: いいえ
タイプ: ClusterSettings (p. 2849) のリスト (p. 2849)
Update requires: No interruption
Configuration
クラスターの execute コマンド設定。
必須: いいえ
タイプ: ClusterConfiguration (p. 2848)
Update requires: No interruption
DefaultCapacityProviderStrategy
クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略。起動タイプまたはキャパシティープロ
バイダー戦略が指定されていない状態でクラスター内でサービスまたはタスクを実行すると、デフォ
ルトのキャパシティープロバイダー戦略が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: CapacityProviderStrategyItem (p. 2847) のリスト
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Update requires: No interruption
Tags
クラスターに適用し、クラスターの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーと
オプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスと
して使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。こ
のプレフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレ
フィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
次の例では、Ref 関数は MyECSCluster クラスターの名前 (MyStack-MyECSCluster-NT5EUXTNTXXD
など) を返します。
{ "Ref": "MyECSCluster" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Amazon ECS クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:ecs:useast-2:123456789012:cluster/MyECSCluster など)。

例
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Fargate 容量プロバイダーとデフォルトの容量プロバイダー戦略が定義されたクラスターを定義す
る
次の例では、FARGATE および FARGATE_SPOT キャパシティープロバイダーで、MyFargateCluster と
いう名前のクラスターを定義します。デフォルトのキャパシティプロバイダー戦略も定義され、起動され
たタスクが FARGATE と FARGATE_SPOT キャパシティプロバイダー間で均等に分割されます。

JSON
"ECSCluster": {
"Type": "AWS: : ECS: : Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "MyFargateCluster",
"CapacityProviders": [
"FARGATE",
"FARGATE_SPOT"
],
"DefaultCapacityProviderStrategy": [
{
"CapacityProvider": "FARGATE",
"Weight": 1
},
{
"CapacityProvider": "FARGATE_SPOT",
"Weight": 1
}
]
}
}

YAML
ECSCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
Properties:
ClusterName: MyFargateCluster
CapacityProviders:
- FARGATE
- FARGATE_SPOT
DefaultCapacityProviderStrategy:
- CapacityProvider: FARGATE
Weight: 1
- CapacityProvider: FARGATE_SPOT
Weight: 1

ECS Exec 設定が定義されているクラスタを定義する
次の例では、デフォルトのログ設定を使用して ECS Exec を有効にした MyCluster という名前のクラス
ターを定義します。詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「ECS Exec を使用してデバッ
グする」をご参照ください。

JSON
{

"ECSCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "MyCluster",
"Configuration": {
"ExecuteCommandConfiguration": {
"Logging": "DEFAULT"

API バージョン 2010-05-15
2845

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

}

}

}

}

}

YAML
ECSCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
Properties:
ClusterName: MyCluster
Configuration:
ExecuteCommandConfiguration:
Logging: DEFAULT

空のクラスターを定義する
次の例では、MyEmptyCluster という名前の空のクラスターを定義します。

JSON
"ECSCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "MyEmptyCluster"
}
}

YAML
ECSCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
Properties:
ClusterName: MyEmptyCluster

CloudWatch Container Insights を有効にしたタグを持つ空のクラスターの定義
次の例では、キー environment と値 production でタグ付けされた CloudWatch Container Insights を
有効にした、MyCluster という名前の空のクラスターを定義します。

JSON
"ECSCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "MyCluster",
"ClusterSettings": [
{
"Name": "containerInsights",
"Value": "enabled"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "environment",
"Value": "production"
}
]
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}

}

YAML
ECSCluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
Properties:
ClusterName: MyCluster
ClusterSettings:
- Name: containerInsights
Value: enabled
Tags:
- Key: environment
Value: production

AWS::ECS::Cluster CapacityProviderStrategyItem
CapacityProviderStrategyItem プロパティは、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイ
ダー戦略の詳細を指定します。起動タイプまたはキャパシティープロバイダー戦略が指定されていない状
態でクラスター内でサービスまたはタスクを実行すると、デフォルトのキャパシティープロバイダー戦略
が使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Base" : Integer,
"CapacityProvider" : String,
"Weight" : Integer

YAML
Base: Integer
CapacityProvider: String
Weight: Integer

プロパティ
Base
ベース値は、指定されたキャパシティープロバイダーで実行するタスクの最小限の数を指定します。
キャパシティープロバイダー戦略では、ベースを定義できるキャパシティープロバイダーは 1 つだけ
です。値を指定しない場合、デフォルト値の 0 が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100000
Update requires: No interruption
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CapacityProvider
キャパシティープロバイダーの短縮名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
ウエイト値は、指定したキャパシティープロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する相対
的な割合を示します。weight 値は、base 値が、もし定義されている場合、満たされた後に、考慮さ
れます。
weight 値が指定されていない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。キャパシティープロバイ
ダー戦略内で複数のキャパシティープロバイダーを指定する場合、少なくとも 1 つのキャパシティー
プロバイダーのウェイト値が 0 より大きい必要があり、ウェイトが 0 のキャパシティープロバイダー
はタスクを配置するのに使用しません。すべてのキャパシティープロバイダーが 0 のウェイトを持つ
戦略で複数のキャパシティープロバイダーを指定すると、キャパシティープロバイダー戦略を使用す
る RunTask または CreateService アクションは失敗します。
例えば、加重を使用するシナリオが 2 つのキャパシティープロバイダーを含む戦略を定義し、両方の
加重が 1 である場合、base が満たされたとき、タスクは 2 つのキャパシティープロバイダー間で均
等に分割されます。同じロジックを使用して、キャパシティープロバイダー capacityProviderA に 1
のウエイトを指定し、capacityProviderB に 4 のウエイトを指定すると、capacityProviderA を使用し
て実行されるタスクごとに、4 つのタスクが capacityProviderB を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 1000
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Cluster ClusterConfiguration
クラスターの execute コマンド設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExecuteCommandConfiguration" : ExecuteCommandConfiguration (p. 2850)

YAML
ExecuteCommandConfiguration:
ExecuteCommandConfiguration (p. 2850)
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プロパティ
ExecuteCommandConfiguration
execute コマンド設定の詳細。
必須: いいえ
タイプ: ExecuteCommandConfiguration (p. 2850)
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Cluster ClusterSettings
クラスターの作成時に使用する設定。このパラメータは、クラスターの CloudWatch Container Insights を
有効にするために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
クラスター設定の名前。containerInsights はサポートされる唯一の値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: containerInsights
Update requires: No interruption
Value
クラスター設定に設定する値。サポートされる値は enabled と disabled です。enabled が指
定されている場合は、CloudWatch Container Insights がクラスターに対して有効になり、それ以外
の場合は、containerInsights アカウント設定が有効でない限り、無効になります。クラスター
値が指定されている場合は、PutAccountSetting または PutAccountSettingDefault で設定されている
containerInsights 値をオーバーライドします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::ECS::Cluster ExecuteCommandConfiguration
execute コマンド設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"KmsKeyId" : String,
"LogConfiguration" : ExecuteCommandLogConfiguration (p. 2851),
"Logging" : String

YAML
KmsKeyId: String
LogConfiguration:
ExecuteCommandLogConfiguration (p. 2851)
Logging: String

プロパティ
KmsKeyId
AWS Key Management Service キー ID を指定して、ローカルクライアントとコンテナ間のデータを
暗号化します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogConfiguration
execute コマンドアクションの結果のログ設定。ログは CloudWatch Logs または Amazon S3 バケッ
トに送信できます。logging=OVERRIDE が指定されている場合、logConfiguration を指定する
必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ExecuteCommandLogConfiguration (p. 2851)
Update requires: No interruption
Logging
execute コマンドの結果のログのリダイレクトに使用するログ設定。以下のログ設定を使用できま
す。
• NONE: execute コマンドセッションはログに記録されません。
• DEFAULT: タスク定義の awslogs 設定が使用されます。ログ記録パラメータが指定されていない場
合、この値がデフォルトとして設定されます。タスク定義で awslogs ログドライバーが設定され
ていない場合、出力はログに記録されません。
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• OVERRIDE: ログ記録の詳細を logConfiguration の一部として指定します。OVERRIDE ログ記録
オプションが指定されている場合、logConfiguration は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DEFAULT | NONE | OVERRIDE
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Cluster ExecuteCommandLogConfiguration
execute コマンドアクションの結果のログ設定。ログは CloudWatch Logs または Amazon S3 バケットに
送信できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchEncryptionEnabled" : Boolean,
"CloudWatchLogGroupName" : String,
"S3BucketName" : String,
"S3EncryptionEnabled" : Boolean,
"S3KeyPrefix" : String

YAML
CloudWatchEncryptionEnabled: Boolean
CloudWatchLogGroupName: String
S3BucketName: String
S3EncryptionEnabled: Boolean
S3KeyPrefix: String

プロパティ
CloudWatchEncryptionEnabled
CloudWatch ログで暗号化を有効にするかどうか。指定しない場合、暗号化は無効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CloudWatchLogGroupName
ログの送信先となる CloudWatch ロググループの名前。

Note
CloudWatch ロググループは、既に作成されている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
S3BucketName
ログの送信先の S3 バケットの名前。

Note
S3 バケットは、既に作成されている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3EncryptionEnabled
CloudWatch ログで暗号化を有効にするかどうか。指定しない場合、暗号化は無効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
S3KeyPrefix
ログを格納するための、S3 バケット内の任意のフォルダ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations リソースは、1 つ以上のキャパシティープロ
バイダーとデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略をクラスターに関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations",
"Properties" : {
"CapacityProviders" : [ String, ... ],
"Cluster" : String,
"DefaultCapacityProviderStrategy" : [ CapacityProviderStrategy (p. 2861), ... ]
}

YAML
Type: AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
Properties:
CapacityProviders:
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- String
Cluster: String
DefaultCapacityProviderStrategy:
- CapacityProviderStrategy (p. 2861)

プロパティ
CapacityProviders
クラスターに関連付けるキャパシティープロバイダー。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Cluster
キャパシティープロバイダーの関連付けがターゲットであるクラスター。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DefaultCapacityProviderStrategy
クラスターに関連付けるデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略。
必須: はい
タイプ: CapacityProviderStrategy (p. 2861) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: クラスター名。

例
Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダーを使用した、クラスターのキャパシティー
プロバイダーの関連付けの作成
次の例では、クラスター、2 つの Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダー、およびそれらの
間の関連付けを容易にするクラスターのキャパシティープロバイダーの関連付けを作成します。キャパシ
ティープロバイダーが使用する Auto Scaling グループは既に作成されており、各 Auto Scaling グループの
Amazon リソースネーム (ARN) をパラメータとして指定する必要があります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"AutoScalingGroupArn1": {
"Type": "String"
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},
"AutoScalingGroupArn2": {
"Type": "String"
}

},
"Resources": {
"CapacityProvider1": {
"Type": "AWS::ECS::CapacityProvider",
"Properties": {
"AutoScalingGroupProvider": {
"AutoScalingGroupArn": {
"Ref": "AutoScalingGroupArn1"
},
"ManagedScaling": {
"Status": "ENABLED"
},
"ManagedTerminationProtection": "DISABLED"
}
}
},
"CapacityProvider2": {
"Type": "AWS::ECS::CapacityProvider",
"Properties": {
"AutoScalingGroupProvider": {
"AutoScalingGroupArn": {
"Ref": "AutoScalingGroupArn2"
},
"ManagedScaling": {
"Status": "ENABLED"
},
"ManagedTerminationProtection": "DISABLED"
}
}
},
"Cluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster"
},
"ClusterCPAssociation": {
"Type": "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "Cluster"
},
"CapacityProviders": [
{
"Ref": "CapacityProvider1"
},
{
"Ref": "CapacityProvider2"
}
],
"DefaultCapacityProviderStrategy": [
{
"Base": 2,
"Weight": 6,
"CapacityProvider": {
"Ref": "CapacityProvider1"
}
},
{
"Base": 0,
"Weight": 10,
"CapacityProvider": {
"Ref": "CapacityProvider2"
}
}
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}

}

}

}

]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
AutoScalingGroupArn1:
Type: String
AutoScalingGroupArn2:
Type: String
Resources:
CapacityProvider1:
Type: "AWS::ECS::CapacityProvider"
Properties:
AutoScalingGroupProvider:
AutoScalingGroupArn: !Ref AutoScalingGroupArn1
ManagedScaling:
Status: ENABLED
ManagedTerminationProtection: DISABLED
CapacityProvider2:
Type: "AWS::ECS::CapacityProvider"
Properties:
AutoScalingGroupProvider:
AutoScalingGroupArn: !Ref AutoScalingGroupArn2
ManagedScaling:
Status: ENABLED
ManagedTerminationProtection: DISABLED
Cluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
ClusterCPAssociation:
Type: "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations"
Properties:
Cluster: !Ref Cluster
CapacityProviders:
- !Ref CapacityProvider1
- !Ref CapacityProvider2
DefaultCapacityProviderStrategy:
- Base: 2
Weight: 6
CapacityProvider: !Ref CapacityProvider1
- Base: 0
Weight: 10
CapacityProvider: !Ref CapacityProvider2

AWS Fargate の容量プロバイダーを使用した、クラスターの容量プロバイダーの関連付けの作成
次の例では、FARGATE および FARGATE_SPOT のキャパシティープロバイダーを既存のクラスターに関連
付けます。クラスター名はパラメータとして指定する必要があります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"ClusterName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
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}

}

"ClusterCPAssociation": {
"Type": "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "ClusterName"
},
"CapacityProviders": [
"FARGATE",
"FARGATE_SPOT"
],
"DefaultCapacityProviderStrategy": [
{
"Base": 2,
"Weight": 1,
"CapacityProvider": "FARGATE"
},
{
"Base": 0,
"Weight": 1,
"CapacityProvider": "FARGATE_SPOT"
}
]
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
ClusterName:
Type: String
Resources:
ClusterCPAssociation:
Type: "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations"
Properties:
Cluster: !Ref ClusterName
CapacityProviders:
- "FARGATE"
- "FARGATE_SPOT"
DefaultCapacityProviderStrategy:
- Base: 2
Weight: 1
CapacityProvider: "FARGATE"
- Base: 0
Weight: 1
CapacityProvider: "FARGATE_SPOT"

クラスターのキャパシティープロバイダーの関連付けと Auto Scaling グループのキャパシティー
プロバイダーの作成
以下は、Lambda 関数を使用して Auto Scaling グループを作成し、Auto Scaling グループの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を取得してから、ARN を使用して Auto Scaling グループのキャパシティープロバイ
ダー、クラスター、およびそれらの間の関連付けを容易にするキャパシティープロバイダーの関連付けを
作成する方法の例です。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
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"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended/image_id"
}

},
"Resources": {
"AutoScalingReadAccessForLambdaRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"lambda.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Policies": [
{
"PolicyName": "LambdaReadAsgPolicy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"AsgArnLambda": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Runtime": "python2.7",
"Handler": "index.handler",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"AutoScalingReadAccessForLambdaRole",
"Arn"
]
},
"Timeout": 50,
"Code": {
"ZipFile": "import cfnresponse\nimport json\nimport boto3\nclient
= boto3.client('autoscaling')\ndef handler(event, context):\n response_data = {}\n
try:\n
autoScalingGroupName = event['ResourceProperties']['AsgName']\n
asg_arn
= client.describe_auto_scaling_groups(AutoScalingGroupNames=[autoScalingGroupName])
['AutoScalingGroups'][0]['AutoScalingGroupARN']\n
response_data['arn'] = asg_arn\n
cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, response_data, 'AsgArnString')\n
except Exception as e:\n
response_data['exception'] = e\n
cfnresponse.send(event,
context, cfnresponse.FAILED, response_data, 'AsgArnString')\n"
}
}
},
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"LaunchConfig": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties": {
"ImageId": {
"Ref": "LatestAmiId"
},
"InstanceType": "t3.micro",
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Sub": "#!/bin/bash -xe\necho ECS_CLUSTER=${Cluster} >> /etc/
ecs/ecs.config\n"
}
}
}
},
"AutoScalingGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"AvailabilityZones": {
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
},
"HealthCheckGracePeriod": 60,
"LaunchConfigurationName": {
"Ref": "LaunchConfig"
},
"MaxSize": "0",
"MinSize": "0"
}
},
"AsgArn": {
"Type": "AWS::CloudFormation::CustomResource",
"Properties": {
"ServiceToken": {
"Fn::GetAtt": [
"AsgArnLambda",
"Arn"
]
},
"AsgName": {
"Ref": "AutoScalingGroup"
}
}
},
"CapacityProvider": {
"Type": "AWS::ECS::CapacityProvider",
"Properties": {
"AutoScalingGroupProvider": {
"AutoScalingGroupArn": {
"Fn::GetAtt": [
"AsgArn",
"arn"
]
},
"ManagedScaling": {
"Status": "ENABLED"
},
"ManagedTerminationProtection": "DISABLED"
}
}
},
"Cluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster"
},
"ClusterCPAssoc": {
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"Type": "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations",
"Properties": {
"Cluster": {
"Ref": "Cluster"
},
"CapacityProviders": [
{
"Ref": "CapacityProvider"
}
],
"DefaultCapacityProviderStrategy": [
{
"Base": 0,
"Weight": 1,
"CapacityProvider": {
"Ref": "CapacityProvider"
}
}
]
}

}

}
},
"Outputs": {
"ClusterArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Cluster",
"Arn"
]
}
},
"ClusterName": {
"Value": {
"Ref": "Cluster"
}
},
"CapacityProviderName": {
"Value": {
"Ref": "CapacityProvider"
}
},
"AsgArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"AsgArn",
"arn"
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
LatestAmiId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: '/aws/service/ecs/optimized-ami/amazon-linux-2/recommended/image_id'
Resources:
# Custom resources to retrieve the Auto Scaling group ARN
AutoScalingReadAccessForLambdaRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
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AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- "lambda.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Policies:
- PolicyName: LambdaReadAsgPolicy
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action: "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
Resource: "*"
AsgArnLambda:
Type: "AWS::Lambda::Function"
Properties:
Runtime: "python2.7"
Handler: "index.handler"
Role:
!GetAtt [ AutoScalingReadAccessForLambdaRole, Arn ]
Timeout: 50
Code:
ZipFile: |
import cfnresponse
import json
import boto3
client = boto3.client('autoscaling')
def handler(event, context):
response_data = {}
try:
autoScalingGroupName = event['ResourceProperties']['AsgName']
asg_arn =
client.describe_auto_scaling_groups(AutoScalingGroupNames=[autoScalingGroupName])
['AutoScalingGroups'][0]['AutoScalingGroupARN']
response_data['arn'] = asg_arn
cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, response_data,
'AsgArnString')
except Exception as e:
response_data['exception'] = e
cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.FAILED, response_data,
'AsgArnString')
# Main resources
LaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: "t3.micro"
UserData:
Fn::Base64: !Sub |
#!/bin/bash -xe
echo ECS_CLUSTER=${Cluster} >> /etc/ecs/ecs.config
AutoScalingGroup:
Type: "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup"
Properties:
AvailabilityZones:
Fn::GetAZs: !Ref "AWS::Region"
HealthCheckGracePeriod: 60
LaunchConfigurationName: !Ref LaunchConfig
MaxSize: "0"
MinSize: "0"
AsgArn:
Type: "AWS::CloudFormation::CustomResource"
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Properties:
ServiceToken: !GetAtt [ AsgArnLambda, Arn ]
AsgName: !Ref AutoScalingGroup
CapacityProvider:
Type: "AWS::ECS::CapacityProvider"
Properties:
AutoScalingGroupProvider:
AutoScalingGroupArn: !GetAtt [ AsgArn, arn ]
ManagedScaling:
Status: ENABLED
ManagedTerminationProtection: DISABLED
Cluster:
Type: 'AWS::ECS::Cluster'
ClusterCPAssoc:
Type: "AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations"
Properties:
Cluster: !Ref Cluster
CapacityProviders:
- !Ref CapacityProvider
DefaultCapacityProviderStrategy:
- Base: 0
Weight: 1
CapacityProvider: !Ref CapacityProvider
Outputs:
ClusterArn:
Value: !GetAtt
- Cluster
- Arn
ClusterName:
Value: !Ref Cluster
CapacityProviderName:
Value: !Ref CapacityProvider
AsgArn:
Value: !GetAtt [ AsgArn, arn ]

AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations CapacityProviderStrategy
CapacityProviderStrategy プロパティは、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー
戦略の詳細を指定します。起動タイプまたはキャパシティープロバイダー戦略が指定されていない状態で
クラスター内でサービスまたはタスクを実行すると、デフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が使
用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Base" : Integer,
"CapacityProvider" : String,
"Weight" : Integer

YAML
Base: Integer
CapacityProvider: String
Weight: Integer
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プロパティ
Base
ベース値は、指定されたキャパシティープロバイダーで実行するタスクの最小限の数を指定します。
キャパシティープロバイダー戦略では、ベースを定義できるキャパシティープロバイダーは 1 つだけ
です。値を指定しない場合、デフォルト値の 0 が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CapacityProvider
キャパシティープロバイダーの短縮名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
ウエイト値は、指定したキャパシティープロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する相対
的な割合を示します。weight 値は、base 値が、もし定義されている場合、満たされた後に、考慮さ
れます。
weight 値が指定されていない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。キャパシティープロバイ
ダー戦略内で複数のキャパシティープロバイダーを指定する場合、少なくとも 1 つのキャパシティー
プロバイダーのウェイト値が 0 より大きい必要があり、ウェイトが 0 のキャパシティープロバイダー
はタスクを配置するのに使用しません。すべてのキャパシティープロバイダーが 0 のウェイトを持つ
戦略で複数のキャパシティープロバイダーを指定すると、キャパシティープロバイダー戦略を使用す
る RunTask または CreateService アクションは失敗します。
例えば、加重を使用するシナリオが 2 つのキャパシティープロバイダーを含む戦略を定義し、両方の
加重が 1 である場合、base が満たされたとき、タスクは 2 つのキャパシティープロバイダー間で均
等に分割されます。同じロジックを使用して、キャパシティープロバイダー capacityProviderA に 1
のウエイトを指定し、capacityProviderB に 4 のウエイトを指定すると、capacityProviderA を使用し
て実行されるタスクごとに、4 つのタスクが capacityProviderB を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ECS::PrimaryTaskSet
サービス内のどのタスクセットをプライマリタスクセットにするかを指定します。サービスのプライマリ
タスクセットで更新されたパラメータは、サービスに移行します。これは、サービスが EXTERNAL デプ
ロイコントローラータイプを使用する場合に使用されます。詳細については、Amazon Elastic Container
Service 開発者ガイドの「Amazon ECS のデプロイタイプ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECS::PrimaryTaskSet",
"Properties" : {
"Cluster" : String,
"Service" : String,
"TaskSetId" : String
}

YAML
Type: AWS::ECS::PrimaryTaskSet
Properties:
Cluster: String
Service: String
TaskSetId: String

プロパティ
Cluster
タスクセットが存在するサービスをホストするクラスターの短縮名または完全な Amazon リソース
ネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Service
タスクセットが存在するサービスの短縮名または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TaskSetId
デプロイでプライマリタスクセットとして設定するタスクセットの短縮名または完全な Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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AWS::ECS::Service
AWS::ECS::Service リソースは、リクエストされた数のタスクと関連付けられたロードバランサーを実
行および維持する Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECS::Service",
"Properties" : {
"CapacityProviderStrategy" : [ CapacityProviderStrategyItem (p. 2879), ... ],
"Cluster" : String,
"DeploymentConfiguration" : DeploymentConfiguration (p. 2881),
"DeploymentController" : DeploymentController (p. 2883),
"DesiredCount" : Integer,
"EnableECSManagedTags" : Boolean,
"EnableExecuteCommand" : Boolean,
"HealthCheckGracePeriodSeconds" : Integer,
"LaunchType" : String,
"LoadBalancers" : [ LoadBalancer (p. 2884), ... ],
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 2886),
"PlacementConstraints" : [ PlacementConstraint (p. 2886), ... ],
"PlacementStrategies" : [ PlacementStrategy (p. 2887), ... ],
"PlatformVersion" : String,
"PropagateTags" : String,
"Role" : String,
"SchedulingStrategy" : String,
"ServiceName" : String,
"ServiceRegistries" : [ ServiceRegistry (p. 2888), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TaskDefinition" : String
}

YAML
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
CapacityProviderStrategy:
- CapacityProviderStrategyItem (p. 2879)
Cluster: String
DeploymentConfiguration:
DeploymentConfiguration (p. 2881)
DeploymentController:
DeploymentController (p. 2883)
DesiredCount: Integer
EnableECSManagedTags: Boolean
EnableExecuteCommand: Boolean
HealthCheckGracePeriodSeconds: Integer
LaunchType: String
LoadBalancers:
- LoadBalancer (p. 2884)
NetworkConfiguration:
NetworkConfiguration (p. 2886)
PlacementConstraints:
- PlacementConstraint (p. 2886)
PlacementStrategies:
- PlacementStrategy (p. 2887)
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PlatformVersion: String
PropagateTags: String
Role: String
SchedulingStrategy: String
ServiceName: String
ServiceRegistries:
- ServiceRegistry (p. 2888)
Tags:
- Tag
TaskDefinition: String

プロパティ
CapacityProviderStrategy
サービスに使用するキャパシティープロバイダー戦略。
キャパシティープロバイダー戦略は、1 つ以上のキャパシティープロバイダーと、それらに割り当て
る base と weight で構成されます。キャパシティープロバイダーは、キャパシティープロバイダー
戦略で使用するクラスターに関連付ける必要があります。PutClusterCapacityProviders API は、キャ
パシティープロバイダーをクラスターに関連付けるために使用されます。ACTIVE または UPDATING
ステータスのキャパシティープロバイダーのみを使用できます。
Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの容量プロバイダーに関する考慮事項を参照し
てください。
capacityProviderStrategy を指定した場合、launchType パラメータを省略する必要があり
ます。capacityProviderStrategy または launchType を指定しない場合は、クラスターの
defaultCapacityProviderStrategy が使用されます。
Auto Scaling グループを使用するキャパシティープロバイダーを指定する場合は、キャパシティー
プロバイダーがすでに作成されている必要があります。新しいキャパシティープロバイダー
は、CreateCapacityProvider API オペレーションで作成できます。
AWS Fargate 容量プロバイダーを使用するには、FARGATE または FARGATE_SPOT 容量プロバイダー
を指定します。AWS Fargate 容量プロバイダーはすべてのアカウントで使用でき、クラスターに関連
付けるだけで使用できるようになります。
PutClusterCapacityProviders API オペレーションは、クラスターの作成後にクラスターで使用可能な
キャパシティープロバイダーのリストを更新するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: CapacityProviderStrategyItem (p. 2879) のリスト
Update requires: No interruption
Cluster
サービスを実行するクラスターの短い名前または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。クラスター
を指定しない場合は、デフォルトのクラスターが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeploymentConfiguration
デプロイ時に実行されるタスクの数と、タスクの停止および開始の順序を制御するオプションのデプ
ロイパラメータ。
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必須: いいえ
タイプ: DeploymentConfiguration (p. 2881)
Update requires: No interruption
DeploymentController
サービスで使用するデプロイコントローラータイプ。デプロイコントローラーが指定されていない場
合、デフォルト値 ECS が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: DeploymentController (p. 2883)
Update requires: Replacement
DesiredCount
指定したタスク定義のインスタンスをクラスターに配置して実行状態に保つ数。
新しいサービスで必要なカウントが指定されていない場合は、デフォルト値の 1 が使用されま
す。DAEMON スケジュール戦略を使用する場合、必要なカウントは必要ありません。
既存のサービスで必要なカウントが指定されていない場合、そのカウントはオペレーションから省略
されます。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EnableECSManagedTags
サービスでタスクの Amazon ECS マネージドタグを有効にするかどうかを指定します。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EnableExecuteCommand
該当のサービスについて execute コマンド機能が有効になっているかどうか。true の場合、サービ
スの一部として、タスク内のすべてのコンテナについて execute コマンド機能が有効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HealthCheckGracePeriodSeconds
Amazon ECS サービススケジューラが、タスクが最初に開始された後で異常な Elastic Load
Balancing ターゲットのヘルスチェックを無視する期間 (秒単位)。これは、サービスがロードバラン
サーを使用するように設定されている場合のみ使用されます。サービスにロードバランサーを定義し
ている場合、ヘルスチェックの猶予期間値を指定しないと、デフォルト値の 0 が使用されます。
サービスのタスクで、Elastic Load Balancing ヘルスチェックを開始して応答するまでに時間がか
かる場合は、ヘルスチェックの猶予期間として最大 2,147,483,647 秒まで指定できます。この間
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は、Amazon ECS サービススケジューラはヘルスチェックのステータスを無視します。この猶予期間
により、サービススケジューラがタスクを異常とマークして時間より前に停止することがなくなりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LaunchType
サービスを実行する起動タイプ。詳細については、『Amazon Elastic Container Service 開発者ガイ
ド』の「Amazon ECS の起動タイプ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EC2 | EXTERNAL | FARGATE
Update requires: Replacement
LoadBalancers
サービスに関連付けるロードバランサーオブジェクトのリスト。Role プロパティを指定した場合
は、LoadBalancers も指定する必要があります。サービスあたりに指定できるロードバランサーの
数については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイド の「サービスロードバランシング」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LoadBalancer (p. 2884) のリスト
Update requires: Replacement
NetworkConfiguration
サービスのネットワーク構成。このパラメータは awsvpc ネットワークモードを使用して独自の
Elastic Network Interface を受け取るタスク定義の場合に必要です。その他のネットワークモードでは
サポートされていません。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タス
クネットワーキング」を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: NetworkConfiguration (p. 2886)
Update requires: No interruption
PlacementConstraints
サービスのタスクに使用する、配置制約オブジェクトの配列。タスクごとに最大 10 個の制約を指定
できます (この制限数には、タスク定義内の制約と、実行時に指定される制約が含まれます)。
必須: いいえ
タイプ: PlacementConstraint (p. 2886) のリスト
Update requires: Replacement
PlacementStrategies
サービスのタスクで使用する配置戦略オブジェクト。サービスごとに最大 5 つの戦略ルールを指定で
きます。詳細については、『Amazon Elastic Container Service 開発者ガイド』のタスク配置戦略を参
照してください。
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必須: いいえ
タイプ: PlacementStrategy (p. 2887) のリスト
Update requires: Replacement
PlatformVersion
サービス内のタスクが実行されているプラットフォームのバージョン。プラットフォームのバージョ
ンは、Fargate 起動タイプを使用するタスクに対してのみ指定されています。指定されない場合、
デフォルトで LATEST プラットフォームのバージョンが使用されます。詳細については、Amazon
Elastic Container Service デベロッパーガイドの AWS Fargate プラットフォームのバージョンを参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropagateTags
タグをタスク定義またはサービスからサービスのタスクへ伝播するかどうかを指定します。値を指定
しない場合、タグは伝播されません。タグは、サービス作成中のサービス内のタスクにのみ伝播する
ことができます。タグをサービス作成後のタスクに追加するには、TagResource API アクションを使
用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SERVICE | TASK_DEFINITION
Update requires: Replacement
Role
Amazon ECS でロードバランサーの呼び出しを許可する IAM ロールの名前または完全な Amazon リ
ソースネーム (ARN)。このパラメータは、サービスでロードバランサーを使用していて、タスク定義
が awsvpc ネットワークモードを使用していない場合にのみ許可されます。role パラメータを指定
する場合、loadBalancers パラメータでロードバランサーのオブジェクトも指定する必要がありま
す。

Important
アカウントが既に Amazon ECS サービスリンクロールを作成している場合は、ここでロール
を指定しない限り、そのロールがサービスにデフォルトで使用されます。サービスにリンク
されたロールは、タスク定義で awsvpc ネットワークモードを使用している場合や、サービ
ス検出、外部デプロイコントローラー、複数のターゲットグループ、Elastic Inference アクセ
ラレーターを使用するようにサービスが設定されている場合に必要です。ここではロールを
指定しないでください。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガ
イドの「Amazon ECS のサービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。
指定したロールに / 以外のパスがある場合は、完全なロール ARN を指定するか (推奨)、ロール名の
前にパスを付ける必要があります。たとえば、ロールの名前が bar で、パスが /foo/ の場合、ロー
ル名として /foo/bar を指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「わかりやすい名前と
パス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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SchedulingStrategy
サービスに使用するスケジュール戦略。詳細については、「サービス」を参照してください。
利用できる 2 つのサービススケジューラ戦略があります。
• REPLICA - レプリカスケジュール戦略では、クラスター全体で必要数のタスクを配置して維持しま
す。デフォルトでは、サービススケジューラによってタスクはアベイラビリティーゾーン間で分散
されます。タスク配置の戦略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイズできます。こ
のスケジューラ戦略は、サービスが CODE_DEPLOY または EXTERNAL デプロイメントコントロー
ラータイプを使用している場合に必要です。
• DAEMON - デーモンのスケジュール戦略では、指定したすべてのタスク配置制約を満たすクラス
ター内のアクティブなコンテナインスタンスごとに、1 つのタスクのみをデプロイします。また、
サービススケジューラは、実行中のタスクのタスク配置の制約事項を評価し、配置制約を満たさな
いタスクを停止します。この戦略を使用する場合、タスクの必要数や配置戦略、サービスの Auto
Scaling ポリシーを指定する必要はありません。

Note
Fargate 起動タイプ、CODE_DEPLOY または EXTERNAL デプロイメントコントローラータ
イプを使用するタスクは、DAEMON スケジューリング戦略をサポートしません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DAEMON | REPLICA
Update requires: Replacement
ServiceName
サービスの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、アンダースコア、ハイフンを使用で
きます。サービス名は同じクラスター内で一意になるようにしてください。ただし、リージョン内の
複数のクラスター間や複数のリージョンにまたがるクラスター間では、同様の名前のサービスがあっ
ても構いません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ServiceRegistries
このサービスに関連付けるサービス検出レジストリの詳細。詳細については、「サービス検出」を参
照してください。

Note
各サービスは、1 つのサービスレジストリに関連付けることができます。サービスごとに複
数のサービスレジストリはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: ServiceRegistry (p. 2888) のリスト
Update requires: Replacement
Tags
サービスに適用し、サービスの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプ
ションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。サービスが削除されると、タ
グも削除されます。
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タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスと
して使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。こ
のプレフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレ
フィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
TaskDefinition
family と revision (family:revision)、またはサービスで実行されるタスク定義の完全な
ARN。リソースが安定するには、revision が必要です。
サービスが ECS または CODE_DEPLOY デプロイコントローラーを使用している場合は、タスク定義を
指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Amazon リソースネーム
(ARN)。
次のサンプルでは、Ref 関数は、arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/samplewebapp などの MyECSService サービスの ARN を返します。
{ "Ref": "MyECSService" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Name
Amazon ECS サービスの名前 (sample-webapp など)。
ServiceArn
AWS CloudFormation では現在サポートされていません。

例
ベーシックサービスを定義します。
次の例は、同じテンプレートの別の場所で宣言されたクラスターとタスク定義を使用する、必要な数の 1
を持つサービスを定義します。

JSON
"ECSService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties" : {
"Cluster": { "Ref": "ECSCluster" },
"DesiredCount": 1,
"TaskDefinition" : { "Ref": "ECSTaskDefinition" }
}
}

YAML
ECSService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
Cluster:
Ref: "ECSCluster"
DesiredCount: 1
TaskDefinition:
Ref: "ECSTaskDefinition"

Application Load Balancer とサービスの関連付け
次の例では、AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup リソースを参照して Application Load
Balancer と Amazon ECS サービスを関連付けます。

Note
Amazon ECS サービスには、Application Load Balancer リスナールールと Application Load
Balancer リスナーへの明示的な依存関係が必要です。これにより、リスナーの準備が整う前に
サービスが開始されなくなります。

JSON
"ECSService" : {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"DependsOn": [
"Listener"
],
"Properties": {
"Role": {
"Ref": "ECSServiceRole"
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}

}

},
"TaskDefinition": {
"Ref": "ECSTaskDefinition"
},
"DesiredCount": "1",
"LoadBalancers": [
{
"TargetGroupArn": {
"Ref": "TargetGroup"
},
"ContainerPort": "80",
"ContainerName": "sample-app"
}
],
"Cluster": {
"Ref": "ECSCluster"
}

YAML
ECSService:
Type: AWS::ECS::Service
DependsOn:
- Listener
Properties:
Role:
Ref: ECSServiceRole
TaskDefinition:
Ref: ECSTaskDefinition
DesiredCount: 1
LoadBalancers:
- TargetGroupArn:
Ref: TargetGroup
ContainerPort: 80
ContainerName: sample-app
Cluster:
Ref: ECSCluster

ヘルスチェックの猶予期間を使用したサービスの定義
次の例では、タスクを最初に開始した後で、Amazon ECS サービススケジューラが異常な Elastic Load
Balancing ターゲットのヘルスチェックを無視する秒数をユーザーが指定できるようにするパラメータで
サービスを定義します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "Creating ECS service",
"Parameters": {
"AppName": {
"Type":"String",
"Description": "Name of app requiring ELB exposure",
"Default": "simple-app"
},
"AppContainerPort": {
"Type":"Number",
"Description": "Container port of app requiring ELB exposure",
"Default": "80"
},
"AppHostPort": {
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"Type":"Number",
"Description": "Host port of app requiring ELB exposure",
"Default": "80"
},
"ServiceName": {
"Type": "String"
},
"LoadBalancerName": {
"Type": "String"
},
"HealthCheckGracePeriodSeconds": {
"Type": "String"
}

},
"Resources": {
"ECSCluster": {
"Type": "AWS::ECS::Cluster"
},
"taskdefinition": {
"Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties" : {
"ContainerDefinitions" : [
{
"Name": {"Ref": "AppName"},
"MountPoints": [
{
"SourceVolume": "my-vol",
"ContainerPath": "/var/www/my-vol"
}
],
"Image":"amazon/amazon-ecs-sample",
"Cpu": "10",
"PortMappings":[
{
"ContainerPort": {"Ref":"AppContainerPort"},
"HostPort": {"Ref":"AppHostPort"}
}
],
"EntryPoint": [
"/usr/sbin/apache2",
"-D",
"FOREGROUND"
],
"Memory":"500",
"Essential": "true"
},
{
"Name": "busybox",
"Image": "busybox",
"Cpu": "10",
"EntryPoint": [
"sh",
"-c"
],
"Memory": "500",
"Command": [
"/bin/sh -c \"while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date; sleep 1; done
\""
],
"Essential" : "false",
"VolumesFrom": [
{
"SourceContainer": {"Ref":"AppName"}
}
]
}
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"Volumes": [
{
"Host": {
"SourcePath": "/var/lib/docker/vfs/dir/"
},
"Name": "my-vol"
}
]

}
},
"ECSService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties" : {
"Cluster": {"Ref": "ECSCluster"},
"DeploymentConfiguration": {
"MaximumPercent": 200,
"MinimumHealthyPercent": 100
},
"DesiredCount": 0,
"HealthCheckGracePeriodSeconds": {"Ref": "HealthCheckGracePeriodSeconds"},
"LoadBalancers": [{
"ContainerName": {"Ref" : "AppName"},
"ContainerPort": {"Ref":"AppContainerPort"},
"LoadBalancerName": {"Ref": "elb"}
}],
"PlacementStrategies": [{
"Type" : "binpack",
"Field": "memory"
}, {
"Type": "spread",
"Field": "host"
}],
"PlacementConstraints": [{
"Type": "memberOf",
"Expression": "attribute:ecs.availability-zone != us-east-1d"
}, {
"Type": "distinctInstance"
}],
"TaskDefinition" : {"Ref":"taskdefinition"},
"ServiceName": {"Ref": "ServiceName"},
"Role": {"Ref": "Role"}
}
},
"elb": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"LoadBalancerName": {"Ref": "LoadBalancerName"},
"Listeners": [{
"InstancePort": {"Ref": "AppHostPort"},
"LoadBalancerPort": "80",
"Protocol": "HTTP"
}],
"Subnets": [{"Ref":"Subnet1"}]
},
"DependsOn": "GatewayAttachment"
},
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/24"
}
},
"Subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
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"VpcId": { "Ref": "VPC" },
"CidrBlock": "10.0.0.0/25"

}
},
"InternetGateway": {
"Type": "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"GatewayAttachment": {
"Type": "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"InternetGatewayId": {"Ref": "InternetGateway"},
"VpcId": {"Ref": "VPC"}
}
},
"Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ecs.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceRole"]
}
}
},
"Outputs" : {
"Cluster": {
"Value": {"Ref" : "ECSCluster"}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Creating ECS service
Parameters:
AppName:
Type: String
Description: Name of app requiring ELB exposure
Default: simple-app
AppContainerPort:
Type: Number
Description: Container port of app requiring ELB exposure
Default: '80'
AppHostPort:
Type: Number
Description: Host port of app requiring ELB exposure
Default: '80'
ServiceName:
Type: String
LoadBalancerName:
Type: String
HealthCheckGracePeriodSeconds:
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Type: String
Resources:
cluster:
Type: AWS::ECS::Cluster
taskdefinition:
Type: AWS::ECS::TaskDefinition
Properties:
ContainerDefinitions:
- Name: !Ref AppName
MountPoints:
- SourceVolume: my-vol
ContainerPath: /var/www/my-vol
Image: amazon/amazon-ecs-sample
Cpu: '10'
PortMappings:
- ContainerPort: !Ref AppContainerPort
HostPort: !Ref AppHostPort
EntryPoint:
- /usr/sbin/apache2
- '-D'
- FOREGROUND
Memory: '500'
Essential: true
- Name: busybox
Image: busybox
Cpu: '10'
EntryPoint:
- sh
- '-c'
Memory: '500'
Command:
- >/bin/sh -c "while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date; sleep
1; done"
Essential: false
VolumesFrom:
- SourceContainer: !Ref AppName
Volumes:
- Host:
SourcePath: /var/lib/docker/vfs/dir/
Name: my-vol
service:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
Cluster: !Ref cluster
DeploymentConfiguration:
MaximumPercent: 200
MinimumHealthyPercent: 100
DesiredCount: 0
HealthCheckGracePeriodSeconds: !Ref HealthCheckGracePeriodSeconds
LoadBalancers:
- ContainerName: !Ref AppName
ContainerPort: !Ref AppContainerPort
LoadBalancerName: !Ref elb
PlacementStrategies:
- Type: binpack
Field: memory
- Type: spread
Field: host
PlacementConstraints:
- Type: memberOf
Expression: 'attribute:ecs.availability-zone != us-east-1d'
- Type: distinctInstance
TaskDefinition: !Ref taskdefinition
ServiceName: !Ref ServiceName
Role: !Ref Role
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elb:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
LoadBalancerName: !Ref LoadBalancerName
Listeners:
- InstancePort: !Ref AppHostPort
LoadBalancerPort: '80'
Protocol: HTTP
Subnets:
- !Ref Subnet1
DependsOn: GatewayAttachment
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/24
Subnet1:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: 10.0.0.0/25
InternetGateway:
Type: AWS::EC2::InternetGateway
GatewayAttachment:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
VpcId: !Ref VPC
Role:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ecs.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceRole'
Outputs:
Cluster:
Value: !Ref cluster

ECS Exec が有効な状態でサービスを定義する
次の例では、ECS Exec を有効にした状態でサービスを定義します。詳細については、Amazon ECS デベ
ロッパーガイドの「ECS Exec を使用してデバッグする」をご参照ください。

JSON
"ECSService": {
"Type": "AWS::ECS::Service",
"Properties" : {
"Cluster": { "Ref": "ECSCluster" },
"DesiredCount": 1,
"TaskDefinition" : { "Ref": "ECSTaskDefinition" },
"EnableExecuteCommand": "true"
}
}
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YAML
ECSService:
Type: AWS::ECS::Service
Properties:
Cluster:
Ref: "ECSCluster"
DesiredCount: 1
TaskDefinition:
Ref: "ECSTaskDefinition"
EnableExecuteCommand: true

AWS::ECS::Service AwsVpcConfiguration
タスクまたはサービスのネットワーク詳細を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssignPublicIp" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
AssignPublicIp: String
SecurityGroups:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
AssignPublicIp
タスクの Elastic Network Interface がパブリック IP アドレスを受け取るかどうか。デフォルト値は
DISABLED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
SecurityGroups
タスクまたはサービスに関連付けられたセキュリティグループの ID。セキュリティグループを指定し
ないと、VPC のデフォルトのセキュリティグループが使用されます。AwsVpcConfiguration ごと
に指定できるセキュリティグループは 5 つに制限されています。

Note
指定するすべてのセキュリティグループが、同じ VPC から取得される必要があります。
API バージョン 2010-05-15
2878

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Subnets
タスクまたはサービスに関連付けられたサブネットの ID。AwsVpcConfiguration ごとに指定でき
るサブネットは 16 個に制限されています。

Note
指定するすべてのサブネットが、同じ VPC から取得される必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Service CapacityProviderStrategyItem
キャパシティープロバイダー戦略の詳細。キャパシティープロバイダー戦略は、RunTask または
CreateService API を使用するときに、または CreateCluster API を持つクラスターのデフォルトの
キャパシティープロバイダー戦略として設定できます。
キャパシティープロバイダー戦略では、クラスターに既に関連付けられており、ACTIVE
または UPDATING ステータスを持つキャパシティープロバイダーのみを使用できま
す。PutClusterCapacityProviders API は、キャパシティープロバイダーをクラスターに関連付ける
ために使用します。
Auto Scaling グループを使用するキャパシティープロバイダーを指定する場合は、キャパシティープロバ
イダーがすでに作成されている必要があります。CreateCapacityProvider API オペレーションを使用
して、新しい Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーを作成できます。
AWS Fargate 容量プロバイダーを使用するには、FARGATE または FARGATE_SPOT 容量プロバイダーを指
定します。AWS Fargate 容量プロバイダーはすべてのアカウントで使用でき、クラスターに関連付けるだ
けで、クラスタープロバイダー戦略に使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Base" : Integer,
"CapacityProvider" : String,
"Weight" : Integer

YAML
Base: Integer
CapacityProvider: String
Weight: Integer
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プロパティ
Base
ベース値は、指定されたキャパシティープロバイダーで実行するタスクの最小限の数を指定します。
キャパシティープロバイダー戦略では、ベースを定義できるキャパシティープロバイダーは 1 つだけ
です。値を指定しない場合、デフォルト値の 0 が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100000
Update requires: No interruption
CapacityProvider
キャパシティープロバイダーの短縮名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
ウエイト値は、指定したキャパシティープロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する相対
的な割合を示します。weight 値は、base 値が、もし定義されている場合、満たされた後に、考慮さ
れます。
weight 値が指定されていない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。キャパシティープロバイ
ダー戦略内で複数のキャパシティープロバイダーを指定する場合、少なくとも 1 つのキャパシティー
プロバイダーのウェイト値が 0 より大きい必要があり、ウェイトが 0 のキャパシティープロバイダー
はタスクを配置するのに使用しません。すべてのキャパシティープロバイダーが 0 のウェイトを持つ
戦略で複数のキャパシティープロバイダーを指定すると、キャパシティープロバイダー戦略を使用す
る RunTask または CreateService アクションは失敗します。
例えば、加重を使用するシナリオが 2 つのキャパシティープロバイダーを含む戦略を定義し、両方の
加重が 1 である場合、base が満たされたとき、タスクは 2 つのキャパシティープロバイダー間で均
等に分割されます。同じロジックを使用して、キャパシティープロバイダー capacityProviderA に 1
のウエイトを指定し、capacityProviderB に 4 のウエイトを指定すると、capacityProviderA を使用し
て実行されるタスクごとに、4 つのタスクが capacityProviderB を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 1000
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Service DeploymentCircuitBreaker
Note
デプロイサーキットブレーカーは、ローリング更新 (ECS) デプロイタイプを使用するサービスに
のみ使用できます。
API バージョン 2010-05-15
2880

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

DeploymentCircuitBreakerプロパティは、サービスが定常状態に到達できなかった場合にサービスの
デプロイを失敗させるかどうかを決定します。デプロイサーキットブレーカーが有効な場合、サービスデ
プロイは失敗状態に移行し、新しいタスクの起動を停止します。ロールバックが有効な場合、サービスデ
プロイが失敗すると、そのサービスは、正常に完了した最後のデプロイにロールバックされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enable" : Boolean,
"Rollback" : Boolean

YAML
Enable: Boolean
Rollback: Boolean

プロパティ
Enable
サービスのデプロイサーキットブレーカー論理を有効にするかどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Rollback
サービスのデプロイが失敗した場合に Amazon ECS にサービスのロールバックを可能にするかどう
か。ロールバックが有効な場合、サービスデプロイが失敗すると、そのサービスは、正常に完了した
最後のデプロイにロールバックされます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Service DeploymentConfiguration
DeploymentConfiguration プロパティは、デプロイ時に実行されるタスクの数と、タスクの停止およ
び開始の順序を制御するオプションのデプロイパラメータを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DeploymentCircuitBreaker" : DeploymentCircuitBreaker (p. 2880),
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}

"MaximumPercent" : Integer,
"MinimumHealthyPercent" : Integer

YAML
DeploymentCircuitBreaker:
DeploymentCircuitBreaker (p. 2880)
MaximumPercent: Integer
MinimumHealthyPercent: Integer

プロパティ
DeploymentCircuitBreaker

Note
デプロイサーキットブレーカーは、Classic Load Balancer の後方ではない、ローリング更新
(ECS) デプロイタイプを使用するサービスにのみ使用できます。
デプロイサーキットブレーカーは、サービスが定常状態に到達できなかった場合にサービスのデプロ
イを失敗させるかどうかを決定します。有効にすると、サービスデプロイは失敗状態に移行し、新し
いタスクの起動を停止します。Amazon ECS を有効にして、障害の発生後、最後に完了したデプロイ
にサービスをロールバックすることもできます。詳細については、Amazon Elastic Container Service
デベロッパーガイドの「ローリング更新」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DeploymentCircuitBreaker (p. 2880)
Update requires: No interruption
MaximumPercent
サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、maximum percent パラ
メータは、デプロイ時に RUNNING または PENDING 状態で使用できるサービスのタスクの上限数を
サービスのタスクの必要数のパーセント値 (最も近い整数に切り下げ) で表します。一方、サービスに
EC2 起動タイプを使用するタスクが含まれている場合、すべてのコンテナインスタンスは DRAINING
状態になります。このパラメータを使用すると、デプロイのバッチサイズを定義できます。たとえ
ば、サービスで必要数が 4 タスク、最大ヘルス率の値が 200% とすると、スケジューラは 4 つの古い
タスクを停止する前に、4 つの新しいタスクを開始できます (そのために必要なクラスターリソースを
使用できることが前提)。最大ヘルス率のデフォルト値は 200% です。
サービスが Blue/Green (CODE_DEPLOY) または EXTERNAL デプロイのタイプと EC2 起動タイプを使
用するタスクのいずれかを使用している場合、maximum percent 値はデフォルト値に設定され、コン
テナインスタンスが DRAINING 状態のときに RUNNING 状態のままのタスクの上限数を定義するため
に使用されます。サービス内のタスクが Fargate 起動タイプを使用する場合、maximum percent 値は
サービスを記述するときに返されますが、使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinimumHealthyPercent
サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、minimum healthy percent
は、デプロイ時に RUNNING 状態で維持する必要のあるサービスのタスクの下限数をサービスのタス
クの必要数のパーセント値 (最も近い整数に切り上げ) で表します。一方、サービスに EC2 起動タイ
プを使用するタスクが含まれている場合、すべてのコンテナインスタンスは DRAINING 状態になり
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ます。このパラメータにより、追加のクラスターキャパシティーを使用せずにデプロイできます。た
とえば、サービスで必要数が 4 タスク、最小ヘルス率が 50% とすると、スケジューラは 2 つの新し
いタスクを開始する前に、2 つの既存のタスクを停止してクラスターのキャパシティーを解放できま
す。ロードバランサーを使用しないサービスのタスクは、RUNNING 状態にある場合、正常と見なされ
ます。ロードバランサーを使用するサービスのタスクは、RUNNING 状態にあり、ロードバランサー
によって正常であるとレポートされた場合、正常と見なされます。最小ヘルス率のデフォルト値は
100% です。
サービスが Blue/Green (CODE_DEPLOY) または EXTERNAL デプロイのタイプと EC2 起動タイプを使
用するタスクのいずれかを使用している場合、minimum healthy percent 値はデフォルト値に設定さ
れ、コンテナインスタンスが DRAINING 状態のときに RUNNING 状態のままのタスクの下限数を定
義するために使用されます。サービス内のタスクが Fargate 起動タイプを使用する場合、minimum
healthy percent 値はサービスを記述するときに返されますが、使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Service DeploymentController
サービスで使用するデプロイコントローラータイプ。詳細については、Amazon Elastic Container Service
開発者ガイドの「Amazon ECS のデプロイタイプ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
使用するデプロイコントローラータイプ。次の 3 つのデプロイコントローラータイプを使用できま
す。
ECS
ローリング更新 (ECS) デプロイタイプでは、コンテナの現在実行されているバージョンを最新
バージョンに置き換えられます。ローリング更新中に Amazon ECS がサービスに追加または削除
するコンテナの数は、DeploymentConfiguration で指定されるように、サービスのデプロイ中に許
可される正常なタスクの最小数と最大数を調整することで制御されます。
CODE_DEPLOY
Blue/Green (CODE_DEPLOY) デプロイタイプは、AWS CodeDeploy による Blue/Green デプロイ
モデルを使用することにより、本稼働トラフィックを送信する前に、サービスの新しいデプロイ
を確認できます。
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EXTERNAL
外部 (EXTERNAL) デプロイタイプでは、Amazon ECS サービスのデプロイプロセスを完全に制御
するためのサードパーティーのデプロイコントローラーを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CODE_DEPLOY | ECS | EXTERNAL
Update requires: Replacement

AWS::ECS::Service LoadBalancer
LoadBalancer プロパティは、サービスで使用されるロードバランサーの詳細を指定します。
サービスが CODE_DEPLOY デプロイコントローラーを使用している場合、サービスは Application Load
Balancer または Network Load Balancer を使用する必要があります。AWS CodeDeploy デプロイグループ
を作成するときには、2 つのターゲットグループ (targetGroupPair と呼ばれる) を指定します。各ター
ゲットグループが、デプロイの別のタスクセットにバインドされます。ロードバランサーには、最大 2 つ
のリスナー、本稼働トラフィックに必要なリスナー、および本稼働トラフィックをルーティングする前に
サービスの新しいリビジョンをテストできるオプションのリスナーを含めることもできます。
awsvpc ネットワークモードを使用するタスク (たとえば、Fargate 起動タイプのサービス)
は、Application Load Balancer と Network Load Balancer のみをサポートします。Classic Load Balancer
はサポートされていません。また、このようなサービス用にターゲットグループを作成する場合は、ター
ゲットタイプとして instance ではなく、ip を選択する必要があります。これは、awsvpc ネットワー
クモードを使用するタスクは、Amazon EC2 インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付け
られているためです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerName" : String,
"ContainerPort" : Integer,
"LoadBalancerName" : String,
"TargetGroupArn" : String

YAML
ContainerName: String
ContainerPort: Integer
LoadBalancerName: String
TargetGroupArn: String

プロパティ
ContainerName
ロードバランサーに関連付けるコンテナの名前 (コンテナ定義に表示)。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ContainerPort
ロードバランサーに関連付けるコンテナのポート。このポートは、サービスのタスクが使用している
タスク定義の containerPort に対応する必要があります。EC2 起動タイプを使用するタスクの場
合、起動されるコンテナインスタンスは、ポートマッピングの hostPort で進入トラフィックを許可
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
LoadBalancerName
Amazon ECS サービスまたはタスクセットに関連付けられるロードバランサーの名前。
ロードバランサー名は、Classic Load Balancer を使用するときにのみ指定します。Application Load
Balancer または Network Load Balancer を使用している場合は、ロードバランサーの名前パラメータ
を省略する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetGroupArn
サービスまたはタスクセットに関連付ける 1 つ以上の Elastic Load Balancing ターゲットグループの
完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
ターゲットグループ ARN は、Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用する場
合にのみ指定します。Classic Load Balancer を使用している場合は、ターゲットグループの ARN を
省略する必要があります。
ECS デプロイコントローラーを使用するサービスの場合は、1 つ以上のターゲットグループを指定で
きます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「サービスに複数
のターゲットグループを登録する」を参照してください。
CODE_DEPLOY デプロイコントローラーを使用するサービスの場合、ロードバランサーの 2 つのター
ゲットグループを定義する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「CodeDeploy を使用した Blue/Green デプロイを」参照してください。

Important
サービスのタスク定義で awsvpc ネットワークモード (Fargate 起動タイプの場合に必
須) を使用している場合、ターゲットグループを作成する際に、ターゲットタイプとして
instance ではなく ip を選択する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを
使用するタスクが、Amazon EC2 インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付
けられているためです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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AWS::ECS::Service NetworkConfiguration
NetworkConfiguration プロパティは、タスクまたはサービスのネットワーク設定を表すオブジェクト
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AwsvpcConfiguration" : AwsVpcConfiguration (p. 2878)

YAML
AwsvpcConfiguration:
AwsVpcConfiguration (p. 2878)

プロパティ
AwsvpcConfiguration
タスクに関連付けられた VPC サブネットおよびセキュリティグループ。

Note
指定するすべてのサブネットとセキュリティグループが、同じ VPC から取得される必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: AwsVpcConfiguration (p. 2878)
Update requires: No interruption

AWS::ECS::Service PlacementConstraint
PlacementConstraint プロパティは、タスク定義内のタスク配置に対する制約を表すオブジェクトを
指定します。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク配置の制
約事項」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Expression" : String,
"Type" : String

YAML
Expression: String
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Type: String

プロパティ
Expression
制約に適用されるクラスタークエリ言語式。制約タイプが distinctInstance である場合は、式を
指定できません。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「クラス
タークエリ言語」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
制約事項のタイプ。特定のグループの各タスクが確実に別のコンテナインスタンスで実行されるよ
うにするには、distinctInstance を使用します。選択対象を有効な候補グループに制約するに
は、memberOf を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: distinctInstance | memberOf
Update requires: Replacement

AWS::ECS::Service PlacementStrategy
PlacementStrategy プロパティは、タスクまたはサービスのタスク配置戦略を指定します。詳細につい
ては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドのタスク配置戦略を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Field" : String,
"Type" : String

YAML
Field: String
Type: String

プロパティ
Field
配置戦略を適用するフィールド。spread 配置戦略では、有効な値は instanceId (または同じ効果
を持つ host)、または attribute:ecs.availability-zone などのコンテナインスタンスに適用
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される任意のプラットフォームまたはカスタム属性です。binpack 配置戦略では、有効な値は、cpu
および memory です。random 配置戦略では、このフィールドは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
配置戦略のタイプ。random 配置戦略は、タスクを利用可能な候補にランダムに配置します。spread
配置戦略は、field パラメータに基づいて、利用可能候補間で均等にタスクを分散して配置しま
す。binpack 戦略は、field パラメータで指定したリソースの利用可能量が最も少ない利用可能候
補にタスクを配置します。たとえば、メモリの binpack 戦略を使用する場合、タスクは残りのメモリ
の量が最も少ない (ただし、タスクを実行するのに十分な) インスタンスに配置されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: binpack | random | spread
Update requires: Replacement

AWS::ECS::Service ServiceRegistry
ServiceRegistry プロパティは、サービスレジストリの詳細を指定します。詳細については、Amazon
Elastic Container Service 開発者ガイドの「サービス検出」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerName" : String,
"ContainerPort" : Integer,
"Port" : Integer,
"RegistryArn" : String

YAML
ContainerName: String
ContainerPort: Integer
Port: Integer
RegistryArn: String

プロパティ
ContainerName
タスク定義にすでに指定されているコンテナ名の値。サービス検出サービスに使用されます。サービ
スタスクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用されている場合
は、タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指定する必要がありま
す。サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpcネットワークモードが使用され、SRV DNS タイ
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プのレコードが使用されている場合は、containerName と containerPort の組み合わせを指定す
るか、port 値を指定する必要があります (両方は指定しないでください)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ContainerPort
タスク定義にすでに指定されているポートの値。サービス検出サービスに使用されます。サービスタ
スクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用されている場合は、
タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指定する必要があります。
サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpc ネットワークモードが使用され、SRV DNS タイプ
のレコードが使用されている場合は、containerName と containerPort の組み合わせを指定する
か、port 値を指定する必要があります (両方は指定しないでください)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Port
サービス検出サービスが SRV レコードを指定した場合に使用されるポート値。このフィールド
は、awsvpc ネットワークモードと SRV レコードの両方が使用されている場合に使用される可能性が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
RegistryArn
サービスレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)。現在サポートされているサービスレジストリ
は AWS Cloud Map です。詳細については、「CreateService」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition
AWS::ECS::TaskDefinition リソースは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクの
コンテナとボリュームの定義について説明します。Amazon ECS サービスまたはタスクを通じて、使用す
る Docker イメージ、必要なリソース、タスク定義の開始に関連する他の設定を指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties" : {
"ContainerDefinitions" : [ ContainerDefinition (p. 2900), ... ],
"Cpu" : String,
"EphemeralStorage" : EphemeralStorage (p. 2921),
"ExecutionRoleArn" : String,
"Family" : String,
"InferenceAccelerators" : [ InferenceAccelerator (p. 2926), ... ],
"IpcMode" : String,
"Memory" : String,
"NetworkMode" : String,
"PidMode" : String,
"PlacementConstraints" : [ TaskDefinitionPlacementConstraint (p. 2940), ... ],
"ProxyConfiguration" : ProxyConfiguration (p. 2935),
"RequiresCompatibilities" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TaskRoleArn" : String,
"Volumes" : [ Volume (p. 2943), ... ]
}

YAML
Type: AWS::ECS::TaskDefinition
Properties:
ContainerDefinitions:
- ContainerDefinition (p. 2900)
Cpu: String
EphemeralStorage:
EphemeralStorage (p. 2921)
ExecutionRoleArn: String
Family: String
InferenceAccelerators:
- InferenceAccelerator (p. 2926)
IpcMode: String
Memory: String
NetworkMode: String
PidMode: String
PlacementConstraints:
- TaskDefinitionPlacementConstraint (p. 2940)
ProxyConfiguration:
ProxyConfiguration (p. 2935)
RequiresCompatibilities:
- String
Tags:
- Tag
TaskRoleArn: String
Volumes:
- Volume (p. 2943)

プロパティ
ContainerDefinitions
タスクを構成するさまざまなコンテナを記述する JSON 形式のコンテナの定義のリスト。コンテナの
定義パラメータとデフォルト値の詳細については、『Amazon Elastic Container Service 開発者ガイ
ド』の「Amazon ECS のタスク定義」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ContainerDefinition (p. 2900) のリスト
Update requires: Replacement
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Cpu
タスクで使用されている cpu ユニットの数。EC2 起動タイプを使用する場合、このフィールドはオプ
ションであり、任意の値を使用できます。Fargate 起動タイプを使用している場合、このフィールド
は必須であり、次のいずれかの値を使用する必要があります。この値により memory パラメータの有
効な値の範囲が決まります。
• 256 (.25 vCPU) - 使用可能な memory 値: 512 (0.5 GB)、1024 (1 GB)、2048 (2 GB)
• 512 (.5 vCPU) - 使用可能な memory 値: 1024 (1 GB)、2048 (2 GB)、3072 (3 GB)、4096 (4 GB)
• 1024 (1 vCPU) - 使用可能な memory 値: 2048 (2 GB)、3072 (3 GB)、4096 (4 GB)、5120 (5
GB)、6144 (6 GB)、7168 (7 GB)、8192 (8 GB)
• 2048 (2 vCPU) - 使用可能な memory 値: 4096 (4 GB) ～ 16384 (16 GB) (1024 (1 GB) のインクリメ
ント)
• 4096 (4 vCPU) - 使用可能な memory 値: 8192 (8 GB) ～ 30720 (30 GB) (1024 (1 GB) のインクリメ
ント)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EphemeralStorage
タスク定義で実行されるタスクに使用する一時ストレージ設定。
必須: いいえ
タイプ: EphemeralStorage (p. 2921)
Update requires: Replacement
ExecutionRoleArn
ユーザーに代わって AWS API コールを実行する許可を Amazon ECS コンテナエージェントに付与す
るタスク実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。タスク実行 IAM ロールは、タスクの要件に
応じて必要です。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「Amazon ECS
タスク実行 IAM ロール」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Family
このタスク定義が登録されたファミリーの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイ
フン、アンダースコアを使用できます。
ファミリーはタスク定義の複数のバージョンをグループ化します。Amazon ECS は、ファミリーに登
録した最初のタスク定義にリビジョン番号 1 を付与します。Amazon ECS は、追加された各タスク定
義に順番にリビジョン番号を付与していきます。

Note
タスク定義を更新するときにリビジョン番号を使用するには、このプロパティを指定しま
す。値を指定しない場合、更新するたびに AWS CloudFormation によって新しいタスク定義
が生成されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InferenceAccelerators
タスク内のコンテナに使用する Elastic Inference アクセラレーター。
必須: いいえ
タイプ: InferenceAccelerator (p. 2926) のリスト
Update requires: Replacement
IpcMode
タスクのコンテナで使用する IPC リソースの名前空間。有効な値は host、task または none で
す。host が指定されている場合、同じコンテナインスタンスで host IPC モードを指定したタス
ク内のすべてのコンテナは、ホスト Amazon EC2 インスタンスと同じ IPC リソースを共有しま
す。task が指定されている場合、指定したタスク内のすべてのコンテナは同じ IPC リソースを共有
します。none が指定されている場合、タスクのコンテナ内の IPC リソースはプライベートです。タ
スク内またはコンテナインスタンスの他のコンテナと共有されることはありません。値を指定しない
場合、IPC リソース名前空間の共有はコンテナインスタンスの Docker デーモンの設定によって異な
ります。詳細については、Docker run reference の「IPC settings」を参照してください。
host IPC モードを使用する場合は、意図せず IPC 名前空間が公開されるリスクが高いことに注意し
てください。詳細については、「Docker security」を参照してください。
タスクのコンテナに systemControls を使用して名前空間のカーネルパラメータを設定している
場合は、次のように IPC リソース名前空間に適用されます。詳細については、「Amazon Elastic
Container Service 開発者ガイド」の「システムコントロール」を参照してください。
• host IPC モードを使用するタスクの場合、systemControls に関連する IPC 名前空間はサポート
されていません。
• task IPC モードを使用するタスクでは、systemControls に関連する IPC 名前空間はタスク内の
すべてのコンテナに適用されます。

Note
このパラメータは、Windows コンテナ、または AWS Fargate で実行するタスクではサポー
トされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: host | none | task
Update requires: Replacement
Memory
タスクが使用するメモリの量 (MiB 単位)。
タスクを Amazon EC2 インスタンスで実行する場合は、タスクレベルのメモリ値またはコンテナレベ
ルのメモリ値を指定する必要があります。このフィールドはオプションです。任意の値を使用できま
す。タスクレベルのメモリ値が指定されている場合、コンテナレベルのメモリ値はオプションです。
コンテナレベルのメモリとメモリ予約の詳細については、「ContainerDefinition」を参照してくださ
い。
タスクが AWS Fargate で実行される場合、このフィールドは必須であり、次のいずれかの値を使用す
る必要があります。この値により cpu パラメータの有効な値の範囲が決まります。
• 512 (0.5 GB)、1024 (1 GB)、2048 (2 GB) - 使用可能な cpu 値: 256 (.25 vCPU)
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• 1024 (1 GB)、2048 (2 GB)、3072 (3 GB)、4096 (4 GB) - 使用可能な cpu 値: 512 (.5 vCPU)
• 2048 (2 GB)、3072 (3 GB)、4096 (4 GB)、5120 (5 GB)、6144 (6 GB)、7168 (7 GB)、8192 (8 GB)
- 使用可能な cpu 値: 1024 (1 vCPU)
• 4096 (4 GB) ～ 16384 (16 GB) (1024 (1 GB) のインクリメント) - 使用可能な cpu 値: 2048 (2 vCPU)
• 8192 (8 GB) ～ 30720 (30 GB) (1024 (1 GB) のインクリメント) - 使用可能な cpu 値: 4096 (4 vCPU)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NetworkMode
タスクのコンテナで使用する Docker ネットワーキングモード。有効な値
は、none、bridge、awsvpc、および host です。デフォルトの Docker ネットワークモードは
bridge です。Fargate 起動タイプを使用している場合、awsvpc ネットワークモードが必要で
す。EC2 起動タイプを使用している場合、どのネットワークモードも使用できます。ネットワーク
モードを none に設定した場合、コンテナの定義にポートマッピングを指定することはできず、タ
スクのコンテナに外部接続がなくなります。host および awsvpc ネットワークモードでは、コンテ
ナのネットワークパフォーマンスは最大限に高まります。bridge モードとは異なり、仮想化ネット
ワークスタックではなく、EC2 ネットワークスタックを使用するためです。
host および awsvpc ネットワークモードでは、公開されるコンテナポートは対応するホストポート
(host ネットワークモードの場合) またはアタッチされた Elastic Network Interface ポート (awsvpc
ネットワークモードの場合) に直接マッピングされるため、動的ホストポートマッピングは利用できま
せん。
ネットワークモードが awsvpc の場合、タスクに Elastic Network Interface が割り当てられるため、
タスク定義を使用したサービスの作成時またはタスクの実行時に、NetworkConfiguration 値を指定す
る必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タスクネッ
トワーキング」を参照してください。

Note
現在、Amazon ECS に最適化された AMI、ecs-init パッケージがある他の Amazon Linux
バリアント、または AWS Fargate インフラストラクチャのみが、awsvpc ネットワークモー
ドをサポートします。
host ネットワークモードでポートマッピングが使用されている場合は、1 つのコンテナインスタンス
で同じタスクの複数のインスタンスを実行することはできません。
Windows 用の Docker では Linux 用の Docker とは異なるネットワークモードを使用しま
す。Windows コンテナにタスク定義を登録するときに、ネットワークモードを指定しないでくださ
い。コンソールを使用して Windows コンテナにタスク定義を登録する場合は、<default> ネット
ワークモードオブジェクトを選択する必要があります。
詳細については、『Docker run リファレンス』の「ネットワーク設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: awsvpc | bridge | host | none
Update requires: Replacement
PidMode
タスクのコンテナで使用するプロセス名前空間。有効な値は host または task です。host が指定
されている場合、同じコンテナインスタンスで host PID モードを指定したタスク内のすべてのコン
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テナは、ホスト Amazon EC2 インスタンスと同じ IPC リソースを共有します。task が指定されてい
る場合、指定したタスク内のすべてのコンテナは同じプロセス名前空間を共有します。値が指定され
ていない場合、デフォルトはプライベート名前空間です。詳細については、Docker run reference の
「PID settings」を参照してください。
host PID モードを使用する場合は、意図せずプロセス名前空間が公開されるリスクが高いことに注意
してください。詳細については、「Docker security」を参照してください。

Note
このパラメータは、Windows コンテナ、または AWS Fargate で実行するタスクではサポー
トされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: host | task
Update requires: Replacement
PlacementConstraints
タスクに使用する、配置制約オブジェクトの配列。

Note
このパラメータは、AWS Fargate で実行されるタスクではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: TaskDefinitionPlacementConstraint (p. 2940) のリスト
Update requires: Replacement
ProxyConfiguration
ProxyConfiguration プロパティは、App Mesh プロキシの設定の詳細を指定します。
プロキシ設定を有効にするには、Amazon ECS コンテナインスタンスにコンテナエージェントのバー
ジョン 1.26.0 以上と ecs-init パッケージのバージョン 1.26.0-1 以上が必要です。コンテナインス
タンスが Amazon ECS に最適化された AMI バージョン 20190301 以降から起動される場合、コン
テナエージェントおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳細については、Amazon
Elastic Container Service 開発者ガイドの「Amazon ECS に最適化された Linux AMI」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: ProxyConfiguration (p. 2935)
Update requires: Replacement
RequiresCompatibilities
タスク定義が検証されたタスクの起動タイプ。タスク定義が検証されるタスク起動タイプを確認する
には、TaskDefinition$compatibilities パラメータを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
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Tags
タスク定義に適用し、サービスの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオ
プションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる
値は 1 つのみです。
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode) (UTF-8)
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可
される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 で表現できる文字、数字、スペース、および +、-、=、.、_、:、/、@。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、キーまたは値のプレフィックスと
して使用しないでください。これらの文字列は AWS による使用のために予約されています。こ
のプレフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレ
フィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
TaskRoleArn
ユーザーに代わってタスク内のコンテナに AWS API を 呼び出す許可を与える AWS Identity and
Access Management ロールの短い名前または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「Amazon ECS のタスクロール」を参照して
ください。
Windows 上のタスクの IAM ロールでは、Amazon ECS に最適化された Windows AMI を起動すると
きに -EnableTaskIAMRole オプションを設定する必要があります。また、コンテナでは、この機
能を利用するために一部の設定コードを実行する必要があります。詳細については、Amazon Elastic
Container Service デベロッパーガイドの「Windows タスク用の IAM ロール」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Volumes
タスクのデータボリューム定義のリスト。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「タスクでのデータボリュームの使用」を参照してください。

Note
host および sourcePath パラメータは、AWS Fargate で実行されるタスクでサポートされ
ていません。
必須: いいえ
タイプ: Volume (p. 2943) のリスト
Update requires: Replacement
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Amazon リソースネーム
(ARN)。
次のサンプルでは、Ref 関数が MyTaskDefinition タスク定義の ARN (arn:aws:ecs:uswest-2:123456789012:task-definition/TaskDefinitionFamily:1 など) を返します。
{ "Ref": "MyTaskDefinition" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Amazon ECS タスク定義の作成
次の例では、コンテナの定義 2 つとボリューム定義 1 つを含む Amazon ECS タスク定義を定義します。

JSON
"taskdefinition": {
"Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties" : {
"ContainerDefinitions" : [
{
"Name": {"Ref": "AppName"},
"MountPoints": [
{
"SourceVolume": "my-vol",
"ContainerPath": "/var/www/my-vol"
}
],
"Image":"amazon/amazon-ecs-sample",
"Cpu": 256,
"PortMappings":[
{
"ContainerPort": {"Ref":"AppContainerPort"},
"HostPort": {"Ref":"AppHostPort"}
}
],
"EntryPoint": [
"/usr/sbin/apache2",
"-D",
"FOREGROUND"
],
"Memory": 512,
"Essential": true
},
{
"Name": "busybox",
"Image": "busybox",
"Cpu": 256,
"EntryPoint": [
"sh",
"-c"
],
"Memory": 512,
"Command": [
"/bin/sh -c \"while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date; sleep 1; done\""
],
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}

}

"Essential" : false,
"VolumesFrom": [
{
"SourceContainer": {"Ref":"AppName"}
}
]
}],
"Volumes": [
{
"Host": {
"SourcePath": "/var/lib/docker/vfs/dir/"
},
"Name": "my-vol"
}]

YAML
taskdefinition:
Type: AWS::ECS::TaskDefinition
Properties:
ContainerDefinitions:
Name:
Ref: "AppName"
MountPoints:
SourceVolume: "my-vol"
ContainerPath: "/var/www/my-vol"
Image: "amazon/amazon-ecs-sample"
Cpu: 256
PortMappings:
ContainerPort:
Ref: "AppContainerPort"
HostPort:
Ref: "AppHostPort"
EntryPoint:
- "/usr/sbin/apache2"
- "-D"
- "FOREGROUND"
Memory: 512
Essential: true
Name: "busybox"
Image: "busybox"
Cpu: 256
EntryPoint:
- "sh"
- "-c"
Memory: 512
Command:
- "/bin/sh -c \"while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date; sleep 1; done\""
Essential: false
VolumesFrom:
SourceContainer:
Ref: "AppName"
Volumes:
Host:
SourcePath: "/var/lib/docker/vfs/dir/"
Name: "my-vol"
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Amazon ECS タスク定義の作成
次の例では、必要な互換性として EC2 を指定する Amazon ECS タスク定義を指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"taskdefinition": {
"Type": "AWS::ECS::TaskDefinition",
"Properties": {
"RequiresCompatibilities": [
"EC2"
],
"ContainerDefinitions": [
{
"Name": "my-app",
"MountPoints": [
{
"SourceVolume": "my-vol",
"ContainerPath": "/var/www/my-vol"
}
],
"Image": "amazon/amazon-ecs-sample",
"Cpu": 256,
"EntryPoint": [
"/usr/sbin/apache2",
"-D",
"FOREGROUND"
],
"Memory": 512,
"Essential": true
},
{
"Name": "busybox",
"Image": "busybox",
"Cpu": 256,
"EntryPoint": [
"sh",
"-c"
],
"Memory": 512,
"Command": [
"/bin/sh -c \"while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date;
sleep 1; done\""
],
"Essential": false,
"DependsOn": [
{
"ContainerName": "my-app",
"Condition": "START"
}
],
"VolumesFrom": [
{
"SourceContainer": "my-app"
}
]
}
],
"Volumes": [
{
"Host": {
"SourcePath": "/var/lib/docker/vfs/dir/"
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}

}

}

}

]

}

},
"Name": "my-vol"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
taskdefinition:
Type: AWS::ECS::TaskDefinition
Properties:
RequiresCompatibilities:
- "EC2"
ContainerDefinitions:
Name: "my-app"
MountPoints:
SourceVolume: "my-vol"
ContainerPath: "/var/www/my-vol"
Image: "amazon/amazon-ecs-sample"
Cpu: 256
EntryPoint:
- "/usr/sbin/apache2"
- "-D"
- "FOREGROUND"
Memory: 512
Essential: true
Name: "busybox"
Image: "busybox"
Cpu: 256
EntryPoint:
- "sh"
- "-c"
Memory: 512
Command:
- "/bin/sh -c \"while true; do /bin/date > /var/www/my-vol/date; sleep 1; done
\""
Essential: false
DependsOn:
- ContainerName: my-app
Condition: START
VolumesFrom:
SourceContainer: "my-app"
Volumes:
Host:
SourcePath: "/var/lib/docker/vfs/dir/"
Name: "my-vol"

AWS::ECS::TaskDefinition AuthorizationConfig
Amazon EFS ファイルシステムの認証設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
2899

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

JSON
{
}

"AccessPointId" : String,
"IAM" : String

YAML
AccessPointId: String
IAM: String

プロパティ
AccessPointId
使用する Amazon EFS アクセスポイントの ID。アクセスポイントを指定する場合
は、EFSVolumeConfiguration に指定されたルートディレクトリ値を省略するか、これを / に
設定して EFS アクセスポイントにパスを設定する必要があります。アクセスポイントを使用する場
合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号化を有効にする必要があります。詳細について
は、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IAM
Amazon EFS ファイルシステムのマウント時にタスク定義で定義した Amazon ECS タスクの IAM
ロールを使用するかどうかを指定します。使用する場合は、EFSVolumeConfiguration で転送中
の暗号化を有効にする必要があります。このパラメータを省略すると、DISABLED のデフォルト値が
使用されます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon
EFS アクセスポイントの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition ContainerDefinition
ContainerDefinition プロパティは、コンテナ定義を指定します。コンテナ定義は、タスク定義で使
用され、タスクの一部として起動されるさまざまなコンテナを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Command" : [ String, ... ],
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}

"Cpu" : Integer,
"DependsOn" : [ ContainerDependency (p. 2915), ... ],
"DisableNetworking" : Boolean,
"DnsSearchDomains" : [ String, ... ],
"DnsServers" : [ String, ... ],
"DockerLabels" : {Key : Value, ...},
"DockerSecurityOptions" : [ String, ... ],
"EntryPoint" : [ String, ... ],
"Environment" : [ KeyValuePair (p. 2928), ... ],
"EnvironmentFiles" : [ EnvironmentFile (p. 2920), ... ],
"Essential" : Boolean,
"ExtraHosts" : [ HostEntry (p. 2924), ... ],
"FirelensConfiguration" : FirelensConfiguration (p. 2921),
"HealthCheck" : HealthCheck (p. 2922),
"Hostname" : String,
"Image" : String,
"Interactive" : Boolean,
"Links" : [ String, ... ],
"LinuxParameters" : LinuxParameters (p. 2928),
"LogConfiguration" : LogConfiguration (p. 2931),
"Memory" : Integer,
"MemoryReservation" : Integer,
"MountPoints" : [ MountPoint (p. 2932), ... ],
"Name" : String,
"PortMappings" : [ PortMapping (p. 2933), ... ],
"Privileged" : Boolean,
"PseudoTerminal" : Boolean,
"ReadonlyRootFilesystem" : Boolean,
"RepositoryCredentials" : RepositoryCredentials (p. 2936),
"ResourceRequirements" : [ ResourceRequirement (p. 2937), ... ],
"Secrets" : [ Secret (p. 2938), ... ],
"StartTimeout" : Integer,
"StopTimeout" : Integer,
"SystemControls" : [ SystemControl (p. 2939), ... ],
"Ulimits" : [ Ulimit (p. 2942), ... ],
"User" : String,
"VolumesFrom" : [ VolumeFrom (p. 2944), ... ],
"WorkingDirectory" : String

YAML
Command:
- String
Cpu: Integer
DependsOn:
- ContainerDependency (p. 2915)
DisableNetworking: Boolean
DnsSearchDomains:
- String
DnsServers:
- String
DockerLabels:
Key : Value
DockerSecurityOptions:
- String
EntryPoint:
- String
Environment:
- KeyValuePair (p. 2928)
EnvironmentFiles:
- EnvironmentFile (p. 2920)
Essential: Boolean
ExtraHosts:
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- HostEntry (p. 2924)
FirelensConfiguration:
FirelensConfiguration (p. 2921)
HealthCheck:
HealthCheck (p. 2922)
Hostname: String
Image: String
Interactive: Boolean
Links:
- String
LinuxParameters:
LinuxParameters (p. 2928)
LogConfiguration:
LogConfiguration (p. 2931)
Memory: Integer
MemoryReservation: Integer
MountPoints:
- MountPoint (p. 2932)
Name: String
PortMappings:
- PortMapping (p. 2933)
Privileged: Boolean
PseudoTerminal: Boolean
ReadonlyRootFilesystem: Boolean
RepositoryCredentials:
RepositoryCredentials (p. 2936)
ResourceRequirements:
- ResourceRequirement (p. 2937)
Secrets:
- Secret (p. 2938)
StartTimeout: Integer
StopTimeout: Integer
SystemControls:
- SystemControl (p. 2939)
Ulimits:
- Ulimit (p. 2942)
User: String
VolumesFrom:
- VolumeFrom (p. 2944)
WorkingDirectory: String

プロパティ
Command
コンテナに渡すコマンド。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクショ
ンの Cmd にマップされ、COMMAND パラメータは docker run にマップされます。詳細について
は、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してください。複数の引数がある場
合、各引数は配列において区切られた文字列である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Cpu
コンテナ用に予約されている cpu ユニットの数。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの CpuShares にマップされ、--cpu-shares オプションは docker run にマッ
プされます。
Fargate 起動タイプを使用するタスクでは、このフィールドはオプションです。その場合、タスク内
のすべてのコンテナ用に予約される CPU の合計量が、タスクレベルの cpu の値を下回ることが唯一
の要件となります。
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Note
[Amazon EC2 インスタンス] 詳細ページのインスタンスタイプに一覧表示されている vCPU
数に 1,024 を乗算して、EC2 インスタンスタイプごとに使用可能な CPU ユニットの数を判
断できます。
Linux コンテナは、割り当てられた CPU ユニットと同じ比率を使用して、割り当てられていない
CPU ユニットをコンテナインスタンス上の他コンテナと共有します。たとえば、単一コンテナタス
クを単一コアインスタンスタイプで実行する場合、そのコンテナ用に 512 個の CPU ユニットを指定
しており、そのタスクがコンテナインスタンスで実行される唯一のタスクであると、そのコンテナは
1,024 個の CPU ユニット配分すべてをいつでも使用できます。ただし、そのコンテナインスタンスで
同じタスクの別のコピーを起動した場合、必要に応じてタスクごとに最低 512 個の CPU ユニットが
確保され、各コンテナは最大 CPU ユニット配分を使用できますが (他方のコンテナが使用していない
限り)、両方のタスクが常に 100% アクティブであれば、使用できるのは 512 個の CPU ユニットに制
限されます。
Linux コンテナインスタンスでは、コンテナインスタンス上の Docker デーモンは、CPU 値を使用し
て、実行中のコンテナに対する相対 CPU 配分比率を計算します。詳細については、Docker ドキュメ
ントの「CPU 配分の制約」を参照してください。Linux kernel が許可する CPU の有効な最小共有値
は 2 です。ただし、CPU のパラメータは必要なく、コンテナ定義で 2 以下の CPU 値を使用できま
す。CPU 値が 2 未満の場合 (null を含む)、動作は Amazon ECS コンテナエージェントのバージョン
によって異なります。
• エージェントのバージョンが 1.1.0 以下である: Null と 0 の CPU 値は Docker に 0 として渡さ
れ、Docker はそれを 1,024 個の CPU 配分に変換します。1 の CPU 値は Docker に 1 として渡さ
れ、Linux カーネルはそれを 2 個の CPU 配分に変換します。
• エージェントのバージョンが 1.2.0 以上である: Null、0、1 の CPU 値は Docker に 2 として渡され
ます。
Windows コンテナインスタンスでは、CPU 制限は絶対制限またはクォータとして適用されま
す。Windows コンテナはタスク定義で指定された一定量の CPU にのみアクセスします。ヌルまたは
ゼロの CPU 値は 0 として Docker に渡され、これを Windows は 1 つの CPU の 1％ として解釈しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
DependsOn
コンテナの起動と停止に定義されている依存関係。コンテナには複数の依存関係を含めることができ
ます。依存関係がコンテナの起動に対して定義されている場合、コンテナの停止の場合、依存関係は
逆になります。
EC2 起動タイプを使用するタスクでは、コンテナインスタンスはコンテナの依存関係を有効にする
ために、コンテナエージェントのバージョン 1.26.0 以上を必要とします。ただし、最新のコンテナ
エージェントのバージョンを使用することをお勧めします。エージェントのバージョンの確認と最
新バージョンへの更新の詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの
「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。Amazon ECS 対応 Linux AMI を
使用している場合、インスタンスでは、ecs-init パッケージの 1.26.0-1 バージョン以上が必要で
す。コンテナインスタンスがバージョン 20190301 以降から起動される場合、コンテナエージェン
トおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳細については、Amazon Elastic Container
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Linux AMI」を参照してください。
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、タスクまたはサービスにはプラットフォームバージョ
ン 1.3.0 以降が必要です。
必須: いいえ
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タイプ: ContainerDependency (p. 2915) のリスト
Update requires: Replacement
DisableNetworking
このパラメータが true のとき、ネットワーキングはコンテナ内で無効になります。このパ
ラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの
NetworkDisabled にマッピングされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DnsSearchDomains
コンテナに渡す DNS 検索ドメインのリスト。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの DnsSearch にマップされ、--dns-search オプションは docker run にマッ
プされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
DnsServers
コンテナに渡す DNS サーバーのリスト。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの Dns にマップされ、--dns オプションは docker run にマップされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
DockerLabels
コンテナに追加するラベルのキー/値マップ。このパラメータは、Docker Remote API の Create
a container セクションの Labels にマップされ、--label オプションは docker run にマップ
されます。このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18
以上を使用する必要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョン
を確認するには、コンテナインスタンスにログインし、sudo docker version --format
'{{.Server.APIVersion}}' コマンドを実行します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
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DockerSecurityOptions
SELinux と AppArmor のマルチレベルセキュリティシステムのカスタムラベルになる文字列のリス
ト。このフィールドは、Fargate 起動タイプを使用するタスク内のコンテナには無効です。
Windows コンテナでは、Active Directory 認証用にコンテナを構成するときに、このパラメータを使用
して認証情報仕様ファイルを参照できます。詳細については、Amazon Elastic Container サービス開
発者ガイドの「Windows コンテナでの gMSA の使用」を参照してください。
このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの SecurityOpt にマップ
され、--security-opt オプションは docker run にマップされます。

Note
コンテナインスタンスで実行される Amazon ECS コンテナエージェント
は、ECS_SELINUX_CAPABLE=true または ECS_APPARMOR_CAPABLE=true 環境変数を使
用してセキュリティシステムを登録する必要があります。その後、そのインスタンスに配置
されたコンテナがこれらのセキュリティオプションを使用できるようになります。詳細につ
いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナ
エージェントの設定」を参照してください。
有効な値の詳細については、「Docker Run Security Configration」を参照してください。
Valid values: "no-new-privileges" | "apparmor:PROFILE" | "label:value" |
"credentialspec:CredentialSpecFilePath"
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
EntryPoint

Important
初期のバージョンの Amazon ECS コンテナエージェントは、entryPoint パラメータを正
しく処理しません。entryPoint の使用時に問題が発生する場合は、コンテナエージェント
を更新するか、代わりに command 配列項目としてコマンドと引数を入力します。
コンテナに渡されるエントリポイント。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container
セクションの Entrypoint にマップされ、--entrypoint オプションは docker run にマップされま
す。詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#entrypoint を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Environment
コンテナに渡す環境変数。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクション
の Env にマップされ、--env オプションは docker run にマップされます。

Important
認証情報データなどの機密情報にプレーンテキストの環境変数を使用することはお勧めしま
せん。
必須: いいえ
タイプ: KeyValuePair (p. 2928) のリスト
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Update requires: Replacement
EnvironmentFiles
コンテナに渡す環境変数を含むファイルのリスト。このパラメータは、docker run の --env-file オ
プションにマッピングされます。
最大 10 個の環境ファイルを指定できます。ファイルには、ファイル拡張子 .env が必要です。環境
ファイルの各行には、VARIABLE=VALUE 形式で環境変数が含まれている必要があります。# で始ま
る行はコメントとして扱われ、無視されます。環境変数ファイルの構文の詳細については、「Declare
default environment variables in file」を参照してください。
コンテナ定義に environment パラメータを使用して環境変数が指定されている場合は、環境ファイ
ルに含まれる変数よりも優先されます。同じ変数を含む複数の環境ファイルが指定されている場合、
それらのファイルは上から下に処理されます。一意の変数名を使用することをお勧めします。詳細に
ついては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「環境変数の指定」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentFile (p. 2920) のリスト
Update requires: Replacement
Essential
コンテナの essential パラメータが true とマークされている場合、そのコンテナが何らかの理
由で失敗または停止すると、タスクに含まれる他のすべてのコンテナは停止されます。コンテナの
essential パラメータが false とマークされている場合、その失敗はタスクに含まれる残りのコン
テナに影響を与えません。このパラメータを省略した場合、コンテナは必須と見なされます。
すべてのタスクには少なくとも 1 つの必須のコンテナが必要です。アプリケーションが複数のコン
テナで構成される場合は、用途が共通するコンテナをコンポーネントにグループ化し、それらのコン
ポーネントを複数のタスク定義に分ける必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container
Service デベロッパーガイドの「アプリケーションのアーキテクチャ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ExtraHosts
コンテナ上の /etc/hosts ファイルに追加する、ホスト名と IP アドレスのマッピングのリスト。こ
のパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの ExtraHosts にマップさ
れ、--add-host オプションは docker run にマップされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナまたは、awsvpc ネットワークモードを使用するタスク
ではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: HostEntry (p. 2924) のリスト
Update requires: Replacement
FirelensConfiguration
コンテナの FireLens 設定。これは、コンテナログのログルーターの指定と設定に使用されます。詳細
については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「カスタムログルーティング」を参照
してください。
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必須: いいえ
タイプ: FirelensConfiguration (p. 2921)
Update requires: Replacement
HealthCheck
コンテナヘルスチェックのコマンドおよびコンテナの関連する設定パラメータです。このパラメー
タは、Docker Remote API の Create a container セクションの HealthCheck および docker run の
HEALTHCHECK パラメータにマップされます。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheck (p. 2922)
Update requires: Replacement
Hostname
コンテナに使用するホスト名。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セク
ションの Hostname にマップされ、--hostname オプションは docker run にマップされます。

Note
awsvpc ネットワークモードを使用している場合、hostname パラメータはサポートされま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Image
コンテナの開始に使用するイメージ。この文字列は Docker デーモンに直接渡されます。Docker
Hub レジストリのイメージはデフォルトで使用できます。他のリポジトリは、 repositoryurl/image:tag または repository-url/image@digest で指定します。最大 255 文字の英
字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコア、コロン、ピリオド、スラッシュ、シャー
プ記号を使用できます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの
Image および docker run の IMAGE パラメータにマップされます。
• 新しいタスクが開始されると、Amazon ECS コンテナエージェントは、指定されたイメージおよび
タグの最新バージョンをプルしてコンテナで使用します。ただし、リポジトリイメージの後続の更
新がすでに実行されているタスクに反映されることはありません。
• Amazon ECR リポジトリのイメージは、registry/repository:tag または
registry/repository@digest の完全な命名規則を使用して指定できます。例え
ば、012345678910.dkr.ecr.<region-name>.amazonaws.com/<repositoryname>:latest、012345678910.dkr.ecr.<region-name>.amazonaws.com/
<repository-name>@sha256:94afd1f2e64d908bc90dbca0035a5b567EXAMPLE などです。
• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用します。
• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-ecsagent)。
• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Interactive
このパラメータが true の場合、stdin または tty を割り当てる必要がある、コンテナ化されたア
プリケーションをデプロイすることができます。このパラメータは、Docker Remote API の Create
a container セクションの OpenStdin にマップされ、--interactive オプションは docker run に
マップされます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Links
links パラメータでは、コンテナがポートマッピングを必要とせずに互いに通信することを許可しま
す。このパラメータは、タスク定義のネットワークモードが bridge に設定されている場合にのみサ
ポートされます。name:internalName 構造体は Docker リンクの name:alias に似ています。最
大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。Docker コ
ンテナのリンクの詳細については、Docker ドキュメントの「Legacy container links」を参照してくだ
さい。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの Links にマップさ
れ、--link オプションは docker run にマップされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

Important
1 つのコンテナインスタンスに配置されたコンテナは、リンクやホストポートマッピングを
必要とせずに互いに通信できる場合があります。セキュリティグループと VPC 設定を使用し
て、コンテナインスタンスでネットワークを分離します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
LinuxParameters
Linux カーネル機能など、コンテナに適用される Linux 固有の変更。詳細については、
「KernelCapabilities」を参照してください。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: LinuxParameters (p. 2928)
Update requires: Replacement
LogConfiguration
コンテナのログ設定の仕様。
このパラメータは、Docker Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの
LogConfig にマップされ、--log-driver オプションは docker run にマップされます。デフォル
トでは、コンテナは Docker デーモンで使用されるのと同じロギングドライバーを使用します。ただ
し、コンテナで Docker デーモンとは異なるログドライバーを使用するには、コンテナの定義内でこ
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のパラメータを使用してログドライバーを指定します。コンテナに異なるロギングドライバーを使用
するには、コンテナインスタンス (またはリモートログ記録オプションの別のログサーバー) でログシ
ステムを適切に設定する必要があります。サポートされているさまざまなロギングドライバーのオプ
ションの詳細については、Docker ドキュメントの「ロギングドライバーの設定」を参照してくださ
い。

Note
Amazon ECS では現在、Docker デーモンの使用可能なログドライバーがいくつかサポートさ
れています (「LogConfiguration」データ型を参照)。Amazon ECS コンテナエージェントの
今後のリリースで他のログドライバーが追加される可能性があります。
このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。コンテナインスタンスの Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナ
インスタンスにログインし、sudo docker version --format '{{.Server.APIVersion}}'
コマンドを実行します。

Note
コンテナインスタンスで実行される Amazon ECS コンテナエージェント
は、ECS_AVAILABLE_LOGGING_DRIVERS 環境変数を使用して、そのインスタンスで使用
できるロギングドライバーを登録する必要があります。その後、そのインスタンスに配置
されたコンテナがこれらのログ設定オプションを使用できるようになります。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエー
ジェントの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LogConfiguration (p. 2931)
Update requires: Replacement
Memory
コンテナに適用されるメモリの量 (MiB 単位)。コンテナは、ここで指定したメモリを超えようとす
ると、強制終了されます。タスク内のすべてのコンテナ用に予約されるメモリの合計量は、タスク
の memory 値より小さくする必要があります (指定されている場合)。このパラメータは、Docker
Remote API の Create a container セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは
docker run にマップされます。
Fargate 起動タイプを使用する場合、このパラメータはオプションです。
EC2 起動タイプを使用する場合、タスクレベルのメモリ値またはコンテナレベルのメモリ値を指
定する必要があります。memory コンテナレベルと memoryReservation 値の両方を指定する場
合、memory は memoryReservation より大きくする必要があります。memoryReservation を指
定する場合、コンテナが配置されているコンテナインスタンスの使用可能なメモリリソースからその
値が減算されます。それ以外の場合は、memory の値が使用されます。
Docker デーモンによってコンテナ用に 4 MiB 以上のメモリが予約されるため、コンテナ用に 4 MiB
未満のメモリを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MemoryReservation
コンテナ用に予約するメモリのソフト制限 (MiB 単位)。システムメモリの競合が激しい場合、Docker
はコンテナメモリをこのソフト制限値に維持しようとします。ただしコンテナは必要に応じ
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て、memory パラメータで指定したハード制限 (該当する場合) に達するか、コンテナインスタンス上
の使用可能なメモリの上限に達するか、いずれか早く達する方まで、メモリを使用できます。このパ
ラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの MemoryReservation にマップ
され、--memory-reservation オプションは docker run にマップされます。
タスクレベルのメモリ値を指定しない場合、コンテナ定義で memory または memoryReservation
の一方または両方に 0 以外の整数を指定する必要があります。両方を指定する場合、memory は
memoryReservation より大きいことが必要です。memoryReservation を指定する場合、コンテ
ナが配置されているコンテナインスタンスの使用可能なメモリリソースからその値が減算されます。
それ以外の場合は、memory の値が使用されます。
たとえば、コンテナが通常 128 MiB のメモリを使用しているが、短期間に 256 MiB のメモリにバース
トする場合は、memoryReservation を 128 MiB に、memory ハード制限を 300 MiB に設定できま
す。この設定により、コンテナは、コンテナインスタンスの残りのリソースから 128 MiB のメモリの
みを確保できますが、必要に応じて追加のメモリリソースを消費できるようにもなります。
Docker デーモンによってコンテナ用に 4 MiB 以上のメモリが予約されるため、コンテナ用に 4 MiB
未満のメモリを指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MountPoints
コンテナでのデータボリュームのマウントポイント。
このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの Volumes にマップさ
れ、--volume オプションは docker run にマップされます。
Windows コンテナは $env:ProgramData と同じドライブに全部のディレクトリをマウントできま
す。Windows コンテナは、別のドライブにディレクトリをマウントできません。また、マウントポイ
ントは複数のドライブにまたがることはできません。
必須: いいえ
タイプ: MountPoint (p. 2932) のリスト
Update requires: Replacement
Name
コンテナの名前。タスク定義で複数のコンテナをリンクする場合、あるコンテナの name を別のコ
ンテナの links に入力してコンテナを接続できます。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数
字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの name にマップされ、--name オプションは docker run にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PortMappings
コンテナのポートマッピングのリスト。ポートマッピングにより、コンテナはホストコンテナインス
タンス上のポートにアクセスしてトラフィックを送受信できるようになります。
awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義では、containerPort のみを指定する必要があ
ります。hostPort は、空白のままにするか、containerPort と同じ値にする必要があります。
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Windows のポートマッピングでは、localhost の代わりに NetNAT ゲートウェイを使用しま
す。Windows のポートマッピングにはループバックが存在しないため、ホスト自体からコンテナの
マッピングされたポートにアクセスすることはできません。
このパラメータは、Docker Remote API の「Create a container」セクションの PortBindings に
マップされ、--publish オプションは docker run にマップされます。タスク定義のネットワーク
モードを none に設定している場合、ポートマッピングを指定することはできません。タスク定義の
ネットワークモードを host に設定している場合、ホストポートは未定義であるか、ポートマッピン
グのコンテナポートと一致する必要があります。

Note
タスクが RUNNING ステータスに達すると、手動および自動のホストとコンテナポートの割
り当てが、Amazon ECS コンソールの選択したタスクのコンテナ説明の [Network Bindings
(ネットワークバインド)] セクションに表示されます。割り当ては、networkBindings セク
ションの DescribeTasks レスポンスにも表示されます。
必須: いいえ
タイプ: PortMapping (p. 2933) のリスト
Update requires: Replacement
Privileged
このパラメータが true のとき、コンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格されたアク
セス権限 (root ユーザーと同様) が付与されます。このパラメータは、Docker Remote API の Create
a container セクションの Privileged にマップされ、--privileged オプションは docker run に
マップされます。

Note
このパラメータは、Windows コンテナ、または AWS Fargate で実行するタスクではサポー
トされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
PseudoTerminal
このパラメータが true の場合、TTY が割り当てられます。このパラメータは、Docker Remote API
の Create a container セクションの Tty にマップされ、--tty オプションは docker run にマップさ
れます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ReadonlyRootFilesystem
このパラメータが true のとき、コンテナはそのルートファイルシステムへの読み取り専用アクセ
スを許可されます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの
ReadonlyRootfs にマップされ、--read-only オプションは docker run にマップされます。

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
RepositoryCredentials
使用するプライベートリポジトリ認証資格情報。
必須: いいえ
タイプ: RepositoryCredentials (p. 2936)
Update requires: Replacement
ResourceRequirements
コンテナに割り当てるリソースのタイプと量。サポートされている唯一のリソースは GPU です。
必須: いいえ
タイプ: ResourceRequirement (p. 2937) のリスト
Update requires: Replacement
Secrets
コンテナに渡すシークレット。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイ
ドの「機密データの指定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Secret (p. 2938) のリスト
Update requires: Replacement
StartTimeout
コンテナの依存関係解決の再試行を止めるまでの待機時間 (秒)。たとえば、タスク定義内に 2 つのコ
ンテナを指定するとします。containerA は、COMPLETE、SUCCESS、または HEALTHY のいずれかの
ステータスに到達する containerB に依存関係を持ちます。startTimeout の値が containerB に指定
されていて、時間内に目標のステータスを達成しない場合、containerA は再試行を開始しません。こ
れにより、タスクは STOPPED ステータスに移行します。

Note
ECS_CONTAINER_START_TIMEOUT コンテナエージェントの設定変数を使用すると、この開
始タイムアウト値から個別に変数が適用されます。
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、このパラメータにはタスクまたはサービスでプラット
フォームバージョン 1.3.0 以降を使用する必要があります。
EC2 起動タイプを使用するタスクでは、コンテナインスタンスはコンテナの開始時刻の値を有効にす
るために、コンテナエージェントのバージョン 1.26.0 以降を必要とします。ただし、最新のコンテ
ナエージェントのバージョンを使用することをお勧めします。エージェントのバージョンの確認と最
新バージョンへの更新の詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの
「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。Amazon ECS 対応 Linux AMI を
使用している場合、インスタンスでは、ecs-init パッケージの 1.26.0-1 バージョン以降が必要
です。コンテナインスタンスがバージョン 20190301 以降から起動される場合、コンテナエージェン
トおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳細については、Amazon Elastic Container
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Linux AMI」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: Replacement
StopTimeout
コンテナが正常に終了しなかった場合にコンテナが強制終了されるまでの待機時間 (秒)。
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、タスクまたはサービスにはプラットフォームバージョ
ン 1.3.0 以降が必要です。最大停止タイムアウト値は 120 秒です。パラメータを指定しない場合は、
デフォルト値の 30 秒が使用されます。
EC2 起動タイプを使用するタスクでは、stopTimeout パラメータが指定されていない場
合、Amazon ECS コンテナエージェント設定変数 ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT に設定された値
がデフォルトで使用されます。stopTimeout パラメータまたは ECS_CONTAINER_STOP_TIMEOUT
エージェント設定変数のいずれも設定されていない場合、Linux コンテナの場合は 30 秒、Windows
コンテナの場合は 30 秒というデフォルト値が使用されます。コンテナインスタンスには、コンテナ
停止タイムアウト値を有効にするために、コンテナエージェントのバージョン 1.26.0 以上が必要で
す。ただし、最新のコンテナエージェントのバージョンを使用することをお勧めします。エージェ
ントのバージョンの確認と最新バージョンへの更新の詳細については、Amazon Elastic Container
Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してくださ
い。Amazon ECS 対応 Linux AMI を使用している場合、インスタンスでは、ecs-init パッケージの
1.26.0-1 バージョン以上が必要です。コンテナインスタンスがバージョン 20190301 以降から起動さ
れる場合、コンテナエージェントおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳細につい
ては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Linux
AMI」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SystemControls
コンテナ内で設定する名前空間カーネルパラメータのリスト。このパラメータは、Docker Remote
API の Create a container セクションの Sysctls にマップされ、--sysctl オプションは docker run
にマップされます。

Note
awsvpc または host ネットワークモードも使用する単一のタスクで、複数のコンテナに
対してネットワーク関連の systemControls パラメータを指定することは推奨されませ
ん。awsvpc ネットワークモードを使用するタスクの場合、最後に開始されたコンテナに
よって、どの systemControls パラメータが有効になるかが決まります。host ネットワー
クモードを使用するタスクの場合、コンテナインスタンスの名前空間のカーネルパラメータ
とコンテナが変更されます。
必須: いいえ
タイプ: SystemControl (p. 2939) のリスト
Update requires: Replacement
Ulimits
コンテナで設定する ulimits のリスト。このパラメータは、Docker Remote API の「Create a
container」セクションの Ulimits にマップされ、--ulimit オプションは docker run にマップさ
れます。有効な命名値は Ulimit データ型で表示されます。このパラメータは、コンテナインスタン
スで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必要があります。コンテナインスタンス
の Docker Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインスタンスにログインし、sudo
docker version --format '{{.Server.APIVersion}}' コマンドを実行します。
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Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: Ulimit (p. 2942) のリスト
Update requires: Replacement
User
コンテナ内で使用するユーザー。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セク
ションの User にマップされ、--user オプションは docker run にマップされます。

Important
host ネットワークモードを使用してタスクを実行する場合、ルートユーザー (UID 0) を使用
してコンテナを実行しないでください。ルート以外のユーザーを使用することがベストプラ
クティスとして推奨されます。
以下の形式を使用して、user を指定できます。UID または GID を指定する場合は、正の整数として
指定する必要があります。
• user
• user:group
• uid
• uid:gid
• user:gid
• uid:group

Note
このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumesFrom
別コンテナからマウントするデータボリューム。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの VolumesFrom にマップされ、--volumes-from オプションは docker run に
マップされます。
必須: いいえ
タイプ: VolumeFrom (p. 2944) のリスト
Update requires: Replacement
WorkingDirectory
コンテナ内でコマンドを実行する作業ディレクトリ。このパラメータは、Docker Remote API の
Create a container セクションの WorkingDir にマップされ、--workdir オプションは docker run
にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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AWS::ECS::TaskDefinition ContainerDependency
ContainerDependency プロパティでは、コンテナの起動と停止に定義されている依存関係を指定しま
す。コンテナには複数の依存関係を含めることができます。依存関係がコンテナの起動に対して定義され
ている場合、コンテナの停止の場合、依存関係は逆になります。
Amazon ECS コンテナインスタンスは、コンテナの依存関係を有効にするために、コンテナエージェン
トのバージョン 1.26.0 以上を必要とします。ただし、最新のコンテナエージェントのバージョンを使用
することをお勧めします。エージェントのバージョンの確認と最新バージョンへの更新の詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナエージェントの更
新」を参照してください。Amazon ECS 対応 Linux AMI を使用している場合、インスタンスでは、ecsinit パッケージの 1.26.0-1 バージョン以上が必要です。コンテナインスタンスがバージョン 20190301
以降から起動される場合、コンテナエージェントおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳
細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された
Linux AMI」を参照してください。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、このパラメータにはタスクまたはサービスでプ
ラットフォームバージョン 1.3.0 以降を使用する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Condition" : String,
"ContainerName" : String

YAML
Condition: String
ContainerName: String

プロパティ
Condition
コンテナの依存関係の条件です。使用可能な条件とその動作を以下に示します。
• START - この条件は、すぐに現在のリンクとボリュームの動作をエミュレートします。他のコンテ
ナの開始を許可する前に、依存コンテナが開始されていることを検証します。
• COMPLETE - この条件は、他のコンテナの開始を許可する前に、依存コンテナの実行が完了 (終了)
することを検証します。これは、スクリプトを実行して終了する不要なコンテナに役立ちます。こ
の条件は、必須コンテナには設定できません。
• SUCCESS - この条件は COMPLETE と同じですが、コンテナが zero ステータスで終了していること
も必要です。この条件は、必須コンテナには設定できません。
• HEALTHY - この条件は、他のコンテナの開始を許可する前に、依存コンテナが Docker ヘルス
チェックに合格したことを検証します。これには、依存コンテナにヘルスチェックが設定されてい
る必要があります。タスクの起動時にのみ、この条件が確認されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: COMPLETE | HEALTHY | START | SUCCESS
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Update requires: Replacement
ContainerName
コンテナの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition Device
Device プロパティは、コンテナインスタンスのホストデバイスを表すオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"HostPath" : String,
"Permissions" : [ String, ... ]

YAML
ContainerPath: String
HostPath: String
Permissions:
- String

プロパティ
ContainerPath
ホストデバイスを公開するコンテナ内のパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
HostPath
ホストコンテナインスタンス上のデバイスのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Permissions
デバイス用のコンテナを提供する明示的なアクセス許可デフォルトでは、コンテナにはデバイスに対
する read、write、および mknod のアクセス許可があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition DockerVolumeConfiguration
DockerVolumeConfiguration プロパティは、Docker ボリュームの設定を行います。このプロパティ
は、Docker ボリュームの使用時に使用します。Docker ボリュームは、EC2 起動タイプを使用する場合に
のみサポートされます。Windows コンテナでは、local ドライバーの使用のみサポートされます。バイン
ドマウントを使用するには、代わりに host を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Autoprovision" : Boolean,
"Driver" : String,
"DriverOpts" : {Key : Value, ...},
"Labels" : {Key : Value, ...},
"Scope" : String

YAML
Autoprovision: Boolean
Driver: String
DriverOpts:
Key : Value
Labels:
Key : Value
Scope: String

プロパティ
Autoprovision
この値が true の場合、既に存在していない場合は Docker ボリュームが作成されます。

Note
このフィールドは、scope が shared の場合のみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Driver
使用する Docker ボリュームドライバーの名前。ドライバーの値は、タスク配置に使用されるた
め、Docker で提供されているドライバー名と一致する必要があります。ドライバーが Docker プ
ラグイン CLI を使用してインストール済みである場合は、docker plugin ls を使用してコンテ
ナインスタンスからドライバー名を取得します。ドライバーが別の方法を使用してインストール済
みである場合は、Docker プラグインの検出を使用してドライバー名を取得します。詳細について
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は、「Docker プラグインの検出」を参照してください。このパラメータは、Docker Remote API の
「Create a volume」セクションの Driver にマップされ、xxdriver オプションは「docker volume
create」にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DriverOpts
パススルーする Docker ドライバー固有のオプションのマップ。このパラメータは、Docker Remote
API の「Create a volume」セクションの DriverOpts にマップされ、xxopt オプションは「docker
volume create」にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Labels
Docker ボリュームに追加するカスタムメタデータ。このパラメータは、Docker Remote API の
「Create a volume」セクションの Labels にマップされ、xxlabel オプションは「docker volume
create」にマップされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Scope
Docker ボリュームのスコープ。これにより、ボリュームのライフサイクルが決定されます。Docker
ボリュームの範囲が task の場合は、タスクが開始すると自動的にプロビジョンされ、タスクが停止
すると破棄されます。Docker ボリュームの範囲が shared の場合は、タスクの停止後も保持されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: shared | task
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition EFSVolumeConfiguration
このパラメータは、タスクストレージに Amazon Elastic File System を使用している場合に指定します。
詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon EFS ボリューム」を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AuthorizationConfig" : AuthorizationConfig (p. 2899),
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}

"FilesystemId" : String,
"RootDirectory" : String,
"TransitEncryption" : String,
"TransitEncryptionPort" : Integer

YAML
AuthorizationConfig:
AuthorizationConfig (p. 2899)
FilesystemId: String
RootDirectory: String
TransitEncryption: String
TransitEncryptionPort: Integer

プロパティ
AuthorizationConfig
Amazon EFS ファイルシステムの認証設定の詳細。
必須: いいえ
タイプ: AuthorizationConfig (p. 2899)
Update requires: Replacement
FilesystemId
使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RootDirectory
ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内のディレクト
リ。このパラメータを省略すると、Amazon EFS ボリュームのルートが使用されます。/ を指定する
と、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。

Important
authorizationConfig に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディレクトリ
パラメータを省略するか、または / に設定して EFS アクセスポイントにパスを設定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TransitEncryption
Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバー間で Amazon EFS データの転送中の暗号化を有効にす
るかどうかを指定します。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の暗号化を有効にする必
要があります。このパラメータを省略すると、DISABLED のデフォルト値が使用されます。詳細につ
いては、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「転送中のデータの暗号化」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: Replacement
TransitEncryptionPort
Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバーの間で暗号化されたデータを送信するときに使用する
ポート。転送中の暗号化のポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘルパーが使用するポート
選択方法が使用されます。詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「EFS マ
ウントヘルパー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition EnvironmentFile
コンテナに渡す環境変数を含むファイルのリスト。最大 10 個の環境ファイルを指定できます。ファイル
には、ファイル拡張子 .env が必要です。環境ファイルの各行には、VARIABLE=VALUE 形式で環境変数
が含まれている必要があります。# で始まる行はコメントとして扱われ、無視されます。環境変数ファイ
ルの構文の詳細については、「Declare default environment variables in file」を参照してください。
コンテナ定義に environment パラメータを使用して環境変数が指定されている場合は、環境ファイル
に含まれる変数よりも優先されます。同じ変数を含む複数の環境ファイルが指定されている場合、それ
らのファイルは上から下に処理されます。一意の変数名を使用することをお勧めします。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「環境変数の指定」を参照してください。
このフィールドは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用する Fargate タスクのコンテナに対し
てのみ有効です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
使用するファイルのタイプ。s3 はサポートされる唯一の値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: s3
Update requires: Replacement
Value
環境変数ファイルを含む Amazon S3 オブジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS# ECS# TaskDefinition EphemeralStorage
タスクに割り当てる一時ストレージの量。このパラメータは、AWS Fargate でホストされるタスクで使用
可能なエフェメラルストレージの総量をデフォルトの容量を超えて拡張するために使用されます。詳細に
ついては、AWS Fargate の Amazon ECS ユーザーガイドの Fargate タスクストレージを参照してくださ
い。

Note
このパラメータは、プラットフォームバージョン 1.4.0 またはそれ以降を使用して AWS
Fargate でホストされるタスクでのみサポートされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SizeInGiB" : Integer

YAML
SizeInGiB: Integer

プロパティ
SizeInGiB
タスクに設定する一時ストレージの総量（GiB）。サポートされる最小値は 21 GiB で、サポートされ
る最大値は 200 GiB です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition FirelensConfiguration
コンテナの FireLens 設定。これは、コンテナログのログルーターの指定と設定に使用されます。詳細につ
いては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「カスタムログルーティング」を参照し
てください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Options" : {Key : Value, ...},
"Type" : String

YAML
Options:
Key : Value
Type: String

プロパティ
Options
ログルーターを設定するときに使用するオプション。このフィールドはオプションで、タスク、タス
ク定義、クラスター、コンテナインスタンスの詳細などのメタデータをログイベントに追加するため
に使用できます。
指定した場合、有効なオプションキーは次のとおりです。
• enable-ecs-log-metadata（true または false のいずれかを設定できます）
• config-file-type（s3 または file のいずれかを設定できます）
• config-file-value（S3 ARN またはファイルパス）
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Type
使用するログルーター。有効な値は fluentd または fluentbit です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: fluentbit | fluentd
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition HealthCheck
HealthCheck プロパティは、コンテナヘルスチェックを表すオブジェクトを指定します。コンテナ定義
に指定されたヘルスチェックパラメータは、コンテナイメージ (親イメージまたはイメージの Docker ファ
イルで指定されたものなど) に存在する Docker ヘルスチェックを上書きします。
コンテナのヘルスチェックのサポートに関する内容を以下に示します。
• コンテナのヘルスチェックには、Amazon ECS コンテナエージェントのバージョン 1.17.0 以降が必要で
す。詳細については、「Amazon ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。
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• バージョン 1.1.0 以降のプラットフォームバージョンを使用している場合、コンテナヘルスチェック
は、Fargate タスクでサポートされます。詳細については、AWS Fargate プラットフォームのバージョ
ンを参照してください。
• コンテナヘルスチェックは、Classic Load Balancer を使用するように設定されたサービスの一部である
タスクではサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Command" : [ String, ... ],
"Interval" : Integer,
"Retries" : Integer,
"StartPeriod" : Integer,
"Timeout" : Integer

YAML
Command:
- String
Interval: Integer
Retries: Integer
StartPeriod: Integer
Timeout: Integer

プロパティ
Command
ヘルスかどうかを決定するためにコンテナが実行するコマンドを表す文字列配列。文字列配列は、コ
マンド引数を直接実行するための CMD、あるいはコンテナのデフォルトシェルのコマンドを実行する
ための CMD-SHELL で始まる必要があります。例:
[ "CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1" ]
終了コードの 0 は成功を示し、ゼロ以外の終了コードは失敗を示します。詳細については、Docker
Remote API の Create a container (コンテナを作成する) セクションの HealthCheck を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Interval
各ヘルスチェックの実行間の秒単位の間隔です。5〜300 秒を指定できます。デフォルト値は 30 秒で
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
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Retries
コンテナが異常と見なされるまでに、失敗したヘルスチェックを再試行する回数です。1〜10 回を指
定できます。デフォルト値は 3 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
StartPeriod
再試行の最大回数でヘルスチェックが失敗とカウントされる前に、コンテナにブートストラッ
プする時間を提供する猶予期間のオプションです。0〜300 秒を指定できます。デフォルトでは
startPeriod は無効となっています。

Note
ヘルスチェックが startPeriod 内で成功した場合、コンテナは正常であるとみなされ、そ
の後の失敗は最大再試行回数にカウントされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Timeout
失敗と見なされる前にヘルスチェックが成功するまでに待機する期間 (秒単位) です。2〜60 秒を指定
できます。デフォルト値は 5 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition HostEntry
HostEntry プロパティは、ContainerDefinition リソースの extraHosts パラメータを介してコン
テナの /etc/hosts ファイルに追加されるホスト名と IP アドレスを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Hostname" : String,
"IpAddress" : String

YAML
Hostname: String
IpAddress: String
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プロパティ
Hostname
/etc/hosts エントリで使用するホスト名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IpAddress
/etc/hosts エントリで使用する IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition HostVolumeProperties
HostVolumeProperties プロパティは、コンテナインスタンスのバインドマウントのホストボリューム
の詳細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourcePath" : String

YAML
SourcePath: String

プロパティ
SourcePath
host パラメータを使用する場合は、sourcePath を指定して、コンテナに表示されるホストコン
テナインスタンスのパスを宣言します。このパラメータが空の場合は、Docker デーモンによってホ
ストパスが割り当てられています。host パラメータに sourcePath の場所が含まれている場合、
データボリュームは手動で削除するまでホストコンテナインスタンスの指定された場所に保持されま
す。sourcePath の場所がホストコンテナインスタンスに存在しない場は、Docker デーモンによっ
て作成されます。その場所が存在する場合は、ソースパスフォルダの内容がエクスポートされます。
Fargate 起動タイプを使用する場合、sourcePath パラメータはサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition InferenceAccelerator
Elastic Inference アクセラレーターの詳細。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッ
パーガイドの「Working with Amazon Elastic Inference on Amazon ECS」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeviceName" : String,
"DeviceType" : String

YAML
DeviceName: String
DeviceType: String

プロパティ
DeviceName
Elastic Inference アクセラレーターのデバイス名。deviceName は、コンテナ定義で
ResourceRequirement として参照されることも必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeviceType
使用する Elastic Inference アクセラレータータイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition KernelCapabilities
KernelCapabilities プロパティは、Docker によって提供されているデフォルト設定に対して追加また
は削除する、コンテナ用の Linux 機能を指定します。デフォルトの機能およびデフォルト以外の使用可能
な機能の詳細については、Docker run reference の「Runtime privilege and Linux capabilities」を参照して
ください。これらの Linux 機能の詳細については、Linux マニュアルページの「capabilities(7)」を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
2926

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon ECS

JSON
{
}

"Add" : [ String, ... ],
"Drop" : [ String, ... ]

YAML
Add:
- String
Drop:
- String

プロパティ
Add
Docker によって提供されているデフォルト設定に追加された、コンテナ用の Linux 機能。このパラ
メータは、Docker Remote API の Create a container セクションの CapAdd にマッピングされ、-cap-add オプションは docker run にマッピングされます。

Note
AWS Fargate で起動したタスクでサポートされるのは、SYS_PTRACE カーネル機能の追加の
みです。
有効な値: "ALL" | "AUDIT_CONTROL" | "AUDIT_WRITE" | "BLOCK_SUSPEND" |
"CHOWN" | "DAC_OVERRIDE" | "DAC_READ_SEARCH" | "FOWNER" | "FSETID"
| "IPC_LOCK" | "IPC_OWNER" | "KILL" | "LEASE" | "LINUX_IMMUTABLE" |
"MAC_ADMIN" | "MAC_OVERRIDE" | "MKNOD" | "NET_ADMIN" | "NET_BIND_SERVICE"
| "NET_BROADCAST" | "NET_RAW" | "SETFCAP" | "SETGID" | "SETPCAP" | "SETUID"
| "SYS_ADMIN" | "SYS_BOOT" | "SYS_CHROOT" | "SYS_MODULE" | "SYS_NICE" |
"SYS_PACCT" | "SYS_PTRACE" | "SYS_RAWIO" | "SYS_RESOURCE" | "SYS_TIME" |
"SYS_TTY_CONFIG" | "SYSLOG" | "WAKE_ALARM"
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Drop
Docker によって提供されているデフォルト設定から削除された、コンテナ用の Linux 機能。このパラ
メータは、Docker Remote API の Create a container セクションの CapDrop にマッピングされ、-cap-drop オプションは docker run にマッピングされます。
有効な値: "ALL" | "AUDIT_CONTROL" | "AUDIT_WRITE" | "BLOCK_SUSPEND" |
"CHOWN" | "DAC_OVERRIDE" | "DAC_READ_SEARCH" | "FOWNER" | "FSETID"
| "IPC_LOCK" | "IPC_OWNER" | "KILL" | "LEASE" | "LINUX_IMMUTABLE" |
"MAC_ADMIN" | "MAC_OVERRIDE" | "MKNOD" | "NET_ADMIN" | "NET_BIND_SERVICE"
| "NET_BROADCAST" | "NET_RAW" | "SETFCAP" | "SETGID" | "SETPCAP" | "SETUID"
| "SYS_ADMIN" | "SYS_BOOT" | "SYS_CHROOT" | "SYS_MODULE" | "SYS_NICE" |
"SYS_PACCT" | "SYS_PTRACE" | "SYS_RAWIO" | "SYS_RESOURCE" | "SYS_TIME" |
"SYS_TTY_CONFIG" | "SYSLOG" | "WAKE_ALARM"
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition KeyValuePair
KeyValuePair プロパティは、キーと値のペアオブジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
キーと値のペアの名前。環境変数の場合、これは環境変数の名前です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Value
キーと値のペアの値。環境変数の場合、これは環境変数の値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition LinuxParameters
LinuxParameters プロパティは、Linux KernelCapabilities など、コンテナに適用される Linux 固有のオ
プションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Capabilities" : KernelCapabilities (p. 2926),
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}

"Devices" : [ Device (p. 2916), ... ],
"InitProcessEnabled" : Boolean,
"MaxSwap" : Integer,
"SharedMemorySize" : Integer,
"Swappiness" : Integer,
"Tmpfs" : [ Tmpfs (p. 2941), ... ]

YAML
Capabilities:
KernelCapabilities (p. 2926)
Devices:
- Device (p. 2916)
InitProcessEnabled: Boolean
MaxSwap: Integer
SharedMemorySize: Integer
Swappiness: Integer
Tmpfs:
- Tmpfs (p. 2941)

プロパティ
Capabilities
Docker によって提供されているデフォルト設定に追加または削除される、コンテナ用の Linux 機能。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、capabilities はすべてのプラットフォーム
バージョンでサポートされますが、add パラメータはプラットフォームバージョン 1.4.0 以
降を使用している場合にのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: KernelCapabilities (p. 2926)
Update requires: Replacement
Devices
コンテナに公開するすべてのホストデバイス。このパラメータは、Docker Remote API の Create a
container セクションの Devices にマッピングされ、--device オプションは docker run にマッピン
グされます。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクを使用している場合、devices パラメータはサポート
されません。
必須: いいえ
タイプ: Device (p. 2916) のリスト
Update requires: Replacement
InitProcessEnabled
信号を転送しプロセスを利用するコンテナ内で、init を実行。このパラメータは、docker run の
--init オプションにマッピングされます。このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker
Remote API バージョン 1.25 以上を使用する必要があります。コンテナインスタンスの Docker
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Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインスタンスにログインし、sudo docker
version --format '{{.Server.APIVersion}}' コマンドを実行します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
MaxSwap
コンテナが使用できるスワップメモリの合計 (MiB 単位)。このパラメータは、docker run の -memory-swap オプションに変換されます。ここで、値はコンテナメモリの合計に maxSwap 値を加え
た値です。
0 の maxSwap 値を指定した場合、コンテナはスワップを使用しません。許容値は、0 または任意の正
の整数です。maxSwap パラメータを省略すると、コンテナは実行中のコンテナインスタンスのスワッ
プ設定を使用します。swappiness パラメータを使用するには、maxSwap 値を設定する必要があり
ます。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクを使用している場合、maxSwap パラメータはサポート
されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SharedMemorySize
/dev/shm ボリュームのサイズ値 (MiB) です。このパラメータは、docker run の --shm-size オプ
ションにマッピングされます。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクを使用している場合、sharedMemorySize パラメータ
はサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Swappiness
これにより、コンテナのメモリスワップ動作を調整できます。swappiness 値が 0 の場合、絶対に必
要な場合を除き、スワップは行われません。swappiness 値が 100 の場合、ページは非常に積極的に
スワップされます。使用できる値は、0 と 100 の間の整数です。swappiness パラメータを指定しな
い場合、デフォルト値の 60 が使用されます。maxSwap の値が指定されていない場合、このパラメー
タは無視されます。このパラメータは、docker run の --memory-swappiness オプションにマッピ
ングされます。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクを使用している場合、swappiness パラメータはサ
ポートされません。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Tmpfs
Tmpfs マウントのコンテナパス、マウントオプション、サイズ (MiB) です。このパラメータ
は、docker run の --tmpfs オプションにマッピングされます。

Note
Fargate 起動タイプを使用するタスクを使用している場合、tmpfs パラメータはサポートさ
れません。
必須: いいえ
タイプ: List of Tmpfs (p. 2941) のリスト (p. 2941)
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition LogConfiguration
LogConfiguration プロパティは、コンテナのカスタムログドライバーに送信するログ設定オプション
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LogDriver" : String,
"Options" : {Key : Value, ...},
"SecretOptions" : [ Secret (p. 2938), ... ]

YAML
LogDriver: String
Options:
Key : Value
SecretOptions:
- Secret (p. 2938)

プロパティ
LogDriver
コンテナに使用するログドライバー。
AWS Fargate のタスクの場合、サポートされるログドライバーは
awslogs、splunk、awsfirelens です。
Amazon EC2 インスタンスでホストされているタスクの場合、サ
ポートされるログドライバーは awslogs、fluentd、gelf、jsonfile、journald、logentries、syslog、splunk、awsfirelensです。
awslogs ログドライバーの使用の詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパー
ガイドの「awslogs ログドライバーの使用」を参照してください。
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awsfirelens ログドライバーの使用の詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッ
パーガイドの「カスタムログルーティング」を参照してください。

Note
上記に示されていないカスタムドライバーがある場合、GitHub で入手できる Amazon ECS
コンテナエージェントプロジェクトを fork し、そのドライバーを使用するようにカスタマイ
ズできます。含めることを希望する変更について、プルリクエストを送信することをお勧め
します。ただし、現在はこのソフトウェアの修正されたコピーの実行をサポートしていませ
ん。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: awsfirelens | awslogs | fluentd | gelf | journald | json-file |
splunk | syslog
Update requires: Replacement
Options
ログドライバーに送信する設定オプション。このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker
Remote API バージョン 1.19 以上を使用する必要があります。コンテナインスタンスの Docker
Remote API のバージョンを確認するには、コンテナインスタンスにログインし、sudo docker
version --format '{{.Server.APIVersion}}' コマンドを実行します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
SecretOptions
ログ設定に渡すシークレット。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイ
ドの「機密データの指定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Secret (p. 2938) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition MountPoint
MountPoint プロパティは、コンテナ定義で使用されているボリュームマウントポイントに関する詳細を
指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"ReadOnly" : Boolean,
"SourceVolume" : String
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YAML
ContainerPath: String
ReadOnly: Boolean
SourceVolume: String

プロパティ
ContainerPath
ホストボリュームをマウントするコンテナ上のパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReadOnly
この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。この値が
false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SourceVolume
マウントするボリュームの名前。タスク定義 volume の name パラメータで参照されているボリュー
ム名である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition PortMapping
PortMapping プロパティは、ポートマッピングを指定します。ポートマッピングにより、コンテナはホ
ストコンテナインスタンス上のポートにアクセスしてトラフィックを送受信できるようになります。ポー
トマッピングはコンテナ定義の一部として指定されます。
awsvpc または host ネットワークモードでタスク内のコンテナを使用する場合は、containerPort を
使用して公開ポートを指定する必要があります。hostPort は、空白のままにするか、containerPort
と同じ値にする必要があります。
タスクが RUNNING ステータスに達すると、手動および自動で割り当てられたホストとコンテナポートが
DescribeTasks API レスポンスの networkBindings セクションに表示されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ContainerPort" : Integer,
"HostPort" : Integer,
"Protocol" : String

YAML
ContainerPort: Integer
HostPort: Integer
Protocol: String

プロパティ
ContainerPort
ユーザーが指定したホストポートまたは自動的に割り当てられたホストポートにバインドされるコン
テナポートの番号。
awsvpc または host ネットワークモードでタスク内のコンテナを使用する場合は、containerPort
を使用して公開ポートを指定する必要があります。
bridge ネットワークモードでタスク内のコンテナを使用し、ホストポートではなくコンテナポート
を指定した場合、コンテナには一時ポート範囲内のホストポートが自動的に割り当てられます。詳細
については、「hostPort」を参照してください。この方法で自動的にマッピングされるポートは、
コンテナインスタンスの 100 個の予約済みポート制限にはカウントされません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
HostPort
コンテナ用に予約するコンテナインスタンスのポート番号。
awsvpc または host ネットワークモードでタスク内のコンテナを使用する場合、hostPort は、空
白のままにするか、containerPort と同じ値に設定する必要があります。
bridge ネットワークモードでタスク内のコンテナを使用する場合、予約されていないホストポート
をコンテナポートマッピングに指定できます。または、containerPort の指定時に hostPort を省
略 (または 0 に設定) することもできます。後者の場合、コンテナインスタンスのオペレーティングシ
ステムと Docker バージョンに、一時ポート範囲のポートが自動的に割り当てられます。
Docker バージョン 1.6.0 以降のデフォルトの一時ポート範囲は、インスタンスの /proc/sys/net/
ipv4/ip_local_port_range にリストされています。このカーネルパラメータを使用できない場
合は、デフォルトの一時ポート範囲 49153～65535 が使用されます。一時ポート範囲は自動割り当て
用に予約されているため、この範囲にはホストポートを指定しないでください。一般的に、32768 よ
り小さい番号のポートは一時ポート範囲に含まれません。

Note
デフォルトの一時ポート範囲 49153～65535 は、1.6.0 より前の Docker バージョンで使用さ
れます。
デフォルトの予約済みポートは、SSH 用の 22、Docker ポートの 2375 と 2376、Amazon ECS コン
テナエージェントポートの 51678～51680 です。実行中のタスクで指定されたホストポートもそのタ
スクの実行中は予約されます (タスクが停止すると、そのホストポートは解放されます)。現在の予約
済みポートは、DescribeContainerInstances の出力の remainingResources に表示されます。コン
テナインスタンスには、デフォルトの予約済みポートを含めて、一度に最大 100 個の予約済みポート
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を割り当てることができます。自動的に割り当てられるポートは、この 100 個の予約済みポート制限
にはカウントされません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Protocol
ポートマッピングに使用されるプロトコル。有効な値は、tcp および udp です。デフォルト: tcp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: tcp | udp
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition ProxyConfiguration
ProxyConfiguration プロパティは、App Mesh プロキシの詳細を指定します。
EC2 起動タイプを使用するタスクの場合、プロキシ設定を有効にするには、コンテナインスタンスにコ
ンテナエージェントのバージョン 1.26.0 以上と ecs-init パッケージのバージョン 1.26.0-1 以上が必要
です。コンテナインスタンスが Amazon ECS に最適化された AMI バージョン 20190301 以降から起動
される場合、コンテナエージェントおよび ecs-init の必要なバージョンが含まれます。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS に最適化された Linux AMI」
を参照してください。
Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、タスクまたはサービスにはプラットフォームバージョン
1.3.0 以降が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerName" : String,
"ProxyConfigurationProperties" : [ KeyValuePair (p. 2928), ... ],
"Type" : String

YAML
ContainerName: String
ProxyConfigurationProperties:
- KeyValuePair (p. 2928)
Type: String

プロパティ
ContainerName
App Mesh プロキシとして機能するコンテナの名前です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProxyConfigurationProperties
Container Network Interface(CNI) プラグインを提供するネットワーク設定パラメータのセットで、
キーと値のペアとして指定されます。
• IgnoredUID - (必須) コンテナ定義の user パラメータで定義されるプロキシコンテナのユーザー
ID (UID)。これは、プロキシがそれ自体のトラフィックを無視するようにするために使用されま
す。IgnoredGID を指定した場合は、このフィールドは空にできます。
• IgnoredGID - (必須) コンテナ定義の user パラメータで定義されるプロキシコンテナのグルー
プ ID (GID)。これは、プロキシがそれ自体のトラフィックを無視するようにするために使用されま
す。IgnoredUID を指定した場合は、このフィールドは空にできます。
• AppPorts - (必須) アプリケーションが使用するポートのリスト。これらのポートへのネットワーク
トラフィックは ProxyIngressPort および ProxyEgressPort に転送されます。
• ProxyIngressPort - (必須) AppPorts への着信トラフィックが誘導されるポートを指定します。
• ProxyEgressPort - (必須) AppPorts からの発信トラフィックが誘導されるポートを指定しま
す。
• EgressIgnoredPorts - (必須) 指定されたポートに向かう送信トラフィックは無視さ
れ、ProxyEgressPort にリダイレクトされません。空のリストを指定できます。
• EgressIgnoredIPs - (必須) 指定された IP アドレスに向かう送信トラフィックは無視さ
れ、ProxyEgressPort にリダイレクトされません。空のリストを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: KeyValuePair (p. 2928) のリスト
Update requires: Replacement
Type
プロキシタイプ。APPMESH はサポートされる唯一の値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: APPMESH
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition RepositoryCredentials
RepositoryCredentials プロパティは、プライベートレジストリ認証用のリポジトリの認証情報を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CredentialsParameter" : String
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YAML
CredentialsParameter: String

プロパティ
CredentialsParameter
プライベートリポジトリの認証情報が含まれているシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
Amazon ECS API、AWS CLI、または AWS SDK を使用する場合、起動するタスクと同じ
リージョンにシークレットが存在する場合は、シークレットの完全な ARN または名前のどち
らも使用できます。AWS マネジメントコンソールを使用する場合は、シークレットの完全な
ARN を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition ResourceRequirement
ResourceRequirement プロパティは、コンテナに割り当てるリソースのタイプと量を指定します。サ
ポートされている唯一のリソースは GPU です。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「Amazon ECS での GPU の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
コンテナに割り当てるリソースのタイプ。サポートされている値は GPU、InferenceAccelerator
です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: GPU | InferenceAccelerator
Update requires: Replacement
Value
指定されたリソースタイプの値。
GPU タイプを使用する場合、値は Amazon ECS コンテナエージェントがコンテナ用に予約する物理的
な GPUs の数です。タスク内のすべてのコンテナ用に予約されている GPU の数は、タスクが起動さ
れたコンテナインスタンスで使用できる GPU の数を超えないようにしてください。
InferenceAccelerator タイプを使用する場合、value は、タスク定義で指定された
InferenceAccelerator の DeviceName と一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition Secret
Secret プロパティは、コンテナに公開するシークレットを表すオブジェクトを指定します。詳細につい
ては、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「機密データの指定」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"ValueFrom" : String

YAML
Name: String
ValueFrom: String

プロパティ
Name
シークレットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ValueFrom
コンテナに公開するシークレット。サポートされている値は、AWS Secrets Manager シークレットの
完全な ARN または SSM パラメータストア内のパラメータの完全な ARN のいずれかです。
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Note
起動するタスクと同じリージョンに SSM パラメータストアのパラメータが存在する場合は、
パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメータが別のリージョン
に存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition SystemControl
コンテナ内で設定する名前空間カーネルパラメータのリスト。このパラメータは、Docker Remote API の
Create a container セクションの Sysctls にマッピングされ、--sysctl オプションは docker run にマッ
ピングされます。
awsvpc または host ネットワークモードのいずれかを使用する単一のタスクで複数のコンテナに対して
ネットワーク関連の systemControls パラメータを指定することが推奨されない理由は次のとおりで
す。
• awsvpc ネットワークモードを使用するタスクの場合、systemControls をコンテナ用に設定した
場合、タスク内のすべてのコンテナに適用されます。単一のタスクの複数のコンテナに対して異なる
systemControls を設定すると、最後に開始されたコンテナにより有効になる systemControls が
決定します。
• host ネットワークモードを使用するタスクの場合、systemControls パラメータは、コンテナインス
タンスのカーネルパラメータだけでなく、コンテナインスタンスで実行されているタスクのすべてのコ
ンテナに適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Namespace" : String,
"Value" : String

YAML
Namespace: String
Value: String

プロパティ
Namespace
value を設定する名前空間カーネルパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Value
namespace で指定された名前空間カーネルパラメータの値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition TaskDefinitionPlacementConstraint
TaskDefinitionPlacementConstraint プロパティは、タスク定義内のタスク配置に対する制約を表
すオブジェクトを指定します。
Fargate 起動タイプを使用している場合、タスク配置の制約事項はサポートされません。
詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「タスク配置の制約事項」を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Expression" : String,
"Type" : String

YAML
Expression: String
Type: String

プロパティ
Expression
制約に適用されるクラスタークエリ言語式。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「クラスタークエリ言語」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
制約事項のタイプ。MemberOf 制約は、選択対象を有効な候補のグループに制限します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: memberOf
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Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition Tmpfs
Tmpfs プロパティは、コンテナパス、マウントオプション、および Tmpfs マウントのサイズを指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerPath" : String,
"MountOptions" : [ String, ... ],
"Size" : Integer

YAML
ContainerPath: String
MountOptions:
- String
Size: Integer

プロパティ
ContainerPath
Tmpfs ボリュームがマウントされる絶対ファイルパスです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MountOptions
Tmpfs ボリュームのマウントオプションのリストです。
有効な値: "defaults" | "ro" | "rw" | "suid" | "nosuid" | "dev" | "nodev"
| "exec" | "noexec" | "sync" | "async" | "dirsync" | "remount" | "mand"
| "nomand" | "atime" | "noatime" | "diratime" | "nodiratime" | "bind" |
"rbind" | "unbindable" | "runbindable" | "private" | "rprivate" | "shared"
| "rshared" | "slave" | "rslave" | "relatime" | "norelatime" | "strictatime"
| "nostrictatime" | "mode" | "uid" | "gid" | "nr_inodes" | "nr_blocks" |
"mpol"
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Size
Tmpfs ボリュームの最大サイズ (MiB) です。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition Ulimit
Ulimit プロパティは、コンテナに渡す ulimit の設定を行います。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HardLimit" : Integer,
"Name" : String,
"SoftLimit" : Integer

YAML
HardLimit: Integer
Name: String
SoftLimit: Integer

プロパティ
HardLimit
ulimit 型のハード制限。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Name
ulimit の type。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: core | cpu | data | fsize | locks | memlock | msgqueue | nice |
nofile | nproc | rss | rtprio | rttime | sigpending | stack
Update requires: Replacement
SoftLimit
ulimit タイプのソフト制限。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition Volume
Volume プロパティは、タスク定義で使用されるデータボリュームを指定します。Docker ボリュームを
使用するDockerVolumeConfiguration を指定します。バインドマウントのホストボリュームを使用す
るタスクで、host とオプションの sourcePath を指定します。詳細については、「タスクでのデータボ
リュームの使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DockerVolumeConfiguration" : DockerVolumeConfiguration (p. 2917),
"EFSVolumeConfiguration" : EFSVolumeConfiguration (p. 2918),
"Host" : HostVolumeProperties (p. 2925),
"Name" : String

YAML
DockerVolumeConfiguration:
DockerVolumeConfiguration (p. 2917)
EFSVolumeConfiguration:
EFSVolumeConfiguration (p. 2918)
Host:
HostVolumeProperties (p. 2925)
Name: String

プロパティ
DockerVolumeConfiguration
このパラメータは、Docker ボリュームを使用する場合に指定します。
Windows コンテナでは、local ドライバーの使用のみサポートされます。バインドマウントを使用す
るには、代わりに host パラメータを指定します。

Note
Docker ボリュームは、AWS Fargate で実行されるタスクではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: DockerVolumeConfiguration (p. 2917)
Update requires: Replacement
EFSVolumeConfiguration
このパラメータは、タスクストレージに Amazon Elastic File System を使用している場合に指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: EFSVolumeConfiguration (p. 2918)
Update requires: Replacement
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Host
このパラメータは、バインドマウントのホストボリュームを使用する場合に指定します。host パラ
メータの内容により、バインドマウントのホストボリュームがホストコンテナインスタンスで保持さ
れるかどうかと、その保存場所が決まります。host パラメータが空の場合は、Docker デーモンに
よってデータボリュームのホストパスが割り当てられます。ただし、関連付けられたコンテナが実行
を停止した後でデータが保持されるとは限りません。
Windows コンテナは $env:ProgramData と同じドライブに全部のディレクトリをマウントできま
す。Windows コンテナは、別のドライブにディレクトリをマウントできません。また、マウントポイ
ントは複数のドライブにまたがることはできません。たとえば、C:\my\path:C:\my\path および
D:\:D:\ はマウントできますが、D:\my\path:C:\my\path または D:\:C:\my\path はマウント
できません。
必須: いいえ
タイプ: HostVolumeProperties (p. 2925)
Update requires: Replacement
Name
ボリュームの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。この名前は、コンテナ定義 sourceVolume の mountPoints パラメータで参照されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskDefinition VolumeFrom
VolumeFrom プロパティは、同じタスク定義内の別のコンテナからのデータボリュームに関する詳細を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReadOnly" : Boolean,
"SourceContainer" : String

YAML
ReadOnly: Boolean
SourceContainer: String

プロパティ
ReadOnly
この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。この値が
false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は false です。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SourceContainer
ボリュームのマウント元となる、同じタスク定義内の別のコンテナの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskSet
指定したクラスターおよびサービスにタスクセットを作成します。これは、サービスが EXTERNAL デプ
ロイコントローラータイプを使用する場合に使用されます。詳細については、Amazon Elastic Container
Service 開発者ガイドの「Amazon ECS のデプロイタイプ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ECS::TaskSet",
"Properties" : {
"Cluster" : String,
"ExternalId" : String,
"LaunchType" : String,
"LoadBalancers" : [ LoadBalancer (p. 2949), ... ],
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 2950),
"PlatformVersion" : String,
"Scale" : Scale (p. 2951),
"Service" : String,
"ServiceRegistries" : [ ServiceRegistry (p. 2952), ... ],
"TaskDefinition" : String
}

YAML
Type: AWS::ECS::TaskSet
Properties:
Cluster: String
ExternalId: String
LaunchType: String
LoadBalancers:
- LoadBalancer (p. 2949)
NetworkConfiguration:
NetworkConfiguration (p. 2950)
PlatformVersion: String
Scale:
Scale (p. 2951)
Service: String
ServiceRegistries:
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- ServiceRegistry (p. 2952)
TaskDefinition: String

プロパティ
Cluster
タスクセットを作成するサービスをホストするクラスターの短縮名または完全な Amazon リソース
ネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ExternalId
外部システムでこのタスクセットを識別する、一意でないオプションのタグ。タスクセットがサービ
ス検出レジストリに関連付けられている場合、このタスクセットのタスクに、指定された値に設定さ
れた ECS_TASK_SET_EXTERNAL_ID AWS Cloud Map 属性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LaunchType
タスクセット内の新しいタスクが使用する起動タイプ。詳細については、『Amazon Elastic Container
Service 開発者ガイド』の「Amazon ECS の起動タイプ」を参照してください。
launchType を指定した場合、capacityProviderStrategy パラメータを省略する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EC2 | EXTERNAL | FARGATE
Update requires: Replacement
LoadBalancers
タスクセットで使用するロードバランサーを表すロードバランサーオブジェクト。サポートされてい
るロードバランサーのタイプは、Application Load Balancer または Network Load Balancer です。
必須: いいえ
タイプ: LoadBalancer (p. 2949) のリスト
Update requires: Replacement
NetworkConfiguration
タスクセットのネットワーク設定。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfiguration (p. 2950)
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Update requires: Replacement
PlatformVersion
タスクセット内のタスクが使用するプラットフォームのバージョン。プラットフォームのバージョ
ンは、Fargate 起動タイプを使用するタスクに対してのみ指定されています。指定されない場合、デ
フォルトで LATEST プラットフォームのバージョンが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Scale
タスクセットに配置して実行し続けるために必要なタスク数の浮動小数点パーセンテージ。
必須: いいえ
タイプ: Scale (p. 2951)
Update requires: No interruption
Service
タスクセットを作成するサービスの短縮名または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ServiceRegistries
このタスクセットに割り当てるサービス検出レジストリの詳細。詳細については、「サービス検出」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ServiceRegistry (p. 2952) のリスト
Update requires: Replacement
TaskDefinition
使用するタスクセットのタスクのタスク定義。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
タスクセットの ID。

AWS::ECS::TaskSet AwsVpcConfiguration
タスクのネットワーキングの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssignPublicIp" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
AssignPublicIp: String
SecurityGroups:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
AssignPublicIp
タスクの Elastic Network Interface がパブリック IP アドレスを受け取るかどうか。デフォルト値は
DISABLED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: Replacement
SecurityGroups
タスクまたはサービスに関連付けられたセキュリティグループの ID。セキュリティグループを指定し
ないと、VPC のデフォルトのセキュリティグループが使用されます。AwsVpcConfiguration ごと
に指定できるセキュリティグループは 5 つに制限されています。

Note
指定するすべてのセキュリティグループが、同じ VPC から取得される必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Subnets
タスクまたはサービスに関連付けられたサブネットの ID。AwsVpcConfiguration ごとに指定でき
るサブネットは 16 個に制限されています。

Note
指定するすべてのサブネットが、同じ VPC から取得される必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskSet LoadBalancer
タスクセットで使用するロードバランサー（1つまたは複数）の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerName" : String,
"ContainerPort" : Integer,
"LoadBalancerName" : String,
"TargetGroupArn" : String

YAML
ContainerName: String
ContainerPort: Integer
LoadBalancerName: String
TargetGroupArn: String

プロパティ
ContainerName
ロードバランサーに関連付けるコンテナの名前 (コンテナ定義に表示)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ContainerPort
ロードバランサーに関連付けるコンテナのポート。このポートは、サービスのタスクが使用している
タスク定義の containerPort に対応する必要があります。EC2 起動タイプを使用するタスクの場
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合、起動されるコンテナインスタンスは、ポートマッピングの hostPort で進入トラフィックを許可
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
LoadBalancerName
Amazon ECS サービスまたはタスクセットに関連付けられるロードバランサーの名前。
ロードバランサー名は、Classic Load Balancer を使用するときにのみ指定します。Application Load
Balancer または Network Load Balancer を使用している場合は、ロードバランサーの名前パラメータ
を省略する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetGroupArn
サービスまたはタスクセットに関連付ける 1 つ以上の Elastic Load Balancing ターゲットグループの
完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
ターゲットグループ ARN は、Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用する場
合にのみ指定します。Classic Load Balancer を使用している場合は、ターゲットグループの ARN を
省略する必要があります。
ECS デプロイコントローラーを使用するサービスの場合は、1 つ以上のターゲットグループを指定で
きます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「サービスに複数
のターゲットグループを登録する」を参照してください。
CODE_DEPLOY デプロイコントローラーを使用するサービスの場合、ロードバランサーの 2 つのター
ゲットグループを定義する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベ
ロッパーガイドの「CodeDeploy を使用した Blue/Green デプロイを」参照してください。

Important
サービスのタスク定義で awsvpc ネットワークモード (Fargate 起動タイプの場合に必
須) を使用している場合、ターゲットグループを作成する際に、ターゲットタイプとして
instance ではなく ip を選択する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを
使用するタスクが、Amazon EC2 インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付
けられているためです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskSet NetworkConfiguration
タスクのネットワーク設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AwsVpcConfiguration" : AwsVpcConfiguration (p. 2948)

YAML
AwsVpcConfiguration:
AwsVpcConfiguration (p. 2948)

プロパティ
AwsVpcConfiguration
タスクに関連付けられた VPC サブネットおよびセキュリティグループ。

Note
指定するすべてのサブネットとセキュリティグループが、同じ VPC から取得される必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: AwsVpcConfiguration (p. 2948)
Update requires: Replacement

AWS::ECS::TaskSet Scale
タスクセットに配置して実行し続けるために必要なタスク数の浮動小数点パーセンテージ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Unit" : String,
"Value" : Double

YAML
Unit: String
Value: Double

プロパティ
Unit
スケール値の測定単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: PERCENT
Update requires: No interruption
Value
タスクセットをスケーリングする値で、サービスの desiredCount の合計パーセントとして指定さ
れます。許容値は 0 から 100 までの数字です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::ECS::TaskSet ServiceRegistry
サービスレジストリの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerName" : String,
"ContainerPort" : Integer,
"Port" : Integer,
"RegistryArn" : String

YAML
ContainerName: String
ContainerPort: Integer
Port: Integer
RegistryArn: String

プロパティ
ContainerName
タスク定義にすでに指定されているコンテナ名の値。サービス検出サービスに使用されます。サービ
スタスクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用されている場合
は、タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指定する必要がありま
す。サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpcネットワークモードが使用され、SRV DNS タイ
プのレコードが使用されている場合は、containerName と containerPort の組み合わせを指定す
るか、port 値を指定する必要があります (両方は指定しないでください)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ContainerPort
タスク定義にすでに指定されているポートの値。サービス検出サービスに使用されます。サービスタ
スクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用されている場合は、
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タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指定する必要があります。
サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpc ネットワークモードが使用され、SRV DNS タイプ
のレコードが使用されている場合は、containerName と containerPort の組み合わせを指定する
か、port 値を指定する必要があります (両方は指定しないでください)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Port
サービス検出サービスが SRV レコードを指定した場合に使用されるポート値。このフィールド
は、awsvpc ネットワークモードと SRV レコードの両方が使用されている場合に使用される可能性が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
RegistryArn
サービスレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)。現在サポートされているサービスレジストリ
は AWS Cloud Map です。詳細については、「CreateService」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

Amazon Elastic File System リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS::EFS::AccessPoint (p. 2953)
• AWS::EFS::FileSystem (p. 2961)
• AWS::EFS::MountTarget (p. 2976)

AWS::EFS::AccessPoint
AWS::EFS::AccessPoint リソースによって EFS アクセスポイントが作成されます。アクセスポイント
は、EFS ファイルシステムに対するアプリケーション固有のビューで、オペレーティングシステムのユー
ザーとグループ、およびファイルシステムパスを、アクセスポイントを介して行われたすべてのファイル
システムリクエストに適用されます。オペレーティングシステムのユーザーおよびグループは、NFS クラ
イアントから提供されるすべての ID 情報を上書きします。ファイルシステムのパスは、アクセスポイント
のルートディレクトリとしてクライアントに公開されます。アクセスポイントを使用するアプリケーショ
ンは、それ自体のディレクトリ以下のデータにのみアクセスできます。詳細については、EFS アクセスポ
イントを使用してファイルシステムをマウントするを参照してください。
このオペレーションには、elasticfilesystem:CreateAccessPoint アクションに対するアクセス許
可が必要です。
API バージョン 2010-05-15
2953

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EFS::AccessPoint",
"Properties" : {
"AccessPointTags" : [ AccessPointTag (p. 2957), ... ],
"ClientToken" : String,
"FileSystemId" : String,
"PosixUser" : PosixUser (p. 2959),
"RootDirectory" : RootDirectory (p. 2960)
}

YAML
Type: AWS::EFS::AccessPoint
Properties:
AccessPointTags:
- AccessPointTag (p. 2957)
ClientToken: String
FileSystemId: String
PosixUser:
PosixUser (p. 2959)
RootDirectory:
RootDirectory (p. 2960)

プロパティ
AccessPointTags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AccessPointTag (p. 2957) のリスト
Update requires: No interruption
ClientToken
べき等の作成を保証するためにリクエストで指定された不透明な文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: .+
Update requires: Replacement
FileSystemId
アクセスポイントが適用される EFS ファイルシステムの ID。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
Update requires: Replacement
PosixUser
アクセスポイント上の、ユーザー ID、グループ ID、およびセカンダリグループ ID を含む完全な
POSIX ID。アクセスポイントを使用する NFS クライアントによるすべてのシステムオペレーション
に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: PosixUser (p. 2959)
Update requires: Replacement
RootDirectory
アクセスポイントが、アクセスポイントを使用する NFS クライアントにルートディレクトリとして公
開する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリ。
必須: いいえ
タイプ: RootDirectory (p. 2960)
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ID。次に例を示
します。
{"Ref":"fsap-0123456789abcdef0"}。
Ref は、アクセスポイント ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AccessPointId
EFS アクセスポイントの ID。
Arn
アクセスポイントの Amazon リソースネーム (ARN)。
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例
EFS ファイルシステムのアクセスポイントを宣言する
次の例では、EFS ファイルシステムに関連付けられているアクセスポイントを宣言します。EC2 インス
タンスへのファイルシステムのマウントについては、EFS ユーザーガイドの「ファイルシステムのマウン
ト」を参照してください。

JSON
"AccessPointResource": {
"Type": "AWS::EFS::AccessPoint",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"PosixUser": {
"Uid": "13234",
"Gid": "1322",
"SecondaryGids": [
"1344",
"1452"
]
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": "708798",
"OwnerUid": "7987987",
"Permissions": "0755"
},
"Path": "/testcfn/abc"
}
}
}
}

YAML
AccessPointResource:
Type: 'AWS::EFS::AccessPoint'
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
PosixUser:
Uid: "13234"
Gid: "1322"
SecondaryGids:
- "1344"
- "1452"
RootDirectory:
CreationInfo:
OwnerGid: "708798"
OwnerUid: "7987987"
Permissions: "0755"
Path: "/testcfn/abc"

以下の資料も参照してください。
• Amazon EFS: 仕組み。
• Amazon EFS ユーザーガイドの Amazon EFSアクセスポイントを使用する。
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AWS::EFS::AccessPoint AccessPointTag
タグは、ファイルシステムに付加されたキーと値のペアです。Key プロパティと Value プロパティで使
用できる文字は、UTF-8 で表すことができる文字、空白、数値、および + - = . _ : / です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグキー (文字列)。キーの先頭を aws: にすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^(?![aA]{1}[wW]{1}[sS]{1}:)([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]+)$
Update requires: No interruption
Value
タグキーの値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption

AWS::EFS::AccessPoint CreationInfo
指定した RootDirectory > Path が存在しない場合は必須です。アクセスポイントの RootDirectory
> Path に適用する POSIX ID とアクセス許可を指定します。アクセスポイントのルートディレクトリが存
在しない場合、クライアントがアクセスポイントに接続すると EFS はこれらの設定を使用して作成しま
す。CreationInfo を指定する場合は、すべてのプロパティの値を含める必要があります。
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Amazon EFS では、CreationInfo (OwnUid、OwnGID、ディレクトリのアクセス許可) を指定した場合にの
み、ルートディレクトリが作成されます。この情報を指定しない場合、Amazon EFS はルートディレクト
リを作成しません。ルートディレクトリが存在しない場合に、アクセスポイントを使用してマウントしよ
うとすると、失敗します。

Important
CreationInfo を指定せず、指定した RootDirectory が存在しない場合、アクセスポイント
を使用してファイルシステムをマウントしようとすると失敗します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"OwnerGid" : String,
"OwnerUid" : String,
"Permissions" : String

YAML
OwnerGid: String
OwnerUid: String
Permissions: String

プロパティ
OwnerGid
RootDirectory に適用する POSIX グループ ID を指定します。0 から 2^32 (4294967295) までの値
を受け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OwnerUid
RootDirectory に適用する POSIX ユーザー ID を指定します。0 から 2^32 (4294967295) までの値
を受け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Permissions
RootDirectory に適用する POSIX アクセス許可を、ファイルのモードビットを表す 8 進数の形式
で指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
2958

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS

最小: 3
最大: 4
パターン: ^[0-7]{3,4}$
Update requires: Replacement

AWS::EFS::AccessPoint PosixUser
アクセスポイント上の、ユーザー ID、グループ ID、およびセカンダリグループ ID を含む完全な POSIX
ID。アクセスポイントを使用する NFS クライアントによって実行されるすべてのファイルシステムオペ
レーションに使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Gid" : String,
"SecondaryGids" : [ String, ... ],
"Uid" : String

YAML
Gid: String
SecondaryGids:
- String
Uid: String

プロパティ
Gid
このアクセスポイントを使用するすべてのファイルシステムオペレーションに使用される POSIX グ
ループ ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecondaryGids
このアクセスポイントを使用するすべてのファイルシステムオペレーションに使用されるセカンダリ
POSIX グループ ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: Replacement
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Uid
このアクセスポイントを使用するすべてのファイルシステムオペレーションに使用される POSIX ユー
ザーID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EFS::AccessPoint RootDirectory
アクセスポイントがアクセスを提供する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリを指定します。
アクセスポイントは、指定されたファイルシステムのパスを、アクセスポイントを使用するアプリケー
ションにファイルシステムのルートディレクトリとして公開します。アクセスポイントを使用する NFS ク
ライアントは、アクセスポイントの RootDirectory とそのサブディレクトリ内のデータのみにアクセス
できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CreationInfo" : CreationInfo (p. 2957),
"Path" : String

YAML
CreationInfo:
CreationInfo (p. 2957)
Path: String

プロパティ
CreationInfo
(オプション) アクセスポイントの RootDirectory に適用する POSIX ID とアクセス許可を指定しま
す。指定した RootDirectory > Path が存在しない場合、クライアントがアクセスポイントに接続
すると EFS はCreationInfo 設定を使用してルートディレクトリを作成します。CreationInfo を
指定する場合は、すべてのプロパティに値を指定する必要があります。

Important
CreationInfo を指定せず、指定した RootDirectory > Path が存在しない場合、アクセ
スポイントを使用してファイルシステムをマウントしようとすると失敗します。
必須: いいえ
タイプ: CreationInfo (p. 2957)
Update requires: Replacement
Path
アクセスポイントを使用して、EFS ファイルシステムにアクセスする NFS クライアントにルート
ディレクトリとして公開する EFS ファイルシステムのパスを指定します。パスには、最大 4 つのサブ
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ディレクトリを含めることができます。指定したパスが存在しない場合は、CreationInfo を指定す
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^(\/|(\/(?!\.)+[^$#<>;`|&?{}^*/\n]+){1,4})$
Update requires: Replacement

AWS::EFS::FileSystem
AWS::EFS::FileSystem リソースは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) に新しい空のファ
イルシステムを作成します。EFS ファイルシステムを Amazon EC2 またはその他の AWS クラウドコン
ピューティングリソースにマウントするには、マウントターゲット (AWS::EFS::MountTarget) を作成する
必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EFS::FileSystem",
"Properties" : {
"AvailabilityZoneName" : String,
"BackupPolicy" : BackupPolicy (p. 2974),
"BypassPolicyLockoutSafetyCheck" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"FileSystemPolicy" : Json,
"FileSystemTags" : [ ElasticFileSystemTag (p. 2974), ... ],
"KmsKeyId" : String,
"LifecyclePolicies" : [ LifecyclePolicy (p. 2975), ... ],
"PerformanceMode" : String,
"ProvisionedThroughputInMibps" : Double,
"ThroughputMode" : String
}

YAML
Type: AWS::EFS::FileSystem
Properties:
AvailabilityZoneName: String
BackupPolicy:
BackupPolicy (p. 2974)
BypassPolicyLockoutSafetyCheck: Boolean
Encrypted: Boolean
FileSystemPolicy: Json
FileSystemTags:
- ElasticFileSystemTag (p. 2974)
KmsKeyId: String
LifecyclePolicies:
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- LifecyclePolicy (p. 2975)
PerformanceMode: String
ProvisionedThroughputInMibps: Double
ThroughputMode: String

プロパティ
AvailabilityZoneName
1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムを作成するために使用します。ファイルシス
テムを作成する AWS アベイラビリティーゾーンを指定します。形式 us-east-1a を使用して、ア
ベイラビリティーゾーンを指定します。1 ゾーンストレージクラスの詳細については、Amazon EFS
ユーザーガイドの「EFS ストレージクラスの使用」をご参照ください。

Note
1 ゾーンストレージクラスは、Amazon EFS が利用できる AWS リージョン のすべてのアベ
イラビリティーゾーンでは利用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: .+
Update requires: Replacement
BackupPolicy
BackupPolicy を使用して、ファイルシステムの自動バックアップをオンまたはオフにします。
必須: いいえ
タイプ: BackupPolicy (p. 2974)
Update requires: No interruption
BypassPolicyLockoutSafetyCheck
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Encrypted
このブール値が true の場合、暗号化されたファイルシステムが作成されます。暗号化されたファイル
システムを作成するときに、既存の AWS KMS key に KmsKeyId を指定することができます。KMS
key を指定しない場合、Amazon EFS のデフォルトの KMS key である /aws/elasticfilesystem
が暗号化されたファイルシステムの保護に使用されます。
必須: 条件付き
タイプ: ブール値
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Update requires: Replacement
FileSystemPolicy
EFS ファイルシステムの FileSystemPolicy。ファイルシステムポリシーは、EFS ファイルシ
ステムへの NFS アクセスを制御するために使用される IAM リソースポリシーです。詳細について
は、Amazon EFS ユーザーガイドの IAM を使用した Amazon EFS への NFS アクセスのコントロー
ルを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
最小: 1
最大: 20000
パターン: [\s\S]+
Update requires: No interruption
FileSystemTags
ファイルシステムに関連付けられた 1 つ以上のタグを作成するために使用します。各タグはユーザー
定義のキーと値のペアです。"Key":"Name","Value":"{value}" キーと値のペアを含めること
で、作成時にファイルシステムに名前を付けます。各キーは一意である必要があります。詳細につい
ては、 AWS 全般のリファレンスのガイドの AWS リソースのタグ付けを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ElasticFileSystemTag (p. 2974) のリスト
Update requires: No interruption
KmsKeyId
暗号化されたファイルシステムの保護に使用される AWS KMS key の ID。このパラメータは、デフォ
ルト以外の KMS key を使用する場合にのみ必要です。このパラメータを指定しない場合、Amazon
EFS のデフォルト KMS key が使用されます。この ID は以下のいずれかの形式になります。
• キー ID - キーの一意の識別子 (例: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab)。
• ARN - キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab)。
• キーエイリアス - 前に作成したキーの表示名 (例: alias/projectKey1)。
• キーエイリアス ARN - キーエイリアスの ARN (例: arn:aws:kms:uswest-2:444455556666:alias/projectKey1)。
KmsKeyId を指定した場合、Encrypted パラメータを true に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
Update requires: Replacement
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LifecyclePolicies
ファイルを低頻度アクセス (IA) ストレージクラスに移行する場合を EFS ライフサイクル管理に指示
する、1 つの LifecyclePolicy のリスト。
必須: いいえ
タイプ: LifecyclePolicy (p. 2975) のリスト
Update requires: No interruption
PerformanceMode
ファイル システムのパフォーマンス モード。ほとんどのファイルシステムに generalPurpose パ
フォーマンスモードをお勧めします。maxIO パフォーマンスモードを使用しているファイルシステム
では、ほとんどのファイルオペレーションのレイテンシーがわずかに大きくなる代わりに、より高い
レベルの集計スループットと 1 秒あたりのオペレーションにスケールできます。パフォーマンスモー
ドは、ファイルシステムの作成後は変更できません。

Note
maxIO モードは、1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムではサポートされ
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: generalPurpose | maxIO
Update requires: Replacement
ProvisionedThroughputInMibps
作成しているファイルシステムにプロビジョニングするスループット (MiB/秒単位で計測)。有効な値
は、1～1024 です。ThroughputMode が provisioned に設定されている場合は必須です。スルー
プットの上限は 1,024 MiB/ 秒です。この上限数を引き上げるには、AWS Support にお問い合わせく
ださい。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「引き上げ可能な Amazon EFS クォータ」
をご参照ください。
必須: 条件付き
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ThroughputMode
ファイルシステムのスループットモードを、bursting または provisioned のいずれかに指定し
ます。ThroughputMode を provisioned に設定した場合、ProvisionedThroughputInMibps
の値も設定する必要があります。ファイルシステムを作成した後、プロビジョンドスループットモー
ドでファイルシステムのスループットを減らす場合や、スループットモード間の切り替えを行う場合
は、前回減らした時点またはスループットモードの変更時点から 24 時間経過している必要がありま
す。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイド の「プロビジョニングモードでのスループットの
指定」をご参照ください。
デフォルトは bursting です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: bursting | provisioned
API バージョン 2010-05-15
2964

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS

Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ID。次に例を示
します。
{"Ref":"fs-12345678"}。
Amazon EFS ファイルシステム fs-12345678 については、Ref はファイルシステム ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:elasticfilesystem:uswest-2:1111333322228888:file-system/fs-12345678
FileSystemId
EFS ファイルシステムの ID。例: fs-12345678

例
EFS スタンダードストレージクラスを使用して暗号化された EFS ファイルシステムを作成する
次の例では、followiing 属性を持つ Amazon EFS ファイルシステムを宣言します。
• EFS スタンダードストレージクラスを使用します。
• maxIO パフォーマンスモード。
• ライフサイクル管理が有効になりました。
• 保存時に暗号化されました。
• 自動日次バックアップが有効です。
• EfsReadOnly IAM ロールへの読み取り専用アクセス権を付与するファイルシステムポリシー。
• ファイルシステムへのアクセス:
• 3 つのアベイラビリティーゾーンにターゲットをマウントします。
• ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイントを提供するアクセスポイント。

JSON
"{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MountTargetVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
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"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.0.0/16"
}

},
"MountTargetSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.1.0/24",
"VpcId": {
"Ref": "MountTargetVPC"
},
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
"MountTargetSubnetTwo": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.2.0/24",
"VpcId": {
"Ref": "MountTargetVPC"
},
"AvailabilityZone": "us-east-1b"
}
},
"MountTargetSubnetThree": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.3.0/24",
"VpcId": {
"Ref": "MountTargetVPC"
},
"AvailabilityZone": "us-east-1c
}
},
"FileSystemResource": {
"Type": "AWS::EFS::FileSystem",
"Properties": {
"PerformanceMode": "maxIO",
"LifecyclePolicies":[
{
"TransitionToIA" : "AFTER_30_DAYS"
}
],
"Encrypted": true,
"FileSystemTags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "TestFileSystem"
}
],
"FileSystemPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/
EfsReadOnly"}
}
]
},
"BackupPolicy": {
"Status": "ENABLED"
},
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"KmsKeyId": {
"Fn::GetAtt": [
"key",
"Arn"
]
}

}
},
"key": {
"Type": "AWS::KMS::Key",
"Properties": {
"KeyPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:iam::",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":root"
]
]
}
},
"Action": [
"kms:*"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
},
"MountTargetResource1": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"SubnetId": {
"Ref": "MountTargetSubnetOne"
},
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MountTargetVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"MountTargetResource2": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
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"SubnetId": {
"Ref": "MountTargetSubnetTwo"
},
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MountTargetVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]

}

}

}
},
"MountTargetResource3": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"SubnetId": {
"Ref": "MountTargetSubnetThree"
},
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MountTargetVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"AccessPointResource": {
"Type": "AWS::EFS::AccessPoint",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"PosixUser": {
"Uid": "13234",
"Gid": "1322",
"SecondaryGids": [
"1344",
"1452"
]
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": "708798",
"OwnerUid": "7987987",
"Permissions": "0755"
},
"Path": "/testcfn/abc"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MountTargetVPC:
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Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 172.31.0.0/16
MountTargetSubnetOne:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 172.31.1.0/24
VpcId: !Ref MountTargetVPC
AvailabilityZone: "us-east-1a"
MountTargetSubnetTwo:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 172.31.2.0/24
VpcId: !Ref MountTargetVPC
AvailabilityZone: "us-east-1b"
MountTargetSubnetThree:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 172.31.3.0/24
VpcId: !Ref MountTargetVPC
AvailabilityZone: "us-east-1c"
FileSystemResource:
Type: 'AWS::EFS::FileSystem'
Properties:
BackupPolicy:
Status: ENABLED
PerformanceMode: maxIO
Encrypted: true
LifecyclePolicies:
- TransitionToIA: AFTER_30_DAYS
FileSystemTags:
- Key: Name
Value: TestFileSystem
FileSystemPolicy:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "elasticfilesystem:ClientMount"
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::111122223333:role/EfsReadOnly'
KmsKeyId: !GetAtt
- key
- Arn
key:
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
KeyPolicy:
Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: !Join
- ''
- - 'arn:aws:iam::'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':root'
Action:
- 'kms:*'
Resource:
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- '*'
MountTargetResource1:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
SubnetId: !Ref MountTargetSubnetOne
SecurityGroups:
- !GetAtt MountTargetVPC.DefaultSecurityGroup
MountTargetResource2:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
SubnetId: !Ref MountTargetSubnetTwo
SecurityGroups:
- !GetAtt MountTargetVPC.DefaultSecurityGroup
MountTargetResource3:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
SubnetId: !Ref MountTargetSubnetThree
SecurityGroups:
- !GetAtt MountTargetVPC.DefaultSecurityGroup
AccessPointResource:
Type: 'AWS::EFS::AccessPoint'
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
PosixUser:
Uid: "13234"
Gid: "1322"
SecondaryGids:
- "1344"
- "1452"
RootDirectory:
CreationInfo:
OwnerGid: "708798"
OwnerUid: "7987987"
Permissions: "0755"
Path: "/testcfn/abc"

EFS 1 ゾーンストレージクラスを使用してファイルシステムを作成する
次の例では、us-east-1a アベイラビリティーゾーンの 1 ゾーンストレージクラスを使用して、暗号化され
た Amazon EFS ファイルシステムを宣言します。

JSON
"{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MountTargetVPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.0.0/16"
}
},
"MountTargetSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"CidrBlock": "172.31.1.0/24",
"VpcId": {
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"Ref": "MountTargetVPC"
},
"AvailabilityZone": "us-east-1a"

}
},
"FileSystemResource": {
"Type": "AWS::EFS::FileSystem",
"Properties": {
"AvailabilityZoneName": "us-east-1a",
"LifecyclePolicies":[
{
"TransitionToIA" : "AFTER_30_DAYS"
}
],
"Encrypted": true,
"FileSystemTags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "TestFileSystem"
}
],
"FileSystemPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/
EfsReadOnly"}
}
]
},
"BackupPolicy": {
"Status": "ENABLED"
},
"KmsKeyId": {
"Fn::GetAtt": [
"key",
"Arn"
]
}
}
},
"key": {
"Type": "AWS::KMS::Key",
"Properties": {
"KeyPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:iam::",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":root"
]
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]

}

}

}

}

}

]

}

},
"Action": [
"kms:*"
],
"Resource": "*"

},
"MountTargetResource1": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"SubnetId": {
"Ref": "MountTargetSubnetOne"
},
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MountTargetVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"AccessPointResource": {
"Type": "AWS::EFS::AccessPoint",
"Properties": {
"FileSystemId": {
"Ref": "FileSystemResource"
},
"PosixUser": {
"Uid": "13234",
"Gid": "1322",
"SecondaryGids": [
"1344",
"1452"
]
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": "708798",
"OwnerUid": "7987987",
"Permissions": "0755"
},
"Path": "/testcfn/abc"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MountTargetVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
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Properties:
CidrBlock: 172.31.0.0/16
MountTargetSubnetOne:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 172.31.1.0/24
VpcId: !Ref MountTargetVPC
AvailabilityZone: "us-east-1a"
FileSystemResource:
Type: 'AWS::EFS::FileSystem'
Properties:
AvailabilityZoneName: us-east-1a
BackupPolicy:
Status: ENABLED
Encrypted: true
LifecyclePolicies:
- TransitionToIA: AFTER_30_DAYS
FileSystemTags:
- Key: Name
Value: TestFileSystem
FileSystemPolicy:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Action:
- "elasticfilesystem:ClientMount"
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::111122223333:role/EfsReadOnly'
KmsKeyId: !GetAtt
- key
- Arn
key:
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
KeyPolicy:
Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: !Join
- ''
- - 'arn:aws:iam::'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':root'
Action:
- 'kms:*'
Resource:
- '*'
MountTargetResource1:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
SubnetId: !Ref MountTargetSubnetOne
SecurityGroups:
- !GetAtt MountTargetVPC.DefaultSecurityGroup
AccessPointResource:
Type: 'AWS::EFS::AccessPoint'
Properties:
FileSystemId: !Ref FileSystemResource
PosixUser:
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Uid: "13234"
Gid: "1322"
SecondaryGids:
- "1344"
- "1452"
RootDirectory:
CreationInfo:
OwnerGid: "708798"
OwnerUid: "7987987"
Permissions: "0755"
Path: "/testcfn/abc"

以下の資料も参照してください。
• Amazon EFS: 仕組み
• Amazon EFS ファイルシステムの作成

AWS::EFS::FileSystem BackupPolicy
バックアップポリシーは、ファイルシステムの自動バックアップをオンまたはオフにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Status" : String

YAML
Status: String

プロパティ
Status
ファイルシステムのバックアップポリシーステータスを設定します。
• ENABLED - ファイルシステムの自動バックアップをオンにします。
• DISABLED - ファイルシステムの自動バックアップをオフにします。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | DISABLING | ENABLED | ENABLING
Update requires: No interruption

AWS::EFS::FileSystem ElasticFileSystemTag
タグは、ファイルシステムに付加されたキーと値のペアです。Key プロパティと Value プロパティで使
用できる文字は、UTF-8 で表すことができる文字、空白、数値、および + - = . _ : / です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグキー (文字列)。キーの先頭を aws: にすることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^(?![aA]{1}[wW]{1}[sS]{1}:)([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]+)$
Update requires: No interruption
Value
タグキーの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption

AWS::EFS::FileSystem LifecyclePolicy
低頻度アクセス (IA) ストレージクラスにファイルを移行する EFS ライフサイクル管理で使用されるポリ
シー。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「EFS のライフサイクル管理」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
2975

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EFS

JSON
{
}

"TransitionToIA" : String,
"TransitionToPrimaryStorageClass" : String

YAML
TransitionToIA: String
TransitionToPrimaryStorageClass: String

プロパティ
TransitionToIA
ファイルへのアクセスがなく、IA ストレージに移行するまでの時間を示します。ディレクトリの内容
を一覧表示するなどのメタデータオペレーションは、ファイルアクセスイベントとしてカウントされ
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AFTER_14_DAYS | AFTER_30_DAYS | AFTER_60_DAYS | AFTER_7_DAYS |
AFTER_90_DAYS
Update requires: No interruption
TransitionToPrimaryStorageClass
IA ストレージからプライマリストレージにファイルを移行するタイミングを示します。ディレクトリ
の内容を一覧表示するなどのメタデータオペレーションは、ファイルアクセスイベントとしてカウン
トされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AFTER_1_ACCESS
Update requires: No interruption

AWS::EFS::MountTarget
AWS::EFS::MountTarget リソースは、EFS ファイルシステムのマウントターゲットを作成する
Amazon EFS リソースです。その後、マウントターゲットを使用してファイルシステムを Amazon EC2 イ
ンスタンスまたはその他のリソースにマウントできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EFS::MountTarget",
"Properties" : {
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}

}

"FileSystemId" : String,
"IpAddress" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SubnetId" : String

YAML
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId: String
IpAddress: String
SecurityGroups:
- String
SubnetId: String

プロパティ
FileSystemId
マウントターゲットを作成するファイルシステムの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
Update requires: Replacement
IpAddress
指定されたサブネットのアドレス範囲内の有効な IPv4 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 7
最大: 15
パターン: ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$
Update requires: Replacement
SecurityGroups
sg-xxxxxxxx の形式の最大 5 つの VPC セキュリティグループ ID。これらは指定されたサブネット
と同じ VPC 用である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
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SubnetId
マウントターゲットを追加するサブネットの ID。1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシス
テムの場合は、ファイルシステムのアベイラビリティーゾーンに関連付けられたサブネットを使用し
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 15
最大: 47
パターン: ^subnet-[0-9a-f]{8,40}$
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ID。次に例を示
します。
{"Ref":"fsmt-12345678"}。
Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲット fsmt-12345678 には、Ref はマウントターゲット
ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
IpAddress
マウントターゲットの IPv4 アドレス。

例
EFS ファイルシステムのマウントターゲットを宣言する
次の例では、ファイルシステム、サブネット、セキュリティグループに関連付けられるマウントターゲッ
トを宣言します。これらはすべて同じテンプレートで宣言されます。マウントターゲットが関連ファイル
システムへの接続に使用できるマウントターゲットと同じアベイラビリティーゾーン (AZ) 内にある EC2
インスタンス。EC2 インスタンスへのファイルシステムのマウントについては、EFS ユーザーガイドの
「ファイルシステムのマウント」を参照してください。

JSON
"MountTarget": {
"Type": "AWS::EFS::MountTarget",
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}

"Properties": {
"FileSystemId": { "Ref": "FileSystem" },
"SubnetId": { "Ref": "Subnet" },
"SecurityGroups": [ { "Ref": "MountTargetSecurityGroup" } ]
}

YAML
MountTarget:
Type: AWS::EFS::MountTarget
Properties:
FileSystemId:
Ref: "FileSystem"
SubnetId:
Ref: "Subnet"
SecurityGroups:
- Ref: "MountTargetSecurityGroup"

以下の資料も参照してください。
• Amazon EFS: 仕組み
• マウントターゲットの作成
• チュートリアル: オンプレミスでのファイルシステムのマウント

Amazon Elastic Kubernetes Service リソースタイプの
リファレンス
リソースタイプ
• AWS::EKS::Addon (p. 2979)
• AWS::EKS::Cluster (p. 2982)
• AWS::EKS::FargateProfile (p. 2989)
• AWS::EKS::Nodegroup (p. 2994)

AWS::EKS::Addon
Amazon EKS アドオンを作成します。
Amazon EKS アドオンは、Amazon EKS クラスターの一般的な運用ソフトウェアのプロビジョニングとラ
イフサイクル管理を自動化するのに役立ちます。Amazon EKS アドオンは、バージョン 1.18 をプラット
フォームバージョン eks.3 以降で実行している Amazon EKS クラスターでのみ使用できます。アドオン
はサーバー側の Apply Kubernetes 機能に依存しているためです。これは Kubernetes 1.18 以降でのみ利用
できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EKS::Addon",
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}

"Properties" : {
"AddonName" : String,
"AddonVersion" : String,
"ClusterName" : String,
"ResolveConflicts" : String,
"ServiceAccountRoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EKS::Addon
Properties:
AddonName: String
AddonVersion: String
ClusterName: String
ResolveConflicts: String
ServiceAccountRoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AddonName
アドオンの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AddonVersion
アドオンのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClusterName
クラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[0-9A-Za-z][A-Za-z0-9\-_]*
Update requires: Replacement
ResolveConflicts
既存のアドオンを Amazon EKS アドオンに移行する際のパラメータ値の競合を解決する方法。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | OVERWRITE
Update requires: No interruption
ServiceAccountRoleArn
アドオンのサービスアカウントにバインドする既存の IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
ロールには、アドオンに必要な IAM アクセス許可を割り当てる必要があります。既存の IAM ロール
を指定しない場合、アドオンはノード IAM ロールに割り当てられたアクセス許可を使用します。詳細
については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS ノードの IAM ロール」を参照してくだ
さい。

Note
既存の IAM ロールを指定するには、クラスター用に IAM OpenID Connect (OIDC) プロバイ
ダーを作成する必要があります。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「クラス
ターでサービスアカウントの IAM ロールを有効にする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
Tags
アドオンに適用して分類と組織化に利用できるメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプショ
ンの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。アドオンタグは、クラスターに関
連付けられた他のリソースには伝達されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "vpc-cni" }
アドオン vpc-cni の場合、Ref はアドオンの名前を返します。たとえば、<cluster_name>|<vpccni> と指定します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
アドオンの ARN (arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:addon/1-19/vpc-cni/
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx など)。

AWS::EKS::Cluster
Amazon EKS コントロールプレーンを作成します。
Amazon EKS コントロールプレーンは、etcd および API サーバーなどの Kubernetes ソフトウェアを実
行するコントロールプレーンインスタンスで構成されています。コントロールプレーンは AWS によって
管理されるアカウントで実行され、Kubernetes API は Amazon EKS API サーバーエンドポイントを介し
て公開されます。各 Amazon EKS クラスターコントロールプレーンはシングルテナントで一意であり、独
自の Amazon EC2 インスタンスセット上で実行されます。
クラスターコントロールプレーンは、複数のアベイラビリティーゾーンに渡ってプロビジョニングさ
れ、Elastic Load Balancing Network Load Balancer によって前面に置かれます。Amazon EKS はまた、
コントロールプレーンインスタンスからノードへの接続を提供するために、VPC サブネットの Elastic
Network Interface をプロビジョニングします (例: kubectl exec、logs、および proxy データフローを
サポートします)。
Amazon EKS ノードは AWS アカウントで実行され、Kubernetes API サーバーエンドポイントおよびクラ
スターに作成された証明書ファイルを使用してクラスターのコントロールプレーンに接続します。
通常、クラスターの作成には数分かかります。Amazon EKS クラスターを作成したら、Kubernetes ツール
を API サーバーと通信してノードをクラスター内で起動するように設定する必要があります。詳細につい
ては、Amazon EKS ユーザーガイドの「クラスター認証の管理」および「Amazon EKS ノードの起動」を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EKS::Cluster",
"Properties" : {
"EncryptionConfig" : [ EncryptionConfig (p. 2986), ... ],
"KubernetesNetworkConfig" : KubernetesNetworkConfig (p. 2986),
"Name" : String,
"ResourcesVpcConfig" : ResourcesVpcConfig (p. 2988),
"RoleArn" : String,
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::EKS::Cluster
Properties:
EncryptionConfig:
- EncryptionConfig (p. 2986)
KubernetesNetworkConfig:
KubernetesNetworkConfig (p. 2986)
Name: String
ResourcesVpcConfig:
ResourcesVpcConfig (p. 2988)
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RoleArn: String
Version: String

プロパティ
EncryptionConfig
クラスターの暗号設定。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfig (p. 2986) のリスト (p. 2986)
最大: 1
Update requires: Replacement
KubernetesNetworkConfig
クラスターの Kubernetes ネットワーク設定。
必須: いいえ
タイプ: KubernetesNetworkConfig (p. 2986)
Update requires: Replacement
Name
クラスターに付与する一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[0-9A-Za-z][A-Za-z0-9\-_]*
Update requires: Replacement
ResourcesVpcConfig
クラスターコントロールプレーンによって使用される VPC 設定。Amazon EKS VPC のリソースに
は、Kubernetes で適切に動作するための特定の要件があります。詳細については、『Amazon EKS
ユーザーガイド』の「クラスター VPC に関する考慮事項」および「クラスターセキュリティグループ
の考慮事項」を参照してください。少なくとも 2 つのサブネットを指定する必要があります。最大 5
つのセキュリティグループを指定できますが、クラスターコントロールプレーンには専用のセキュリ
ティグループを使用することをお勧めします。
必須: はい
タイプ: ResourcesVpcConfig (p. 2988)
Update requires: Replacement
RoleArn
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。Kubernetes コントロールプレーンが AWS API オペ
レーションを呼び出すための許可を提供します。詳細については、『Amazon EKS ユーザーガイド』
の「Amazon EKS サービス IAM ロール」を参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Version
クラスターに必要な Kubernetes のバージョン。ここで値を指定しないと、Amazon EKS で入手可能
な最新バージョンが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myCluster" }
Amazon EKS クラスター myCluster について、そのクラスターの名前が Ref から返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
のクラスターの ARN、arn:aws:eks:us-west-2:666666666666:cluster/prod など。
CertificateAuthorityData
クラスターの certificate-authority-data。
ClusterSecurityGroupId
Amazon EKS によってクラスター用に作成されたクラスターセキュリティグループ。マネージド型
ノードグループは、コントロールプレーンとデータプレーンの通信にこのセキュリティグループを使
用します。
このパラメータは、マネージド型ノードグループをサポートする Amazon EKS クラスターによっての
み返されます。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドのマネージド型ノードグループを参照
してください。
EncryptionConfigKeyArn
Amazon リソースネーム (ARN) またはカスタマーマスターキー (CMK) のエイリアス。
Endpoint
Kubernetes API サーバーのエンドポイン
ト、https://5E1D0CEXAMPLEA591B746AFC5AB30262.yl4.us-west-2.eks.amazonaws.com
など。
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OpenIdConnectIssuerUrl
クラスターの OIDC ID プロバイダーの発行者 URL（https://oidc.eks.uswest-2.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B716D3041E など）。この出力値から
https:// を削除する必要がある場合は、テンプレートに次のコードを含めることができます。
!Select [1, !Split ["//", !GetAtt EKSCluster.OpenIdConnectIssuerUrl]]

例
クラスターの作成
次の例では、prod という名前の Amazon EKS クラスターを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"myCluster": {
"Type": "AWS::EKS::Cluster",
"Properties": {
"Name": "prod",
"Version": "1.14",
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-roleAWSServiceRoleForAmazonEKS-EXAMPLEBQ4PI",
"ResourcesVpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [
"sg-6979fe18"
],
"SubnetIds": [
"subnet-6782e71e",
"subnet-e7e761ac"
]
}
}
}
}
}

YAML
Resources:
myCluster:
Type: 'AWS::EKS::Cluster'
Properties:
Name: prod
Version: '1.14'
RoleArn: >arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-role-AWSServiceRoleForAmazonEKSEXAMPLEBQ4PI
ResourcesVpcConfig:
SecurityGroupIds:
- sg-6979fe18
SubnetIds:
- subnet-6782e71e
- subnet-e7e761ac

以下の資料も参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイドの クラスター。
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• Amazon EKS API リファレンスの CreateCluster。

AWS::EKS::Cluster EncryptionConfig
クラスターの暗号設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Provider" : Provider (p. 2987),
"Resources" : [ String, ... ]

YAML
Provider:
Provider (p. 2987)
Resources:
- String

プロパティ
Provider
クラスターの暗号化プロバイダ。
必須: いいえ
タイプ: プロバイダ (p. 2987)
Update requires: No interruption
Resources
暗号化するリソースを指定します。サポートされる唯一の値は「secrets」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EKS::Cluster KubernetesNetworkConfig
クラスターの Kubernetes ネットワーク設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ServiceIpv4Cidr" : String
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}

YAML
ServiceIpv4Cidr: String

プロパティ
ServiceIpv4Cidr
Kubernetes によるサービス IP アドレスの割り当て元となる CIDR ブロック。ブロックを指定しない
場合、Kubernetes によって 10.100.0.0/16 または 172.20.0.0/16CIDR ブロックのいずれかからアドレ
スが割り当てられます。VPC にピア接続または接続されている他のネットワークのリソースと重複し
ないブロックを指定することをお勧めします。このブロックは、以下の要件を満たしている必要があ
ります。
• 次のいずれかのプライベート IP アドレスブロック内: 10.0.0.0/8、172.16.0.0.0/12、または
192.168.0.0/16。
• VPC 用に選択した VPC に割り当てられた CIDR ブロックと重複しない。
• /24 と /12 の間であること。

Important
カスタム CIDR ブロックは、クラスターの作成時にのみ指定でき、クラスターの作成後にこ
の値を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EKS::Cluster Provider
シークレットを暗号化するために使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを識別しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyArn" : String

YAML
KeyArn: String

プロパティ
KeyArn
Amazon リソースネーム (ARN) または KMS キーのalias。CMK は対称で、クラスターと同じリー
ジョンで作成する必要があります。KMSキー が別のアカウントで作成されている場合は、ユーザーが
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KMS キー にアクセスできる必要があります。詳細については、AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイドの他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EKS::Cluster ResourcesVpcConfig
Amazon EKS クラスターに使用する VPC 設定を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
ノードと Kubernetes コントロールプレーン間の通信を許可するために Amazon EKS が作成するク
ロスアカウントの Elastic Network Interface に、1 つ以上のセキュリティグループを指定します。セ
キュリティグループを指定しない場合は、以下のように Kubernetes でデプロイされたクラスター間
で Amazon EKS のデフォルトは異なります。
• 1.14 Amazon EKS プラットフォームバージョン eks.2 以前
• 1.14 Amazon EKS プラットフォームバージョン eks.3 以降
詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS セキュリティグループに関する考慮
事項」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
Amazon EKS ノードにサブネットを指定します。Amazon EKS は、これらのサブネットにクロスアカ
ウントの Elastic Network Interface を作成し、ノードと Kubernetes コントロールプレーン間の通信を
許可します。
必須: はい
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EKS::FargateProfile
Amazon EKS クラスターの AWS Fargate プロファイルを作成します。Fargate でポッドを実行できるよう
にするには、クラスター内に少なくとも 1 つの Fargate プロファイルが必要です。
Fargate プロファイルを使用すると、管理者はどのポッドを Fargate で実行するかを宣言し、どのポッド
をどの Fargate プロファイルで実行するかを指定できます。この宣言は、プロファイルのセレクターを介
して行われます。各プロファイルには、名前空間とラベルを含むセレクターを 5 つまで設定できます。す
べてのセレクターに名前空間が必要です。ラベルフィールドは、複数のオプションのキーと値のペアで構
成されます。セレクターに一致するポッドは Fargate でスケジュールされます。スケジュールされるポッ
ドが Fargate プロファイル内のいずれかのセレクターと一致する場合、そのポッドは Fargate で実行され
ます。
Fargate プロファイルを作成するときは、プロファイルでスケジュールされているポッドで使用するポッ
ド実行ロールを指定する必要があります。このロールは、承認のためにクラスターの Kubernetes ロール
ベースアクセス制御 (RBAC) に追加され、Fargate インフラストラクチャで実行されている kubelet が
Amazon EKS クラスターに登録され、ノードとしてクラスターに表示されるようにします。ポッド実行
ロールは、Amazon ECR イメージリポジトリへの読み取りアクセスを許可するために、Fargate インフ
ラストラクチャへの IAM アクセス許可も提供します。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
「ポッド実行ロール」を参照してください。
Fargate プロファイルはイミュータブルです。ただし、新しい更新されたプロファイルを作成して既存の
プロファイルを置き換え、更新されたプロファイルの作成が完了した後に元のプロファイルを削除するこ
とはできます。
クラスターのいずれかの Fargate プロファイルが DELETING ステータスである場合は、その Fargate プロ
ファイルの削除が完了するのを待ってから、そのクラスターに他のプロファイルを作成する必要がありま
す。
詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの AWS Fargate プロファイルを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EKS::FargateProfile",
"Properties" : {
"ClusterName" : String,
"FargateProfileName" : String,
"PodExecutionRoleArn" : String,
"Selectors" : [ Selector (p. 2993), ... ],
"Subnets" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EKS::FargateProfile
Properties:
ClusterName: String

API バージョン 2010-05-15
2989

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EKS
FargateProfileName: String
PodExecutionRoleArn: String
Selectors:
- Selector (p. 2993)
Subnets:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
ClusterName
Fargate プロファイルを適用する Amazon EKS クラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FargateProfileName
Fargate プロファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PodExecutionRoleArn
Fargate プロファイルのセレクターと一致するポッドに使用するポッド実行ロールの Amazon リソー
スネーム (ARN)。ポッド実行ロールにより、Fargate インフラストラクチャがノードとしてクラス
ターに登録され、Amazon ECR イメージリポジトリへの読み取りアクセスが得られます。詳細につい
ては、Amazon EKS ユーザーガイドの「ポッド実行ロール」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Selectors
この Fargate プロファイルを使用するためにポッドに一致するセレクター。各セレクターには名前空
間が関連付けられている必要があります。必要に応じて、名前空間のラベルを指定することもできま
す。1 つの Fargate プロファイルに最大 5 つのセレクターを指定できます。
必須: はい
タイプ: セレクター (p. 2993)のリスト
Update requires: Replacement
Subnets
ポッドを起動するサブネットの ID。現時点では、Fargate で実行されているポッドにはパブリック IP
アドレスが割り当てられないため、このパラメータにはプライベートサブネット (インターネットゲー
トウェイへの直接ルートなし) のみが受け入れられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: Replacement
Tags
Fargate プロファイルに適用して分類と組織化に利用できるメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキー
とオプションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。Fargate プロファイル
タグは、Fargate プロファイルに関連付けられた他のリソース (このプロファイルでスケジュールされ
ているポッドなど) には伝播されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myFargateProfile" }
Fargate プロファイル myFargateProfile の場合、Ref は Fargate プロファイルの物理リソース ID を返
します。たとえば、<cluster_name>/<Fargate_profile_name> と指定します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
のクラスターの ARN、arn:aws:eks:us-west-2:666666666666:fargateprofile/
myCluster/myFargateProfile/1cb1a11a-1dc1-1d11-cf11-1111f11fa111 など。

例
Fargate プロファイルを作成する
次の例では、my-namespace の名前の名前空間にデプロイされた Pod の Fargate プロファイルを作成し
ます。これには、キー値のペアが割り当てられたラベルが付いています。

JSON
{

"Resources" : {
"EKSFargateProfile" : {
"Type" : "AWS::EKS::FargateProfile",
"Properties" : {
"FargateProfileName" : "my-fargate-profile",
"ClusterName" : "my-cluster",
"PodExecutionRoleArn" : "arn:aws:iam::012345678910:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole",
"Subnets" : [ "subnet-6782e71e", "subnet-e7e761ac" ],
"Selectors" : [
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{

}

}

}

}

]

}

"Namespace" : "my-namespace",
"Labels" : [
{
"Key" : "my-key",
"Value" : "my-value"
}
]

YAML
Resources:
EKSFargateProfile:
Type: 'AWS::EKS::FargateProfile'
Properties:
FargateProfileName: my-fargate-profile
ClusterName: my-cluster
PodExecutionRoleArn: 'arn:aws:iam::012345678910:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole'
Subnets:
- subnet-6782e71e
- subnet-e7e761ac
Selectors:
- Namespace: my-namespace
Labels:
- Key: my-key
Value: my-value

以下の資料も参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイドの Fargate プロファイル。
• Amazon EKS API リファレンスの CreateFargateProfile。

AWS::EKS::FargateProfile Label
キーと値のペア。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String
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プロパティ
Key
キーを入力します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Value
値を入力します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EKS::FargateProfile Selector
AWS Fargate プロファイルセレクターを表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Labels" : [ Label (p. 2992), ... ],
"Namespace" : String

YAML
Labels:
- Label (p. 2992)
Namespace: String

プロパティ
Labels
セレクターが一致する必要がある Kubernetes ラベル。ポッドが一致と見なされるには、セレクター
で指定されたすべてのラベルが含まれている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ラベル (p. 2992)のリスト
Update requires: Replacement
Namespace
セレクターが一致する必要がある Kubernetes 名前空間。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EKS::Nodegroup
Amazon EKS クラスターのマネージド型ノードグループを作成します。クラスターの現在の Kubernetes
バージョンと同じクラスター対してのみノードグループを作成できます。起動テンプレートを使用して
カスタム AMI をデプロイしない限り、すべてのノードグループは、クラスターのそれぞれのマイナー
Kubernetes バージョンの最新の AMI リリースバージョンで作成されます。起動テンプレートの使用方法
の詳細については、「起動テンプレートのサポート」を参照してください。
Amazon EKS マネージド型ノードグループは、Amazon EC2 Auto Scaling グループと、Amazon EKS ク
ラスター用に AWS によって管理されている関連する Amazon EC2 インスタンスです。各ノードグルー
プは、Amazon EKS 最適化 Amazon Linux 2 AMI のバージョンを使用します。詳細については、Amazon
EKS ユーザーガイドの「マネージド型ノードグループ」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EKS::Nodegroup",
"Properties" : {
"AmiType" : String,
"CapacityType" : String,
"ClusterName" : String,
"DiskSize" : Double,
"ForceUpdateEnabled" : Boolean,
"InstanceTypes" : [ String, ... ],
"Labels" : Json,
"LaunchTemplate" : LaunchTemplateSpecification (p. 3000),
"NodegroupName" : String,
"NodeRole" : String,
"ReleaseVersion" : String,
"RemoteAccess" : RemoteAccess (p. 3001),
"ScalingConfig" : ScalingConfig (p. 3002),
"Subnets" : [ String, ... ],
"Tags" : Json,
"Taints" : [ Taint (p. 3003), ... ],
"UpdateConfig" : UpdateConfig (p. 3004),
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::EKS::Nodegroup
Properties:
AmiType: String
CapacityType: String
ClusterName: String
DiskSize: Double
ForceUpdateEnabled: Boolean
InstanceTypes:
- String
Labels: Json
LaunchTemplate:
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LaunchTemplateSpecification (p. 3000)
NodegroupName: String
NodeRole: String
ReleaseVersion: String
RemoteAccess:
RemoteAccess (p. 3001)
ScalingConfig:
ScalingConfig (p. 3002)
Subnets:
- String
Tags: Json
Taints:
- Taint (p. 3003)
UpdateConfig:
UpdateConfig (p. 3004)
Version: String

プロパティ
AmiType
ノードグループの AMI タイプ。GPU インスタンスタイプでは AL2_x86_64_GPU AMI タイプを使
用する必要があります。非 GPU インスタンスでは AL2_x86_64 AMI タイプを使用する必要があり
ます。Arm インスタンスでは AL2_ARM_64 AMI タイプを使用する必要があります。すべてのタイ
プで、Amazon EKS に最適化された Amazon Linux 2 AMI を使用します。launchTemplate を指定
し、起動テンプレートでカスタム AMI を使用する場合は、amiType を指定しないでください。指定
すると、ノードグループのデプロイは失敗します。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法
の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AL2_ARM_64 | AL2_x86_64 | AL2_x86_64_GPU | CUSTOM
Update requires: Replacement
CapacityType
マネージド型ノードグループの容量タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: Replacement
ClusterName
ノードグループを作成するクラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DiskSize
ノードグループインスタンスのルートデバイスのディスクサイズ（GiB 単位）。デフォルトのディス
クサイズは 20 GiB です。launchTemplate を指定する場合は、diskSize を指定しないでくださ
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い。指定すると、ノードグループのデプロイは失敗します。Amazon EKS で起動テンプレートを使用
する方法の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
ForceUpdateEnabled
ポッド中断予算の問題により既存のノードグループのポッドをドレーンできない場合は、更新を強制
します。ポッドをドレーンできなかったために更新が失敗した場合、ノードでポッドが実行されてい
るかどうかにかかわらず、古いノードの終了に失敗した後に更新を強制できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InstanceTypes
ノードグループのインスタンスタイプを指定します。GPU インスタンスタイプを指定する場合は、
必ず amiType パラメータを使用して AL2_x86_64_GPU を指定してください。launchTemplate
を指定した場合、起動テンプレートで 0 または 1 つのインスタンスタイプを指定するか、または
instanceTypes に 0～20 のインスタンスタイプを指定できます。ただし、起動テンプレートで
インスタンスタイプを指定し、かつ、任意の instanceTypes を指定すると、ノードグループの
デプロイは失敗します。起動テンプレートまたは instanceTypes でインスタンスタイプを指定
しない場合、t3.medium がデフォルトで使用されます。capacityType に Spot を指定する場合
は、instanceTypes に複数の値を指定することをお勧めします。詳細については、Amazon EKS
ユーザーガイドの「マネージド型ノードグループの容量タイプ」および「起動テンプレートのサポー
ト」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Labels
ノードの作成時にノードグループ内のノードに適用される Kubernetes ラベル。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
LaunchTemplate
ノードグループ起動テンプレート仕様を表すオブジェクト。指定する場合
は、instanceTypes、diskSize、または remoteAccess を指定せず、起動テンプレートが
launchTemplateSpecification の要件を満たしていることを確認してください。
必須: いいえ
タイプ: LaunchTemplateSpecification (p. 3000)
Update requires: No interruption
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NodegroupName
ノードグループに付ける一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NodeRole
ノードグループに関連付ける IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon EKS ワーカー
ノード kubelet デーモンは、ユーザーに代わって AWS API への呼び出しを実行します。ノード
は、IAM インスタンスプロファイルおよび関連ポリシーを通じて、これらの API コールのアクセス
許可を受け取ります。ノードを起動してクラスターに登録する前に、起動するときに使用するノー
ド用の IAM ロールを作成する必要があります。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
「Amazon EKS ノードの IAM ロール」を参照してください。launchTemplate を指定する場合
は、起動テンプレートで IamInstanceProfile を指定しないでください。指定すると、ノードグ
ループのデプロイは失敗します。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法の詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReleaseVersion
ノードグループで使用する Amazon EKS 最適化 AMI の AMI バージョン (1.14.7-YYYYMMDD など)。
デフォルトでは、ノードグループの現在の Kubernetes バージョンで使用できる最新の AMI バージョ
ンが使用されます。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの Amazon EKS 最適化 Linux AMI
のバージョンを参照してください。

Note
この値を変更すると、ノードグループ（使用可能な場合）の更新がトリガーされます。ただ
し、入力として有効なのは、使用できる最新の AMI リリースバージョンのみです。以前の
AMI リリースバージョンにロールバックすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoteAccess
ノードグループで使用するリモートアクセス (SSH) 設定。launchTemplate を指定する場合
は、remoteAccess を指定しないでください。指定すると、ノードグループのデプロイは失敗しま
す。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイ
ドの「起動テンプレートのサポート」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: RemoteAccess (p. 3001)
Update requires: Replacement
ScalingConfig
ノードグループ用に作成されている Auto Scaling グループのスケーリング設定の詳細。
必須: いいえ
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タイプ: ScalingConfig (p. 3002)
Update requires: No interruption
Subnets
ノードグループ用に作成されている Auto Scaling グループに使用するサブネット。launchTemplate
を指定する場合は、起動テンプレートで SubnetId を指定しないでください。指定すると、ノード
グループのデプロイは失敗します。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法の詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
ノードグループに適用して分類と組織化に利用できるメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオ
プションの 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。ノードグループタグは、
ノードグループに関連付けられた他のリソース（Amazon EC2 インスタンスやサブネットなど）には
伝達されません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Taints
ノードの作成時にノードグループ内のノードに適用される Kubernetes taints。効果は
No_Schedule、Prefer_No_Schedule、または No_Execute のいずれかです。Kubernetes taints
を許容値とともに使用して、ノードへのワークロードのスケジュール方法を制御できます。
必須: いいえ
タイプ : テイント (p. 3003) のリスト
Update requires: No interruption
UpdateConfig
ノードグループの更新設定。
必須: いいえ
タイプ: UpdateConfig (p. 3004)
Update requires: No interruption
Version
マネージド型ノードに使用する Kubernetes のバージョン。デフォルトでは、クラスターの
Kubernetes バージョンが使用され、これが唯一の有効な指定値です。launchTemplate を指定し、
起動テンプレートでカスタム AMI を使用する場合は、version を指定しないでください。指定する
と、ノードグループのデプロイは失敗します。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法の
詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myNodegroup" }
Amazon EKS ノードグループ myNodegroup の場合、Ref はノードグループの物理リソース ID を返しま
す。たとえば、<cluster_name>/<nodegroup_name> と指定します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
マネージド型ノードグループに関連付けられている Amazon リソースネーム (ARN)。
ClusterName
マネージド型ノードグループが存在するクラスターの名前。
NodegroupName
Amazon EKS マネージドノードグループに関連付けられた名前。

例
マネージド型ノードグループを作成する
次の例では、prod クラスター内に standard という名前の Amazon EKS マネージドノードグループを作
成します。

JSON
{

"Resources": {
"EKSNodegroup": {
"Type": "AWS::EKS::Nodegroup",
"Properties": {
"ClusterName": "prod",
"NodeRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/eksInstanceRole",
"ScalingConfig": {
"MinSize": 3,
"DesiredSize": 5,
"MaxSize": 7
},
"Labels": {
"Key1": "Value1",
"Key2": "Value2"
},
"Subnets": [
"subnet-6782e71e",
"subnet-e7e761ac"
]
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}

}

}

}

YAML
Resources:
EKSNodegroup:
Type: 'AWS::EKS::Nodegroup'
Properties:
ClusterName: prod
NodeRole: 'arn:aws:iam::012345678910:role/eksInstanceRole'
ScalingConfig:
MinSize: 3
DesiredSize: 5
MaxSize: 7
Labels:
Key1: Value1
Key2: Value2
Subnets:
- subnet-6782e71e
- subnet-e7e761ac

以下の資料も参照してください。
• Amazon EKS ユーザーガイド のマネージド型ノードグループ。
• Amazon EKS API リファレンスの CreateNodegroup

AWS::EKS::Nodegroup LaunchTemplateSpecification

ノードグループ起動テンプレート仕様を表すオブジェクト。起動テンプレートに
は、SubnetId、IamInstanceProfile、RequestSpotInstances、HibernationOptions、TerminateInstanc
のいずれも含めることができません。含めると、ノードグループのデプロイや更新が失敗します。起動テ
ンプレートの詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの「CreateLaunchTemplate」を参照し
てください。Amazon EKS で起動テンプレートを使用する方法の詳細については、Amazon EKS ユーザー
ガイドの「起動テンプレートのサポート」を参照してください。
name または id を指定します。両方を指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Id: String
Name: String
Version: String
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プロパティ
Id
起動テンプレートの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
起動テンプレートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
使用する起動テンプレートのバージョン。バージョンを指定しないと、テンプレートのデフォルト
バージョンが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EKS::Nodegroup RemoteAccess
管理対象ノードグループのリモートアクセス設定を表すオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ec2SshKey" : String,
"SourceSecurityGroups" : [ String, ... ]

YAML
Ec2SshKey: String
SourceSecurityGroups:
- String

プロパティ
Ec2SshKey
マネージドノードグループ内のノードとの SSH 通信へのアクセスを提供する Amazon EC2 SSH
キー。詳細については、Linux インスタンス向け Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの
Amazon EC2 のキーペアおよび Linux インスタンスを参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceSecurityGroups
ノードへの SSH アクセス（ポート 22）を許可されたセキュリティグループ。マネージドノードグ
ループの作成時に Amazon EC2 SSH キーを指定し、ソースセキュリティグループを指定しない場
合、ノードのポート 22 がインターネット (0.0.0.0/0) に開かれます。詳細については、Amazon Virtual
Private Cloud ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EKS::Nodegroup ScalingConfig
ノードグループに関連付けられている Auto Scaling グループのスケーリング設定の詳細を表すオブジェク
ト。ノードグループを作成するときは、すべてのプロパティを指定するか、いずれのプロパティも指定し
ないかのどちらかにする必要があります。ノードグループを更新するときに、プロパティを指定すること
も、指定しないこともできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DesiredSize" : Double,
"MaxSize" : Double,
"MinSize" : Double

YAML
DesiredSize: Double
MaxSize: Double
MinSize: Double

プロパティ
DesiredSize
マネージド型ノードグループが保持する必要があるノードの現在の数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 0
Update requires: No interruption
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MaxSize
マネージド型ノードグループがスケールアウトできるノードの最大数。指定できる最大数について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「 Amazon EKS サービスクォータ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
Update requires: No interruption
MinSize
マネージド型ノードグループがスケールインできるノードの最小数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS# EKS# Nodegroup Taint
ノードが Pod のセットを撃退できるようにするプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Effect" : String,
"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Effect: String
Key: String
Value: String

プロパティ
Effect
Taint の効果。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NO_EXECUTE | NO_SCHEDULE | PREFER_NO_SCHEDULE
Update requires: No interruption
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Key
Taint のキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
Update requires: No interruption
Value
Taint の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 63
Update requires: No interruption

AWS::EKS::Nodegroup UpdateConfig
ノードグループの更新設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxUnavailable" : Double,
"MaxUnavailablePercentage" : Double

YAML
MaxUnavailable: Double
MaxUnavailablePercentage: Double

プロパティ
MaxUnavailable
バージョン更新中に一度に使用できないノードの最大数。ノードは並行して更新されます。この値ま
たは maxUnavailablePercentage には値が必要です。最大数は 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
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Update requires: No interruption
MaxUnavailablePercentage
バージョン更新中に使用できないノードの最大パーセンテージ。この割合のノードは、一度に最大
100 ノードまで並列に更新されます。この値または maxUnavailable は値を持つために必要です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

Amazon ElastiCache リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ElastiCache::CacheCluster (p. 3005)
• AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup (p. 3018)
• AWS::ElastiCache::ParameterGroup (p. 3023)
• AWS::ElastiCache::ReplicationGroup (p. 3026)
• AWS::ElastiCache::SecurityGroup (p. 3043)
• AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress (p. 3045)
• AWS::ElastiCache::SubnetGroup (p. 3046)
• AWS::ElastiCache::User (p. 3048)
• AWS::ElastiCache::UserGroup (p. 3050)

AWS::ElastiCache::CacheCluster
AWS::ElastiCache::CacheCluster タイプは、Amazon ElastiCache キャッシュクラスターを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElastiCache::CacheCluster",
"Properties" : {
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"AZMode" : String,
"CacheNodeType" : String,
"CacheParameterGroupName" : String,
"CacheSecurityGroupNames" : [ String, ... ],
"CacheSubnetGroupName" : String,
"ClusterName" : String,
"Engine" : String,
"EngineVersion" : String,
"LogDeliveryConfigurations" : [ LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3017), ... ],
"NotificationTopicArn" : String,
"NumCacheNodes" : Integer,
"Port" : Integer,
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}

}

"PreferredAvailabilityZone" : String,
"PreferredAvailabilityZones" : [ String, ... ],
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"SnapshotArns" : [ String, ... ],
"SnapshotName" : String,
"SnapshotRetentionLimit" : Integer,
"SnapshotWindow" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::ElastiCache::CacheCluster
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
AZMode: String
CacheNodeType: String
CacheParameterGroupName: String
CacheSecurityGroupNames:
- String
CacheSubnetGroupName: String
ClusterName: String
Engine: String
EngineVersion: String
LogDeliveryConfigurations:
- LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3017)
NotificationTopicArn: String
NumCacheNodes: Integer
Port: Integer
PreferredAvailabilityZone: String
PreferredAvailabilityZones:
- String
PreferredMaintenanceWindow: String
SnapshotArns:
- String
SnapshotName: String
SnapshotRetentionLimit: Integer
SnapshotWindow: String
Tags:
- Tag
VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AutoMinorVersionUpgrade
このパラメータは現在無効になっています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AZMode
この Memcached クラスター内のノードを単一のアベイラビリティゾーン内に作成するか、クラス
ターのリージョン内の複数のアベイラビリティゾーンにまたがって作成するかを指定します。
このパラメータは Memcached クラスターでのみサポートされています。
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AZMode と PreferredAvailabilityZones が指定されていない場合、ElastiCache は single-az
モードを想定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: cross-az | single-az
Update requires: Some interruptions
CacheNodeType
ノードグループ (シャード) 内のノードのコンピューティング容量とメモリ容量。
ElastiCache では以下のノードがサポートされています。一般に、現行世代のタイプは、以前の世代の
同等タイプと比較した場合、メモリが多く処理能力が高くなっています。Memcached インスタンス
の CacheNodeType の変更は現在サポートされていません。Memcached を使用してスケールする必
要がある場合は、リソースの LogicalResourceId を変更して、置き換えの更新を強制することを
お勧めします。
• 汎用:
• 現行世代:

M6g ノードタイプ:
cache.m6g.large、cache.m6g.xlarge、cache.m6g.2xlarge、cache.m6g.4xlarge、cache.m6g.1

M5 ノードタイプ:
cache.m5.large、cache.m5.xlarge、cache.m5.2xlarge、cache.m5.4xlarge、cache.m5.12xlar

M4 ノードタイプ:
cache.m4.large、cache.m4.xlarge、cache.m4.2xlarge、cache.m4.4xlarge、cache.m4.10xlar
T3 ノードタイプ: cache.t3.micro、cache.t3.small、cache.t3.medium
T2 ノードタイプ: cache.t2.micro、cache.t2.small、cache.t2.medium
• 以前の世代: (推奨しません)
T1 ノードタイプ: cache.t1.micro
M1 ノードタイプ:
cache.m1.small、cache.m1.medium、cache.m1.large、cache.m1.xlarge
M3 ノードタイプ:
cache.m3.medium、cache.m3.large、cache.m3.xlarge、cache.m3.2xlarge
• コンピューティングの最適化:
• 以前の世代: (推奨しません)
C1 ノードタイプ: cache.c1.xlarge
• メモリ最適化:
• 現行世代:

R6g ノードタイプ:
cache.r6g.large、cache.r6g.xlarge、cache.r6g.2xlarge、cache.r6g.4xlarge、cache.r6g.1

R5 ノードタイプ:
cache.r5.large、cache.r5.xlarge、cache.r5.2xlarge、cache.r5.4xlarge、cache.r5.12xlar

R4 ノードタイプ:
cache.r4.large、cache.r4.xlarge、cache.r4.2xlarge、cache.r4.4xlarge、cache.r4.8xlarg
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• 以前の世代: (推奨しません)
M2 ノードタイプ: cache.m2.xlarge、cache.m2.2xlarge、cache.m2.4xlarge

R3 ノードタイプ:
cache.r3.large、cache.r3.xlarge、cache.r3.2xlarge、cache.r3.4xlarge、cache.r3.8xlarg
リージョンの可用性については、Supported Node Types by Amazon Region を参照してください。
追加ノードタイプ情報
• 現在の世代のインスタンスタイプはすべて、デフォルトで Amazon VPC で作成されます。
• Redis AOF (Append-Only File) は、T1 または T2 インスタンスではサポートされません。
• 自動フェイルオーバー機能を備えた Redis マルチ AZ は、T1 インスタンスではサポートされていま
せん。
• Redis 設定変数 appendonly および appendfsync Redis バージョン 2.8.22 以降ではサポートさ
れていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheParameterGroupName
このクラスターに関連付けるパラメータグループの名前。この引数を省略すると、指定したエ
ンジンのデフォルトのパラメータグループが使用されます。クラスターの作成時に clusterenabled='yes' のパラメータグループは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheSecurityGroupNames
このクラスターに関連付けるセキュリティグループ名のリスト。
このパラメータは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の外部でクラスターを作成する場合
にのみ使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CacheSubnetGroupName
クラスターに使用されるサブネットグループの名前。
このパラメータは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内でクラスターを作成する場合にの
み使用します。

Important
Amazon VPC でクラスターを起動する場合、クラスターの作成を開始する前にサブネットグ
ループを作成する必要があります。詳細については、「AWS::ElastiCache::SubnetGroup」を
参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ClusterName
キャッシュクラスターの名前。名前を指定しない場合、AWSCloudFormation は一意の物理 ID を生成
し、その ID をキャッシュクラスター名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照
してください。
1～50 文字の英数字またはハイフンを含める必要があります。名前は文字で開始し、ハイフン以外で
終了する必要があります。ハイフンを 2 つ続けて使用することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Engine
このクラスターに使用するキャッシュエンジンの名前。
このパラメータの有効な値は、memcached | redis です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EngineVersion
このクラスターに使用するキャッシュエンジンのバージョン番号。サポートされているキャッシュエ
ンジンのバージョンを表示するには、DescribeCacheEngineVersions オペレーションを使用します。
重要: 新しいエンジンバージョンにアップグレードすることはできますが (キャッシュエンジンとバー
ジョンの選択を参照)、以前のエンジンバージョンにダウングレードすることはできません。以前のエ
ンジンバージョンを使用する場合は、既存のクラスターまたはレプリケーショングループを削除し、
新たにそれを以前のエンジンバージョンで作成する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogDeliveryConfigurations
ログの送信先、形式、および種類を指定します。
必須: いいえ
タイプ : LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3017) のリスト
Update requires: No interruption
NotificationTopicArn
通知の送信先である Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックの Amazon リソースネーム
(ARN)。

Note
Amazon SNS トピック所有者はクラスター所有者と同じである必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumCacheNodes
キャッシュクラスターに必要なキャッシュノードの数。

Note
ただし、PreferredAvailabilityZone および PreferredAvailabilityZones プロ
パティを以前に指定しておらず、新しい値を指定していない場合、更新の要件として置換が
必要です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Some interruptions
Port
各キャッシュノードが接続を受け付けるポート番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
PreferredAvailabilityZone
クラスターが作成される EC2 アベイラビリティゾーン。
このクラスターに属するすべてのノードは、任意のアベイラビリティゾーンに配置されます。複数の
アベイラビリティゾーンにまたがってノードを作成する場合は、PreferredAvailabilityZones
を使用します。
デフォルト: システムによって選択されたアベイラビリティゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
PreferredAvailabilityZones
キャッシュノードが作成されるアベイラビリティゾーンのリスト。リスト内のゾーンの順序は重要で
はありません。
このオプションは Memcached でのみサポートされています。

Note
Amazon VPC でキャッシュクラスターを作成する場合 (推奨)、選択されたサブネットグルー
プのサブネットに関連付けられたアベイラビリティゾーンのノードのみを見つけることがで
きます。
リストされるアベイラビリティゾーンの数は、NumCacheNodes の値と一致する必要があり
ます。
すべてのノードを同じアベイラビリティゾーンに含める場合は、代わりに
PreferredAvailabilityZone を使用するか、リスト内のアベイラビリティゾーンを複数回使用し
ます。
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デフォルト: システムによって選択されたアベイラビリティゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions
PreferredMaintenanceWindow
クラスターの週次メンテナンスを実行する時間範囲を指定します。範囲は ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
(UTC 24 時間制) の形式で指定します。最短メンテナンス期間は 60 分です。ddd の有効値は、次のと
おりです。
クラスターの週次メンテナンスを実行する時間範囲を指定します。範囲は ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
(UTC 24 時間制) の形式で指定します。最短メンテナンス期間は 60 分です。
ddd の有効値は、次のとおりです。
• sun
• mon
• tue
• wed
• thu
• fri
• sat
例: sun:23:00-mon:01:30
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnapshotArns
Amazon S3 に保存されている Redis RDB スナップショットファイルを一意に識別する Amazon リ
ソースネーム (ARN) を含む単一要素の文字列リスト。スナップショットファイルは、ノードグループ
(シャード) を作成するために使用されます。ARN 内の Amazon S3 オブジェクト名にカンマを含める
ことはできません。

Note
このパラメータは、Engine パラメータが redis に設定されている場合にのみ有効です。
Amazon S3 ARN の例: arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot1.rdb
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SnapshotName
データを新しいノードグループ (シャード) に復元する Redis スナップショットの名前。新しいノード
グループ (シャード) の作成中は、スナップショットのステータスが restoring に変わります。

Note
このパラメータは、Engine パラメータが redis に設定されている場合にのみ有効です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnapshotRetentionLimit
ElastiCache によって自動スナップショットが保持される日数。この日数を超えると、自動スナップ
ショットは削除されます。たとえば、SnapshotRetentionLimit を 5 に設定すると、今日取得した
スナップショットは 5 日間保持された後、削除されます。

Note
このパラメータは、Engine パラメータが redis に設定されている場合にのみ有効です。
デフォルト: 0 (つまり、このキャッシュクラスターの自動バックアップは無効です)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SnapshotWindow
ElastiCache がノードグループ (シャード) の毎日のスナップショットの取得を開始する毎日の時間範
囲 (UTC)。
例: 05:00-09:00
このパラメータを指定しないと、ElastiCache によって自動的に適切な時間範囲が選択されます。

Note
このパラメータは、Engine パラメータが redis に設定されている場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに追加するタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupIds
クラスターに関連付けられた 1 つ以上の VPC セキュリティグループ。
このパラメータは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内でクラスターを作成する場合にの
み使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。

ConfigurationEndpoint.Address
キャッシュノードの DNS ホスト名。

Note
Redis (クラスターモードが無効) のレプリケーショングループに、この属性はありません。
したがって、Fn::GetAtt は、レプリケーショングループがクラスター化されている場合に
のみ、この属性の値を返します。それ以外の場合、Fn::GetAtt は失敗します。
ConfigurationEndpoint.Port
Memcached キャッシュクラスターの設定エンドポイントのポート番号。

Note
Redis (クラスターモードが無効) のレプリケーショングループに、この属性はありません。
したがって、Fn::GetAtt は、レプリケーショングループがクラスター化されている場合に
のみ、この属性の値を返します。それ以外の場合、Fn::GetAtt は失敗します。
RedisEndpoint.Address
Redis キャッシュクラスターの設定エンドポイントの DNS アドレス。
RedisEndpoint.Port
Redis キャッシュクラスターの設定エンドポイントのポート番号。

例
デフォルト VPC のクラスター
次のスニペットは、デフォルト VPC に存在するセキュリティグループの ElastiCache クラスターを表し
ています。通常、VPC 内のセキュリティグループは、VPC ID を指定する必要があります。このケースで
は、セキュリティグループでデフォルト VPC が使用されているため、VPC ID は必要ありません。セキュ
リティグループに VPC を指定する場合は、その VpcId プロパティを指定します。
キャッシュクラスターでは、VpcSecurityGroupIds プロパティを使用して、クラスターをセキュリ
ティグループに関連付けます。VpcSecurityGroupIds プロパティは、 (セキュリティグループ名ではな
く) セキュリティグループ ID を必要とするため、このテンプレートスニペットでは、Fn::GetAtt リソー
スに対し、Ref 関数ではなく ElasticacheSecurityGroup 関数を使用しています。Ref 関数はセキュ
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リティグループの名前を返します。セキュリティグループの VPC ID を指定すると、Ref はセキュリティ
グループ ID を返します。
InstanceSecurityGroup は、この例で実際に定義されていないセキュリティグループの論理名を参
照していることに注意してください。SourceSecurityGroupName プロパティの詳細については、
「AWS::EC2::SecurityGroupIngress」を参照してください。

JSON
{

}

"ElasticacheSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Elasticache Security Group",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 11211,
"ToPort": 11211,
"SourceSecurityGroupName": {
"Ref": "InstanceSecurityGroup"
}
}
]
}
},
"ElasticacheCluster": {
"Type": "AWS::ElastiCache::CacheCluster",
"Properties": {
"Engine": "memcached",
"CacheNodeType": "cache.t2.micro",
"NumCacheNodes": "1",
"VpcSecurityGroupIds": [
{
"Fn::GetAtt": [
"ElasticacheSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
]
}
}

YAML
ElasticacheSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Elasticache Security Group
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 11211
ToPort: 11211
SourceSecurityGroupName: !Ref InstanceSecurityGroup
ElasticacheCluster:
Type: 'AWS::ElastiCache::CacheCluster'
Properties:
Engine: memcached
CacheNodeType: cache.t2.micro
NumCacheNodes: '1'
VpcSecurityGroupIds:
- !GetAtt
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- ElasticacheSecurityGroup
- GroupId

複数のアベイラビリティーゾーンの Memcached ノード
次の例では、3 つのノードで 1 つのキャッシュクラスターを起動します。ここでは、us-west-2a に 2 つの
ノード、us-west-2b に 1 つのノードが作成を作成します。

JSON
{

}

"myCacheCluster": {
"Type": "AWS::ElastiCache::CacheCluster",
"Properties": {
"AZMode": "cross-az",
"CacheNodeType": "cache.m3.medium",
"Engine": "memcached",
"NumCacheNodes": "3",
"PreferredAvailabilityZones": [
"us-west-2a",
"us-west-2a",
"us-west-2b"
]
}
}

YAML
myCacheCluster:
Type: 'AWS::ElastiCache::CacheCluster'
Properties:
AZMode: cross-az
CacheNodeType: cache.m3.medium
Engine: memcached
NumCacheNodes: '3'
PreferredAvailabilityZones:
- us-west-2a
- us-west-2a
- us-west-2b

以下の資料も参照してください。
• Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの「CreateCacheParameterGroup」
• Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの「ModifyCacheParameterGroup」

AWS# ElastiCache# CacheCluster CloudWatchLogsDestinationDetails
CloudWatch Logs 送信先の設定の詳細。CloudWatch Logs を送信先として選択した場合のみ、このフィー
ルドは必須としてマークされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"LogGroup" : String

YAML
LogGroup: String

プロパティ
LogGroup
CloudWatch Logs ロググループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# CacheCluster destinationDetails
CloudWatch Logs の送信先または Kinesis Data Firehoseの送信先の設定詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchLogsDetails" : CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3015),
"KinesisFirehoseDetails" : KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3017)

YAML
CloudWatchLogsDetails:
CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3015)
KinesisFirehoseDetails:
KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3017)

プロパティ
CloudWatchLogsDetails
CloudWatch Logs の送信先の設定詳細。CloudWatch Logs を送信先として選択した場合のみ、この
フィールドは必須としてマークされます。
必須: いいえ
タイプ : CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3015)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseDetails
Kinesis Data Firehose の送信先の設定詳細。送信先として Kinesis Data Firehose が選択した場合の
み、このフィールドは必須としてマークされます。
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必須: いいえ
タイプ : KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3017)
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# CacheCluster kinesisFireHosedestinationDetails
Kinesis Data Firehose の送信先の設定詳細。送信先として Kinesis Data Firehose が選択した場合のみ、こ
のフィールドは必須としてマークされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryStream" : String

YAML
DeliveryStream: String

プロパティ
DeliveryStream
Data Firehose 配信ストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# CacheCluster LogDeliveryConfigurationRequest
ログの送信先、形式、および種類を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationDetails" : DestinationDetails (p. 3016),
"DestinationType" : String,
"LogFormat" : String,
"LogType" : String

YAML
DestinationDetails:
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DestinationDetails (p. 3016)
DestinationType: String
LogFormat: String
LogType: String

プロパティ
DestinationDetails
CloudWatch Logs の送信先または Kinesis Data Firehose の送信先の設定詳細。
必須: いいえ
タイプ : DestinationDetails (p. 3016)
Update requires: No interruption
DestinationType
送信先タイプとして CloudWatch Logs または Kinesis Data Firehose を指定します。有効な値は
cloudwatch-logs または kinesis-firehose のいずれかです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogFormat
有効な値は json または text のいずれかです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogType
有効値は slow-log です。slow-log を指します 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup
書き込みを受け入れるプライマリクラスターと、別の Amazon リージョンに存在する関連するセカンダ
リクラスターで構成されます。セカンダリクラスターは読み取りのみを受け入れます。プライマリクラス
ターは更新をセカンダリクラスターに自動的に複製します。
• GlobalReplicationGroupIdSuffix は、グローバルデータストアの名前を表します。これは、セカンダリク
ラスターを関連付けるために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup",
"Properties" : {
"AutomaticFailoverEnabled" : Boolean,
"CacheNodeType" : String,
"CacheParameterGroupName" : String,
"EngineVersion" : String,
"GlobalNodeGroupCount" : Integer,
"GlobalReplicationGroupDescription" : String,
"GlobalReplicationGroupIdSuffix" : String,
"Members" : [ GlobalReplicationGroupMember (p. 3021), ... ],
"RegionalConfigurations" : [ RegionalConfiguration (p. 3022), ... ]
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup
Properties:
AutomaticFailoverEnabled: Boolean
CacheNodeType: String
CacheParameterGroupName: String
EngineVersion: String
GlobalNodeGroupCount: Integer
GlobalReplicationGroupDescription: String
GlobalReplicationGroupIdSuffix: String
Members:
- GlobalReplicationGroupMember (p. 3021)
RegionalConfigurations:
- RegionalConfiguration (p. 3022)

プロパティ
AutomaticFailoverEnabled
既存のプライマリに障害が発生した場合、読み取り専用レプリカが読み書きプライマリに自動的に昇
格されるかどうかを指定します。
AutomaticFailoverEnabled は Redis (クラスターモード対応) レプリケーショングループに対し
て有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CacheNodeType
グローバルデータストアのキャッシュノードタイプ
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheParameterGroupName
グローバルデータストアで使用するキャッシュパラメータグループの名前。グローバルデータストア
で使用される主要なエンジンバージョンと互換性がある必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EngineVersion
ElasticacheRedis エンジンバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalNodeGroupCount
グローバルデータストアを設定するノードグループの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GlobalReplicationGroupDescription
グローバルデータストアのオプションの説明
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalReplicationGroupIdSuffix
グローバルデータストアのサフィックス名。サフィックスは、複数のリージョンにまたがるグローバ
ルデータストア名の一意性を保証します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Members
グローバルデータストアを構成するレプリケーショングループ。
必須: はい
タイプ: GlobalReplicationGroupMember (p. 3021) のリスト
Update requires: No interruption
RegionalConfigurations
グローバルデータストアを構成する Amazon リージョン。
必須: いいえ
タイプ: RegionalConfiguration (p. 3022) のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
GlobalReplicationGroupId
グローバルレプリケーショングループに二次クラスターを関連付けるために使用する ID。
Status
グローバルデータストアのステータスCreating、Modifying、Available、Deleting または
Primary-Only のいずれかです。[Primary-only] ステータスは、グローバルデータストアにプライマ
リクラスターのみが含まれていることを示します。すべてのセカンダリクラスターが削除されるか、
正常に作成されません。

AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup GlobalReplicationGroupMember
グローバルデータストアのメンバー。これには、レプリケーショングループ ID、AWS リージョン、レプ
リケーショングループのロールが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ReplicationGroupId" : String,
"ReplicationGroupRegion" : String,
"Role" : String

YAML
ReplicationGroupId: String
ReplicationGroupRegion: String
Role: String

プロパティ
ReplicationGroupId
グローバルデータストアメンバーのレプリケーショングループ ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationGroupRegion
グローバルデータストアメンバーの AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Role
レプリケーショングループのロール (プライマリまたはセカンダリ) を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup RegionalConfiguration
レプリケーショングループのリスト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ReplicationGroupId" : String,
"ReplicationGroupRegion" : String,
"ReshardingConfigurations" : [ ReshardingConfiguration (p. 3023), ... ]

YAML
ReplicationGroupId: String
ReplicationGroupRegion: String
ReshardingConfigurations:
- ReshardingConfiguration (p. 3023)

プロパティ
ReplicationGroupId
セカンダリクラスターの名前
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationGroupRegion
クラスターが保存されている Amazon リージョン
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReshardingConfigurations
リシャーディングされたクラスター内のノードグループの設定を指定する PreferredAvailabilityZones
オブジェクトのリスト。
必須: いいえ
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タイプ: ReshardingConfiguration (p. 3023) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup ReshardingConfiguration
リシャーディングされたクラスター内のノードグループの設定を指定する
PreferredAvailabilityZones オブジェクトのリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NodeGroupId" : String,
"PreferredAvailabilityZones" : [ String, ... ]

YAML
NodeGroupId: String
PreferredAvailabilityZones:
- String

プロパティ
NodeGroupId
これらの設定値が適用されるノードグループの、Redis 用 ElastiCache が提供する 4 桁の ID または
ユーザー指定の ID のいずれか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4
パターン: \d+
Update requires: No interruption
PreferredAvailabilityZones
このクラスター内のノードの優先アベイラビリティーゾーンのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElastiCache::ParameterGroup
AWS::ElastiCache::ParameterGroup タイプは、新しいキャッシュパラメータグループを作成しま
す。キャッシュパラメータグループによってキャッシュクラスターのパラメータが制御されます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::ParameterGroup",
"Properties" : {
"CacheParameterGroupFamily" : String,
"Description" : String,
"Properties" : {Key : Value, ...},
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::ParameterGroup
Properties:
CacheParameterGroupFamily: String
Description: String
Properties:
Key : Value
Tags:
- Tag

プロパティ
CacheParameterGroupFamily
このキャッシュパラメータグループと互換性があるキャッシュパラメータグループファミリーの名
前。
有効な値: memcached1.4 | memcached1.5 | memcached1.6 | redis2.6 | redis2.8 | redis3.2 |
redis4.0 | redis5.0 | redis6.x
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
このキャッシュパラメータグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Properties
パラメータの名前/値ペアのコンマ区切りリスト。詳細については、Amazon ElastiCache API リファ
レンスガイドの「ModifyCacheParameterGroup」を参照してください。
次に例を示します。
"Properties" : {
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}

"cas_disabled" : "1",
"chunk_size_growth_factor" : "1.02"

必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Tags
ElastiCache パラメータグループに追加できるタグ。タグは、キーと値のペアで構成されています。タ
グを使用して、すべてのパラメータグループを分類および追跡できます。null 値のタグが許可されま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
JSON
{

}

"MyParameterGroup": {
"Type": "AWS::ElastiCache::ParameterGroup",
"Properties": {
"Description": "MyNewParameterGroup",
"CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
"Properties": {
"cas_disabled": "1",
"chunk_size_growth_factor": "1.02"
}
}
}

YAML
MyParameterGroup:
Type: 'AWS::ElastiCache::ParameterGroup'
Properties:
Description: MyNewParameterGroup
CacheParameterGroupFamily: memcached1.4
Properties:
cas_disabled: '1'
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chunk_size_growth_factor: '1.02'

以下の資料も参照してください。
• Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの「CreateCacheParameterGroup」
• Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの「ModifyCacheParameterGroup」
• Amazon CloudFormation スタックの更新

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソースは、Amazon ElastiCache Redis レプリケーション
グループを作成します。(クラスターモードが無効となっている) Redis レプリケーショングループは、ク
ラスターの 1 つがプライマリ読み書きクラスターであり、他のクラスターが読み取り専用レプリカである
キャッシュクラスターのコレクションです。
(クラスターモードが有効な) Redis クラスターは、1～90 個のシャード (API/CLI: ノードグループ) で構成
されます。各シャードには、プライマリノードと最大 5 個のリードレプリカノードが含まれます。この設
定は、シャード 90 個およびレプリカ 0 個からシャード 15 個およびレプリカ 5 個 (許容されるレプリカの
最大数) までです。
Redis エンジンのバージョンが 5.0.6 以上の場合、ノードまたはシャードの制限は、クラスターごとに最大
500 個に増やすことができます。例えば、83 個のシャード (シャードごとに 1 つのプライマリと 5 レプリ
カ) と 500 個のシャード (プライマリのみでレプリカなし) の範囲で、500 個のノードクラスターを設定で
きます。増加に対応できる十分な IP アドレスがあることを確認してください。一般的な落とし穴として、
サブネットグループ内のサブネットの CIDR 範囲が小さすぎる、またはサブネットが他のクラスターで共
有され、頻繁に使用されていることが挙げられます。詳細については、「サブネットグループの作成」を
参照してください。5.0.6 未満のバージョンの場合、クラスターあたりの制限は 250 個です。
この制限の拡大をリクエストするには、Amazon Service Limits を参照し、制限タイプとして [Nodes per
cluster per instance type] (インスタンスタイプごとのクラスターあたりのノード) を選択します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElastiCache::ReplicationGroup",
"Properties" : {
"AtRestEncryptionEnabled" : Boolean,
"AuthToken" : String,
"AutomaticFailoverEnabled" : Boolean,
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"CacheNodeType" : String,
"CacheParameterGroupName" : String,
"CacheSecurityGroupNames" : [ String, ... ],
"CacheSubnetGroupName" : String,
"Engine" : String,
"EngineVersion" : String,
"GlobalReplicationGroupId" : String,
"KmsKeyId" : String,
"LogDeliveryConfigurations" : [ LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3041), ... ],
"MultiAZEnabled" : Boolean,
"NodeGroupConfiguration" : [ NodeGroupConfiguration (p. 3042), ... ],
"NotificationTopicArn" : String,
"NumCacheClusters" : Integer,
"NumNodeGroups" : Integer,
"Port" : Integer,
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}

}

"PreferredCacheClusterAZs" : [ String, ... ],
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"PrimaryClusterId" : String,
"ReplicasPerNodeGroup" : Integer,
"ReplicationGroupDescription" : String,
"ReplicationGroupId" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SnapshotArns" : [ String, ... ],
"SnapshotName" : String,
"SnapshotRetentionLimit" : Integer,
"SnapshottingClusterId" : String,
"SnapshotWindow" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TransitEncryptionEnabled" : Boolean,
"UserGroupIds" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
Properties:
AtRestEncryptionEnabled: Boolean
AuthToken: String
AutomaticFailoverEnabled: Boolean
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
CacheNodeType: String
CacheParameterGroupName: String
CacheSecurityGroupNames:
- String
CacheSubnetGroupName: String
Engine: String
EngineVersion: String
GlobalReplicationGroupId: String
KmsKeyId: String
LogDeliveryConfigurations:
- LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3041)
MultiAZEnabled: Boolean
NodeGroupConfiguration:
- NodeGroupConfiguration (p. 3042)
NotificationTopicArn: String
NumCacheClusters: Integer
NumNodeGroups: Integer
Port: Integer
PreferredCacheClusterAZs:
- String
PreferredMaintenanceWindow: String
PrimaryClusterId: String
ReplicasPerNodeGroup: Integer
ReplicationGroupDescription: String
ReplicationGroupId: String
SecurityGroupIds:
- String
SnapshotArns:
- String
SnapshotName: String
SnapshotRetentionLimit: Integer
SnapshottingClusterId: String
SnapshotWindow: String
Tags:
- Tag
TransitEncryptionEnabled: Boolean
UserGroupIds:
- String
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プロパティ
AtRestEncryptionEnabled
true に設定されたとき場合の保管時の暗号化を有効にするフラグ。
レプリケーショングループの作成後に AtRestEncryptionEnabled の値を変更すること
はできません。保管時の暗号化を有効にするには、レプリケーショングループの作成時に
AtRestEncryptionEnabled を true に設定する必要があります。
必須: Amazon VPC で redis バージョン 3.2.6 または 4.x 以降を使用してレプリケーショングループ
を作成する場合にのみ使用可能です。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
AuthToken
リザーブドパラメータ。 パスワード保護されたサーバーへのアクセスに使用されるパスワード。
AuthToken は、TransitEncryptionEnabled が true のレプリケーショングループでのみ指定
できます。詳細については、「Redis AUTH コマンドを使用したユーザーの認証」を参照してくださ
い。

Important
HIPAA コンプライアンスの場合、TransitEncryptionEnabled を true に指定
し、AuthToken と CacheSubnetGroup を指定する必要があります。
パスワードの制約:
• 表示可能な ASCII 文字のみを使用する必要があります。
• 最低で 16 文字、最大で 128 文字である必要があります。
• 「/」、「"」、「@」の文字を含めることはできません。
詳細については、http://redis.io/commands/AUTH の「AUTH パスワード」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
AutomaticFailoverEnabled
既存のプライマリに障害が発生した場合、読み取り専用レプリカが読み書きプライマリに自動的に昇
格されるかどうかを指定します。
AutomaticFailoverEnabled は Redis (クラスターモード対応) レプリケーショングループに対し
て有効にする必要があります。
デフォルト: False
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
AutoMinorVersionUpgrade
このパラメータは現在無効になっています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CacheNodeType
ノードグループ (シャード) 内のノードのコンピューティング容量とメモリ容量。
ElastiCache では以下のノードがサポートされています。一般に、現行世代のタイプは、以前の世代の
同等タイプと比較した場合、メモリが多く処理能力が高くなっています。
• 汎用:
• 現行世代:

M6g ノードタイプ:
cache.m6g.large、cache.m6g.xlarge、cache.m6g.2xlarge、cache.m6g.4xlarge、cache.m6g.1

M5 ノードタイプ:
cache.m5.large、cache.m5.xlarge、cache.m5.2xlarge、cache.m5.4xlarge、cache.m5.12xlar

M4 ノードタイプ:
cache.m4.large、cache.m4.xlarge、cache.m4.2xlarge、cache.m4.4xlarge、cache.m4.10xlar
T3 ノードタイプ: cache.t3.micro、cache.t3.small、cache.t3.medium
T2 ノードタイプ: cache.t2.micro、cache.t2.small、cache.t2.medium
• 以前の世代: (推奨しません)
T1 ノードタイプ: cache.t1.micro
M1 ノードタイプ:
cache.m1.small、cache.m1.medium、cache.m1.large、cache.m1.xlarge
M3 ノードタイプ:
cache.m3.medium、cache.m3.large、cache.m3.xlarge、cache.m3.2xlarge
• コンピューティングの最適化:
• 以前の世代: (推奨しません)
C1 ノードタイプ: cache.c1.xlarge
• メモリ最適化:
• 現行世代:

R6g ノードタイプ:
cache.r6g.large、cache.r6g.xlarge、cache.r6g.2xlarge、cache.r6g.4xlarge、cache.r6g.1

R5 ノードタイプ:
cache.r5.large、cache.r5.xlarge、cache.r5.2xlarge、cache.r5.4xlarge、cache.r5.12xlar

R4 ノードタイプ:
cache.r4.large、cache.r4.xlarge、cache.r4.2xlarge、cache.r4.4xlarge、cache.r4.8xlarg
• 以前の世代: (推奨しません)
M2 ノードタイプ: cache.m2.xlarge、cache.m2.2xlarge、cache.m2.4xlarge
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R3 ノードタイプ:
cache.r3.large、cache.r3.xlarge、cache.r3.2xlarge、cache.r3.4xlarge、cache.r3.8xlarg
リージョンの可用性については、Supported Node Types by Amazon Region を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheParameterGroupName
このレプリケーショングループに関連付けるパラメータグループの名前。この引数を省略すると、指
定したエンジンのデフォルトのキャッシュパラメータグループが使用されます。
Redis バージョン 3.2.4 以降を実行している場合は、1 つのノードグループ (シャード) のみを使用
し、デフォルトのパラメータグループを使用する場合は、パラメータグループを名前で指定すること
をお勧めします。
• Redis (クラスターモードが無効) レプリケーショングループを作成するに
は、CacheParameterGroupName=default.redis3.2 を使用します。
• Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループを作成するに
は、CacheParameterGroupName=default.redis3.2.cluster.on を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheSecurityGroupNames
このレプリケーショングループに関連付けるキャッシュセキュリティグループ名のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CacheSubnetGroupName
レプリケーショングループに使用されるキャッシュサブネットグループの名前。

Important
Amazon VPC でクラスターを起動する場合、クラスターの作成を開始する前にサブネットグ
ループを作成する必要があります。詳細については、「AWS::ElastiCache::SubnetGroup」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Engine
このレプリケーショングループ内のクラスターに使用するキャッシュエンジンの名前。Redis にする
必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
EngineVersion
このレプリケーショングループ内のクラスターに使用するキャッシュエンジンの
バージョン番号。サポートされているキャッシュエンジンバージョンを表示するに
は、DescribeCacheEngineVersions オペレーションを使用します。
重要: 新しいエンジンバージョンにアップグレードすることはできますが (『ElastiCache ユーザーガ
イド』の「キャッシュエンジンとバージョンの選択」を参照)、以前のエンジンバージョンにダウング
レードすることはできません。以前のエンジンバージョンを使用する場合は、既存のクラスターまた
はレプリケーショングループを削除し、新たにそれを以前のエンジンバージョンで作成する必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalReplicationGroupId
グローバルデータストアの名前
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KmsKeyId
クラスターでディスクの暗号化に使用される KMS キーの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LogDeliveryConfigurations
ログの送信先、形式、および種類を指定します。
必須: いいえ
タイプ : LogDeliveryConfigurationRequest (p. 3041) のリスト
Update requires: No interruption
MultiAZEnabled
耐障害性を強化するためにマルチ AZ が有効になっているかどうかを示すフラグ。詳細については、
「ダウンタイムの最小化: マルチ AZ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NodeGroupConfiguration
NodeGroupConfiguration は、Amazon ElastiCache (ElastiCache) Redis クラスターノードグ
ループを設定する AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソースのプロパティです。
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UseOnlineResharding を true に設定すると、中断することなく NodeGroupConfiguration を更
新できます。UseOnlineResharding が false に設定されている場合、または指定されていない場
合、NodeGroupConfiguration を更新すると、置き換え が行われます。
必須: いいえ
タイプ: NodeGroupConfiguration (p. 3042) のリスト (p. 3042)
Update requires: Some interruptions
NotificationTopicArn
通知の送信先である Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックの Amazon リソースネーム
(ARN)。

Note
Amazon SNS トピック所有者はクラスター所有者と同じである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumCacheClusters
このレプリケーショングループが最初に持っているキャッシュクラスターの数。
このパラメータは、複数のノードグループ (シャード) がある場合には使用されません。代わり
に、ReplicasPerNodeGroup を使用する必要があります。
AutomaticFailoverEnabled が true の場合、このパラメータの値は 2 以上であることが必要で
す。AutomaticFailoverEnabled が false の場合、このパラメータを省略することも (デフォル
トは 1)、明示的に 2 から 6 の間の値に設定することもできます。
NumCacheClusters の最大許容値は 6 です (1 つのプライマリと 5 つのレプリカ)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NumNodeGroups
この Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループのノードグループ (シャード) の数を
指定するオプションパラメータ。Redis (クラスターモードが無効) の場合、このパラメータを省略す
るか、1 に設定します。
UseOnlineResharding を true に設定すると、中断することなく NumNodeGroups を更新でき
ます。UseOnlineResharding が false に設定されている場合、またはが指定されていない場
合、NumNodeGroups を更新 すると 置き換え が行われます。
デフォルト: 1
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Some interruptions
Port
レプリケーショングループの各メンバーが接続を受け入れるポート番号。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
PreferredCacheClusterAZs
このレプリケーショングループ内のクラスターが作成される EC2 アベイラビリティーゾーンリスト。
リスト内のアベイラビリティーゾーンの順序は、クラスターが割り当てられる順序です。プライマリ
クラスターはリストの最初の AZ に作成されます。
このパラメータは、複数のノードグループ (シャード) がある場合には使用されません。代わり
に、NodeGroupConfiguration を使用する必要があります。

Note
Amazon VPC でレプリケーショングループを作成している場合 (推奨の方法)、選択されたサ
ブネットグループのサブネットに関連付けられたアベイラビリティーゾーンのクラスターの
みを見つけることができます。
リストされるアベイラビリティーゾーンの数は、NumCacheClusters の値と一致する必要
があります。
デフォルト: システムによって選択されたアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
PreferredMaintenanceWindow
クラスターの週次メンテナンスを実行する時間範囲を指定します。範囲は ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
(UTC 24 時間制) の形式で指定します。最短メンテナンス期間は 60 分です。
ddd の有効値は、次のとおりです。
• sun
• mon
• tue
• wed
• thu
• fri
• sat
例: sun:23:00-mon:01:30
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrimaryClusterId
このレプリケーショングループのプライマリとして機能するクラスターの識別子。このクラスターは
既に存在し、ステータスが available になっている必要があります。
このパラメータは、NumCacheClusters、NumNodeGroups、または ReplicasPerNodeGroup を
指定した場合は必要ありません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicasPerNodeGroup
各ノードグループ (シャード) 内のレプリカノードの数を指定するオプションのパラメータ。有効な値
は 0 ～ 5 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
ReplicationGroupDescription
レプリケーショングループのユーザー作成の説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationGroupId
レプリケーショングループの識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～16 文字の英数字またはハイフンを含める必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroupIds
このレプリケーショングループに関連付けられている 1 つ以上の Amazon VPC セキュリティグルー
プ。
このパラメータは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) でレプリケーショングループを作成
している場合にのみ使用してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SnapshotArns
Amazon S3 に格納されている Redis RDB スナップショットファイルを一意に識別する Amazon リ
ソースネーム (ARN) のリスト。スナップショットファイルは、新しいレプリケーショングループ
を作成するために使用されます。ARN 内の Amazon S3 オブジェクト名にカンマを含めることは
できません。新しいレプリケーショングループは、ここで指定された ARN の数に関係なく、パラ
メータ NumNodeGroups によって指定されたノードグループの数 (コンソール: シャード)、または
NodeGroupConfiguration によって設定されたノードグループの数を持ちます。
Amazon S3 ARN の例: arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot1.rdb
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SnapshotName
新しいレプリケーショングループにデータを復元するスナップショットの名前。新しいレプリケー
ショングループの作成中は、スナップショットのステータスが restoring に変わります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnapshotRetentionLimit
ElastiCache によって自動スナップショットが保持される日数。この日数を超えると、自動スナップ
ショットは削除されます。たとえば、SnapshotRetentionLimit を 5 に設定すると、今日取得した
スナップショットは 5 日間保持された後、削除されます。
デフォルト: 0 (つまり、このクラスターの自動バックアップが無効になります)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SnapshottingClusterId
レプリケーショングループに一日一回のスナップショットのソースとして使用するクラスター ID。こ
のパラメータは、Redis (クラスターモードが有効) レプリケーショングループには設定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnapshotWindow
ElastiCache がノードグループ (シャード) の毎日のスナップショットの取得を開始する毎日の時間範
囲 (UTC)。
例: 05:00-09:00
このパラメータを指定しないと、ElastiCache によって自動的に適切な時間範囲が選択されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに追加するタグのリスト。タグはカンマで区切られたキーと値のペア (例: キー
=myKey、値 = myKeyValue です。次に示すように複数のタグを含めることができます。キー =
myKey、値 = myKeyValue キー = mySecondKey、値 = mySecondKeyValue。レプリケーショング
ループのタグは、すべてのノードにレプリケートされます。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TransitEncryptionEnabled
true に設定すると転送時の暗号化を有効にするフラグ。
クラスターの作成後は、TransitEncryptionEnabled の値を変更できません。クラスター上で転
送時の暗号化を有効にするには、クラスターの作成時に TransitEncryptionEnabled を true に
設定する必要があります。
このパラメータは、Engine パラメータが redis、EngineVersion パラメータが 3.2.6 または
4.x または 5.x で、クラスターが Amazon VPC で作成されている場合にのみ有効です。
転送時の暗号化を有効にする場合、CacheSubnetGroup の値も指定する必要があります。
必須: Amazon VPC で redis バージョン 3.2.6 または 4.x 以降を使用してレプリケーショングループ
を作成する場合にのみ使用可能です。
デフォルト: false

Important
HIPAA コンプライアンスの場合、TransitEncryptionEnabled を true に指定
し、AuthToken と CacheSubnetGroup を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
UserGroupIds
レプリケーショングループに関連付けるユーザーグループのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、参照番号はリソース名を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ConfigurationEndPoint.Address
キャッシュノードの DNS ホスト名。
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Note
Redis (クラスターモードが無効) のレプリケーショングループに、この属性はありません。
したがって、Fn::GetAtt は、レプリケーショングループがクラスター化されている場合
にのみ、この属性の値を返します。それ以外の場合、Fn::GetAtt は失敗します。Redis
(クラスターモード無効) レプリケーショングループの場合は、PrimaryEndpoint または
ReadEndpoint 属性を使用します。
ConfigurationEndPoint.Port
キャッシュエンジンがリッスンしているポート番号。
PrimaryEndPoint.Address
プライマリ読み書きキャッシュノードの DNS アドレス。
PrimaryEndPoint.Port
プライマリ読み書きキャッシュエンジンがリッスンしているポートの番号。
ReadEndPoint.Addresses
プライマリと読み取り専用レプリカのエンドポイントのリストがある文字
列。ReadEndPoint.Ports 属性からのポートの順序に対するアドレスマップの順序。
ReadEndPoint.Addresses.List
読み取り専用レプリカのエンドポイントのリストがある文字列。ReadEndPoint.Ports 属性からの
ポートの順序に対するアドレスマップの順序。
ReadEndPoint.Ports
読み取り専用レプリカのポートのリストがある文字列。ReadEndPoint.Addresses 属性からのアド
レスの順序に対するポートマップの順序。
ReadEndPoint.Ports.List
読み取り専用レプリカのポートのリストがある文字列。ポートの順序は、ReadEndPoint.Addresses
属性からのアドレスの順序にマップします。
ReaderEndPoint.Address
リーダーエンドポイントのアドレス。
ReaderEndPoint.Port
リーダーエンドポイントで使用されるポート。

例
2 つのノードのあるレプリケーショングループの宣言
次の例では、2 つのノードがあり、自動フェイルオーバーが有効になっているレプリケーショングループ
を宣言します。

JSON
{

"myReplicationGroup": {
"Type": "AWS::ElastiCache::ReplicationGroup",
"Properties": {
"ReplicationGroupDescription": "my description",
"NumCacheClusters": "2",
"Engine": "redis",
"CacheNodeType": "cache.m3.medium",
"AutomaticFailoverEnabled": "true",
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}

}

}

"CacheSubnetGroupName": "subnetgroup",
"EngineVersion": "2.8.6",
"PreferredMaintenanceWindow": "wed:09:25-wed:22:30",
"SnapshotRetentionLimit": "4",
"SnapshotWindow": "03:30-05:30"

YAML
myReplicationGroup:
Type: 'AWS::ElastiCache::ReplicationGroup'
Properties:
ReplicationGroupDescription: my description
NumCacheClusters: '2'
Engine: redis
CacheNodeType: cache.m3.medium
AutomaticFailoverEnabled: 'true'
CacheSubnetGroupName: subnetgroup
EngineVersion: 2.8.6
PreferredMaintenanceWindow: 'wed:09:25-wed:22:30'
SnapshotRetentionLimit: '4'
SnapshotWindow: '03:30-05:30'

2 つのノードグループのあるレプリケーショングループの宣言
次の例では、2 つのノードグループ (シャード) があり、各グループに 3 つのレプリカがあるレプリケー
ショングループを宣言します。

JSON
{

}

"BasicReplicationGroup": {
"Type": "AWS::ElastiCache::ReplicationGroup",
"Properties": {
"AutomaticFailoverEnabled": true,
"CacheNodeType": "cache.r3.large",
"CacheSubnetGroupName": {
"Ref": "CacheSubnetGroup"
},
"Engine": "redis",
"EngineVersion": "3.2",
"NumNodeGroups": "2",
"ReplicasPerNodeGroup": "3",
"Port": 6379,
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:05:00-sun:09:00",
"ReplicationGroupDescription": "A sample replication group",
"SecurityGroupIds": [
{
"Ref": "ReplicationGroupSG"
}
],
"SnapshotRetentionLimit": 5,
"SnapshotWindow": "10:00-12:00"
}
}

YAML
BasicReplicationGroup:
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Type: 'AWS::ElastiCache::ReplicationGroup'
Properties:
AutomaticFailoverEnabled: true
CacheNodeType: cache.r3.large
CacheSubnetGroupName: !Ref CacheSubnetGroup
Engine: redis
EngineVersion: '3.2'
NumNodeGroups: '2'
ReplicasPerNodeGroup: '3'
Port: 6379
PreferredMaintenanceWindow: 'sun:05:00-sun:09:00'
ReplicationGroupDescription: A sample replication group
SecurityGroupIds:
- !Ref ReplicationGroupSG
SnapshotRetentionLimit: 5
SnapshotWindow: '10:00-12:00'

以下の資料も参照してください。
Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの「CreateReplicationGroup」

AWS# ElastiCache# ReplicationGroup CloudWatchLogsDestinationDetails
CloudWatch Logs の送信先の設定詳細。CloudWatch Logs を送信先として選択した場合のみ、このフィー
ルドは必須としてマークされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroup" : String

YAML
LogGroup: String

プロパティ
LogGroup
CloudWatch Logs ロググループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# ReplicationGroup の送信先詳細
CloudWatch Logs の送信先または Kinesis Data Firehoseの送信先の設定詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"CloudWatchLogsDetails" : CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3039),
"KinesisFirehoseDetails" : KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3040)

YAML
CloudWatchLogsDetails:
CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3039)
KinesisFirehoseDetails:
KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3040)

プロパティ
CloudWatchLogsDetails
CloudWatch Logs の送信先の設定詳細。CloudWatch Logs を送信先として選択した場合のみ、この
フィールドは必須としてマークされます。
必須: いいえ
タイプ : CloudWatchLogsDestinationDetails (p. 3039)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseDetails
Kinesis Data Firehose の送信先の設定詳細。送信先として Kinesis Data Firehose が選択した場合の
み、このフィールドは必須としてマークされます。
必須: いいえ
タイプ : KinesisFirehoseDestinationDetails (p. 3040)
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# ReplicationGroup KinesisFireHosedestinationDetails
Kinesis Data Firehose の送信先の設定詳細。送信先として Kinesis Data Firehose が選択した場合のみ、こ
のフィールドは必須としてマークされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryStream" : String

YAML
DeliveryStream: String
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プロパティ
DeliveryStream
Data Firehose 配信ストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# ElastiCache# ReplicationGroup LogDeliveryConfigurationRequest
ログの送信先、形式、および種類を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationDetails" : DestinationDetails (p. 3039),
"DestinationType" : String,
"LogFormat" : String,
"LogType" : String

YAML
DestinationDetails:
DestinationDetails (p. 3039)
DestinationType: String
LogFormat: String
LogType: String

プロパティ
DestinationDetails
CloudWatch Logs の送信先または Kinesis Data Firehoseの送信先の設定詳細。
必須: いいえ
タイプ : DestinationDetails (p. 3039)
Update requires: No interruption
DestinationType
送信先タイプとして CloudWatch Logs または Kinesis Data Firehose を指定します。有効な値は
cloudwatch-logs または kinesis-firehose のいずれかです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
3041

AWS CloudFormation ユーザーガイド
ElastiCache

LogFormat
有効な値は json または text のいずれかです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogType
有効値は slow-log です。slow-log を指します 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup NodeGroupConfiguration
NodeGroupConfiguration は、AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソースのプロパティで
あり、Amazon ElastiCache (ElastiCache) Redis クラスターノードグループを設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"NodeGroupId" : String,
"PrimaryAvailabilityZone" : String,
"ReplicaAvailabilityZones" : [ String, ... ],
"ReplicaCount" : Integer,
"Slots" : String

YAML
NodeGroupId: String
PrimaryAvailabilityZone: String
ReplicaAvailabilityZones:
- String
ReplicaCount: Integer
Slots: String

プロパティ
NodeGroupId
これらの設定値が適用されるノードグループの、Redis 用 ElastiCache が提供する 4 桁の ID または
ユーザー指定の ID のいずれか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 4
パターン: \d+
Update requires: Some interruptions
PrimaryAvailabilityZone
このノードグループ (シャード) のプライマリノードが起動されるアベイラビリティゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReplicaAvailabilityZones
リードレプリカに使用されるアベイラビリティゾーンのリスト。このリストのアベイラビリティゾー
ンの数は、ReplicaCount または ReplicasPerNodeGroup (未指定の場合) の値と一致する必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ReplicaCount
このノードグループ (シャード) のリードレプリカノードの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Slots
カンマ区切りの値の文字列。値の最初のセットはスロット番号 (ゼロベース) で、2 番目の値のセッ
トは各スロットのキースペースです。次の例では、3 つのスロットを指定します (0、1、2 の番号)
0,1,2,0-4999,5000-9999,10000-16,383。
値を指定しない場合、ElastiCache は各スロットにキーを均等に割り当てます。
UseOnlineResharding 更新ポリシーを使用して中断することなくノードグループの数を更
新すると、ElastiCache は指定された数のスロット間でキースペースを均等に分散します。こ
れは後から更新できません。したがって、この方法でノードグループの数を更新した後で、各
ノードグループ内の実際の値が反映されなくなるため、スタックテンプレートからそれぞれの
NodeGroupConfiguration の Slots プロパティに指定された値を削除する必要があります。詳細
については、「UseOnlineResharding ポリシー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::ElastiCache::SecurityGroup
AWS::ElastiCache::SecurityGroup リソースは、キャッシュセキュリティグループを
作成します。キャッシュセキュリティグループの詳細については、Amazon ElastiCache ユー
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ザーガイドの「CacheSecurityGroups」または Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの
「CreateCacheSecurityGroup」を参照してください。
詳細については、「CreateCacheSubnetGroup」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::SecurityGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::SecurityGroup
Properties:
Description: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
キャッシュセキュリティグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ElastiCache セキュリティグループに追加できるタグ。タグは、キーと値のペアで構成されています。
タグを使用して、すべてのセキュリティグループを分類および追跡できます。null 値のタグが許可さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
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AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress
AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress タイプは、指定した Amazon EC2 セキュリティグルー
プのホストからキャッシュのセキュリティグループへの進入を許可します。ElastiCache セキュ
リティグループのイングレスの詳細については、Amazon ElastiCache API リファレンスガイドの
「AuthorizeCacheSecurityGroupIngress」を参照してください。

Note
アップデートはサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"CacheSecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupOwnerId" : String
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress
Properties:
CacheSecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupOwnerId: String

プロパティ
CacheSecurityGroupName
承認するキャッシュセキュリティグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupName
承認に含める EC2 セキュリティグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupOwnerId
EC2SecurityGroupName プロパティに指定された EC2 セキュリティグループ所有者の Amazon アカ
ウント ID を指定します。Amazon アクセスキー ID が許容される値ではありません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

AWS::ElastiCache::SubnetGroup
キャッシュサブネットグループを作成します。キャッシュサブネットグループの詳細について
は、Amazon ElastiCache ユーザーガイドの「キャッシュサブネットグループ」または Amazon
ElastiCache API リファレンスガイドの「CreateCacheSubnetGroup」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::SubnetGroup",
"Properties" : {
"CacheSubnetGroupName" : String,
"Description" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::SubnetGroup
Properties:
CacheSubnetGroupName: String
Description: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
CacheSubnetGroupName
キャッシュサブネットグループの名前。この値は小文字で保存されます。
制約: 255 文字以下の英数字またはハイフンを使用する必要があります。
例: mysubnetgroup
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
キャッシュサブネットグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubnetIds
キャッシュサブネットグループの EC2 サブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
ElastiCache サブネットグループに追加できるタグ。タグは、キーと値のペアで構成されています。タ
グを使用して、すべてのサブネットグループを分類および追跡できます。null 値のタグが許可されま
す。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、参照番号はリソース名を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
JSON
{

"SubnetGroup": {
"Type": "AWS::ElastiCache::SubnetGroup",
"Properties": {
"Description": "Cache Subnet Group",
"SubnetIds": [
{
"Ref": "Subnet1"
},
{
"Ref": "Subnet2"
}
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}

}

}

]

YAML
SubnetGroup:
Type: 'AWS::ElastiCache::SubnetGroup'
Properties:
Description: Cache Subnet Group
SubnetIds:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2

AWS::ElastiCache::User
Redis エンジンバージョン 6.x 以降の場合は、Redis ユーザーを作成します。詳細については、Using Role
Based Access Control (RBAC) を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::User",
"Properties" : {
"AccessString" : String,
"Engine" : String,
"NoPasswordRequired" : Boolean,
"Passwords" : [ String, ... ],
"UserId" : String,
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::User
Properties:
AccessString:
String
Engine: String
NoPasswordRequired: Boolean
Passwords:
- String
UserId: String
UserName: String

プロパティ
AccessString
このユーザーに使用されるアクセス許可文字列。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Engine
現在サポートされている値は Redis です。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-zA-Z]*
Update requires: Replacement
NoPasswordRequired
このユーザーにパスワードが必要でないことを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Passwords
このユーザーに使用されるパスワード。ユーザーごとに最大 2 つのパスワードを作成できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
UserId
ユーザーの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
パターン: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-]*
Update requires: Replacement
UserName
ユーザーのユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ユーザーの Amazon リソースネーム（ARN）。
Status
ユーザーステータスを示します。「Active (アクティブ)」、「modifying (変更中)」、または「deleting
(削除中)」になります。

AWS::ElastiCache::UserGroup
Redis エンジンバージョン 6.x 以降の場合は、Redis ユーザーグループを作成します。詳細について
は、Using Role Based Access Control (RBAC) を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElastiCache::UserGroup",
"Properties" : {
"Engine" : String,
"UserGroupId" : String,
"UserIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ElastiCache::UserGroup
Properties:
Engine: String
UserGroupId: String
UserIds:
- String

プロパティ
Engine
現在サポートされている値は Redis です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [a-zA-Z]*
Update requires: Replacement
UserGroupId
ユーザープールの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
UserIds
ユーザーグループに属するユーザー ID のリスト。default という名前のユーザーを含める必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref によりリソース名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ユーザーグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
Status
ユーザグループのステータスを示します。「creating (作成中)」、「active (アクティブ)」、
「modifying (変更中)」、「deleting (削除中)」になります。

AWS Elastic Beanstalk リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::ElasticBeanstalk::Application (p. 3052)
• AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion (p. 3057)
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• AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate (p. 3060)
• AWS::ElasticBeanstalk::Environment (p. 3066)

AWS::ElasticBeanstalk::Application
AWS::ElasticBeanstalk::Application リソースは、AWS Elastic Beanstalk Beanstalk リソースタイプであ
り、Elastic Beanstalk アプリケーションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::Application",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"Description" : String,
"ResourceLifecycleConfig" : ApplicationResourceLifecycleConfig (p. 3053)
}

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application
Properties:
ApplicationName: String
Description: String
ResourceLifecycleConfig:
ApplicationResourceLifecycleConfig (p. 3053)

プロパティ
ApplicationName
Elastic Beanstalk アプリケーションの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の
物理 ID を生成し、その ID をアプリケーション名として使用します。詳細については、「Name タイ
プ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
Description
アプリケーションの説明。
API バージョン 2010-05-15
3052

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Beanstalk

必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
Update requires: No interruption
ResourceLifecycleConfig
アプリケーションリソースのライフサイクルを設定して、アプリケーションのバージョンが蓄積され
過ぎるのを防ぎます。
必須: いいえ
タイプ: ApplicationResourceLifecycleConfig (p. 3053)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::Application",
"Properties" : {
"ApplicationName" : "SampleAWSElasticBeanstalkApplication",
"Description" : "AWS Elastic Beanstalk PHP Sample Application"
}

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application
Properties:
ApplicationName: "SampleAWSElasticBeanstalkApplication"
Description: "AWS Elastic Beanstalk PHP Sample Application"

以下の資料も参照してください。
• 完全な Elastic Beanstalk サンプルテンプレートについては、Elastic Beanstalk テンプレートスニペッ
トを参照してください。

AWS::ElasticBeanstalk::Application ApplicationResourceLifecycleConfig
アプリケーションのリソースライフサイクル設定。アプリケーションに属するリソースのライフサイクル
設定と、そのライフサイクル設定を適用するために Elastic Beanstalk が引き受けるサービスロールを定義
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します。バージョンライフサイクル設定は、アプリケーションバージョンのライフサイクル設定を定義し
ます。
ApplicationResourceLifecycleConfig は AWS::ElasticBeanstalk::Application リソースのプロパ
ティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ServiceRole" : String,
"VersionLifecycleConfig" : ApplicationVersionLifecycleConfig (p. 3054)

YAML
ServiceRole: String
VersionLifecycleConfig:
ApplicationVersionLifecycleConfig (p. 3054)

プロパティ
ServiceRole
Elastic Beanstalk が引き受けるアクセス権限を持つ IAM サービスロールの ARN。
ServiceRole プロパティは、アプリケーションに ResourceLifecycleConfig を初めて提供する
際に必要です。一度指定すると、アプリケーションとともにサービスロールが保持されるため、再度
指定する必要はありません。ただし、後続の更新で指定して、サービスロールを別の値に変更するこ
とはできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VersionLifecycleConfig
アプリケーションバージョンのライフサイクル設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: ApplicationVersionLifecycleConfig (p. 3054)
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::Application ApplicationVersionLifecycleConfig
アプリケーションのアプリケーションバージョンライフサイクル設定。アプリケーションバージョンの各
リージョンの制限を超過しないように、アプリケーションのバージョンに適用される Elastic Beanstalk の
ルールを定義します。
Elastic Beanstalk のデータベースからアプリケーションバージョンが削除されると、そのバージョンは環
境にデプロイできなくなります。ソースバンドルは、削除するルールを設定しない限り、S3 に保持されま
す。
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ApplicationVersionLifecycleConfig は、ApplicationResourceLifecycleConfig プロパティタイプの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxAgeRule" : MaxAgeRule (p. 3055),
"MaxCountRule" : MaxCountRule (p. 3056)

YAML
MaxAgeRule:
MaxAgeRule (p. 3055)
MaxCountRule:
MaxCountRule (p. 3056)

プロパティ
MaxAgeRule
アプリケーションバージョンがアプリケーションで保持される時間の長さを制限する最大時間 (max
age) ルールを指定します。
必須: いいえ
タイプ: MaxAgeRule (p. 3055)
Update requires: No interruption
MaxCountRule
アプリケーションで保持されるアプリケーションバージョンの数を制限する最大数 (max count) ルー
ルを指定します。
必須: いいえ
タイプ: MaxCountRule (p. 3056)
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::Application MaxAgeRule
指定した日数が経過した後にアプリケーションのバージョンを削除するライフサイクルルール。
MaxAgeRule は、ApplicationVersionLifecycleConfig プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DeleteSourceFromS3" : Boolean,
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}

"Enabled" : Boolean,
"MaxAgeInDays" : Integer

YAML
DeleteSourceFromS3: Boolean
Enabled: Boolean
MaxAgeInDays: Integer

プロパティ
DeleteSourceFromS3
Elastic Beanstalk でアプリケーションバージョンを削除する際に Amazon S3 からそのバージョンの
ソースバンドルを削除するには、true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Enabled
このルールを有効にするには true、無効にするには false を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxAgeInDays
アプリケーションバージョンの保持日数を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::Application MaxCountRule
最大数を超えたときに最も古いアプリケーションバージョンを削除するライフサイクルルール。
MaxCountRule は、ApplicationVersionLifecycleConfig プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteSourceFromS3" : Boolean,
"Enabled" : Boolean,
"MaxCount" : Integer
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YAML
DeleteSourceFromS3: Boolean
Enabled: Boolean
MaxCount: Integer

プロパティ
DeleteSourceFromS3
Elastic Beanstalk でアプリケーションバージョンを削除する際に Amazon S3 からそのバージョンの
ソースバンドルを削除するには、true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Enabled
このルールを有効にするには true、無効にするには false を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxCount
アプリケーションバージョンの最大保持日数を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion リソースは、AWS Elastic Beanstalk リソースタイプであ
り、Elastic Beanstalk アプリケーションのアプリケーションバージョン (デプロイ可能なコードのイテレー
ション) を指定します。

Note
指定した Amazon S3 バケットとキーの場所を使用してアプリケーションバージョンを作成した
後で、その Amazon S3 の場所を変更することはできません。Amazon S3 の場所を変更した場
合、そのアプリケーションバージョンから環境を起動しようとしても失敗します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
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}

}

"Description" : String,
"SourceBundle" : SourceBundle (p. 3059)

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
Properties:
ApplicationName: String
Description: String
SourceBundle:
SourceBundle (p. 3059)

プロパティ
ApplicationName
このアプリケーションバージョンに関連付けられる Elastic Beanstalk アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
Description
このアプリケーションバージョンの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
Update requires: No interruption
SourceBundle
このバージョンのソースバンドルの場所を識別する Amazon S3 バケットとキー。

Note
Amazon S3 バケットは環境と同じリージョンにある必要があります。
必須: はい
タイプ: SourceBundle (p. 3059)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
"myAppVersion": {
"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion",
"Properties" : {
"ApplicationName" : {"Ref" : "myApp"},
"Description" : "my sample version",
"SourceBundle" : {
"S3Bucket" : { "Fn::Join" :
["-", [ "elasticbeanstalk-samples", { "Ref" : "AWS::Region" } ] ] },
"S3Key" : "php-newsample-app.zip"
}
}
}

YAML
myAppVersion:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
Properties:
ApplicationName:
Ref: "myApp"
Description: "my sample version"
SourceBundle:
S3Bucket:
Fn::Join:
- "-"
- "elasticbeanstalk-samples"
- Ref: "AWS::Region"
S3Key: "php-newsample-app.zip"

以下の資料も参照してください。
• 完全な Elastic Beanstalk サンプルテンプレートについては、Elastic Beanstalk テンプレートスニペッ
トを参照してください。

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion SourceBundle
SourceBundle プロパティは、AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion リソースの埋め込みプロパ
ティです。AWS Elastic Beanstalk アプリケーションバージョンに使用するソースバンドルの Amazon S3
の場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String
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YAML
S3Bucket: String
S3Key: String

プロパティ
S3Bucket
データが存在する Amazon S3 バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption
S3Key
データが存在する Amazon S3 キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate リソースは、特定の Elastic Beanstalk アプリケーションに
関連付けられている、Elastic Beanstalk 設定テンプレートを指定する AWS Elastic Beanstalk リソースタイ
プです。設定テンプレートでアプリケーション構成設定を定義します。その後、設定テンプレートを使用
して、異なるバージョンのアプリケーションを同じ構成設定でデプロイすることができます。

Note
Elastic Beanstalk コンソールとドキュメントでは、多くの場合、設定テンプレートを保存済み
設定 と呼びます。保存済み設定 (設定テンプレート) で設定オプションを設定すると、Elastic
Beanstalk は複数のソースからのオプションを適用する一環として、特定の優先順位でそれらを適
用します。詳細については、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの設定オプションを参照
してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"Description" : String,
"EnvironmentId" : String,
"OptionSettings" : [ ConfigurationOptionSetting (p. 3064), ... ],
"PlatformArn" : String,
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}

}

"SolutionStackName" : String,
"SourceConfiguration" : SourceConfiguration (p. 3065)

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
Properties:
ApplicationName: String
Description: String
EnvironmentId: String
OptionSettings:
- ConfigurationOptionSetting (p. 3064)
PlatformArn: String
SolutionStackName: String
SourceConfiguration:
SourceConfiguration (p. 3065)

プロパティ
ApplicationName
この設定テンプレートに関連付ける Elastic Beanstalk アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
Description
この設定のオプションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
Update requires: No interruption
EnvironmentId
設定テンプレートを作成するために設定を使用する環境の
ID。PlatformArn、SolutionStackName、または SourceConfiguration を指定しない場合
は、EnvironmentId を指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OptionSettings
インスタンスタイプなど、Elastic Beanstalk 設定のオプション値。指定した場合、ソリューション
スタックまたはソース設定テンプレートから取得した値は、これらのオプション値で上書きされま
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す。Elastic Beanstalk 設定オプションの完全な一覧については、AWS Elastic Beanstalk デベロッパー
ガイドの Option Values を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ConfigurationOptionSetting (p. 3064) のリスト
Update requires: No interruption
PlatformArn
カスタムプラットフォームの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、AWS Elastic
Beanstalk デベロッパーガイドのカスタムプラットフォームを参照してください。

Note
PlatformArn を指定した場合は、SolutionStackName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SolutionStackName
この設定で使用される Elastic Beanstalk のソリューションスタック (プラットフォームバージョン) の
名前。たとえば、64bit Amazon Linux 2013.09 running Tomcat 7 Java 7 と指定します。
ソリューションスタックでは、設定テンプレートのオペレーティングシステム、ランタイム、アプリ
ケーションサーバーを指定します。また、ソリューションスタックによって、設定オプション、使用
できる値、デフォルト値も決まります。詳細については、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイ
ドのサポートされているプラットフォームを参照してください。
PlatformArn、EnvironmentId、または SourceConfiguration を指定しない場合
は、SolutionStackName を指定する必要があります。
ListAvailableSolutionStacks API を使用して、使用できるソリューションスタックの一覧を取
得します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceConfiguration
この設定のベースとなる Elastic Beanstalk 設定テンプレート。指定した場合、Elastic Beanstalk で
は、指定した設定テンプレートの設定値を使用して新しい設定が作成されます。
SourceConfiguration から取得した任意の値は、OptionSettings で指定した値で上書きされま
す。
PlatformArn、EnvironmentId、または SolutionStackName を指定しない場合
は、SourceConfiguration を指定する必要があります。
制約: ソリューションスタック名とソース設定の両方が指定されている場合は、ソース設定テンプレー
トのソリューションスタックが指定したソリューションスタック名と一致する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: SourceConfiguration (p. 3065)
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
JSON
"myConfigTemplate" : {
"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate",
"Properties" : {
"ApplicationName" :{"Ref" : "myApp"},
"Description" : "my sample configuration template",
"EnvironmentId" : "",
"SourceConfiguration" : {
"ApplicationName" : {"Ref" : "mySecondApp"},
"TemplateName" : {"Ref" : "mySourceTemplate"}
},
"SolutionStackName" : "64bit Amazon Linux running PHP 5.3",
"OptionSettings" : [ {
"Namespace" : "aws:autoscaling:launchconfiguration",
"OptionName" : "EC2KeyName",
"Value" : { "Ref" : "KeyName" }
} ]
}
}

YAML
myConfigTemplate:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
Properties:
ApplicationName:
Ref: "myApp"
Description: "my sample configuration template"
EnvironmentId: ""
SourceConfiguration:
ApplicationName:
Ref: "mySecondApp"
TemplateName:
Ref: "mySourceTemplate"
SolutionStackName: "64bit Amazon Linux running PHP 5.3"
OptionSettings:
Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
OptionName: "EC2KeyName"
Value:
Ref: "KeyName"

以下の資料も参照してください。
• AWS::ElasticBeanstalk::Application
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• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの設定オプション
• 完全な Elastic Beanstalk サンプルテンプレートについては、Elastic Beanstalk テンプレートスニペッ
トを参照してください。

AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate ConfigurationOptionSetting
ConfigurationOptionSetting プロパティタイプは、AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートのオプ
ションを指定します。
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate リソースの OptionSettings プロパティには、1 つ以上
の ConfigurationOptionSetting プロパティタイプのリストが含まれています。
使用可能な名前空間とオプション値のリストについては、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの
Option Values を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Namespace" : String,
"OptionName" : String,
"ResourceName" : String,
"Value" : String

YAML
Namespace: String
OptionName: String
ResourceName: String
Value: String

プロパティ
Namespace
オプションの関連付け先となる AWS リソースを識別する一意の名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OptionName
設定オプションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceName
オプション設定の一意のリソース名。時間ベースのスケーリング設定オプションに使用します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Value
設定オプションの現在の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Elastic Beanstalk API リファレンスの ConfigurationOptionSetting
• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの設定オプション

AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate SourceConfiguration
新しい設定テンプレートのベースとなる AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレート。これを使用して
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate リソースを定義できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApplicationName" : String,
"TemplateName" : String

YAML
ApplicationName: String
TemplateName: String

プロパティ
ApplicationName
設定に関連付けられたアプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 100
Update requires: No interruption
TemplateName
設定テンプレートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::ElasticBeanstalk::Environment
AWS::ElasticBeanstalk::Environment リソースは、AWS Elastic Beanstalk リソースタイプであり、Elastic
Beanstalk 環境を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"CNAMEPrefix" : String,
"Description" : String,
"EnvironmentName" : String,
"OperationsRole" : String,
"OptionSettings" : [ OptionSetting (p. 3079), ... ],
"PlatformArn" : String,
"SolutionStackName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateName" : String,
"Tier" : Tier (p. 3081),
"VersionLabel" : String
}

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Properties:
ApplicationName: String
CNAMEPrefix: String
Description: String
EnvironmentName: String
OperationsRole: String
OptionSettings:
- OptionSetting (p. 3079)
PlatformArn: String
SolutionStackName: String
Tags:
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- Tag
TemplateName: String
Tier:
Tier (p. 3081)
VersionLabel: String

プロパティ
ApplicationName
この環境に関連付けられたアプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: Replacement
CNAMEPrefix
指定した場合、環境では Elastic Beanstalk 環境 URL の CNAME のプレフィックスとしてこの値の使
用が試行されます。指定しなかった場合、環境名にランダムな英数字の文字列が付加されて CNAME
が自動的に生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 63
Update requires: Replacement
Description
この環境の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
Update requires: No interruption
EnvironmentName
環境の一意の名前。
制約: 4～40 文字の長さにする必要があります。名前には、英字、数字、ハイフンのみを使用できま
す。ハイフンを先頭または末尾に付けることはできません。この名前はアカウントのリージョンで一
意である必要があります。
CNAMEPrefix パラメータを指定しなかった場合は、環境名が CNAME の一部に使用されるため、表
示されるアプリケーションの URL の一部にもなります。
環境名を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID を環境名として
使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
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Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
Update requires: Replacement
OperationsRole

Important
AWS Elastic Beanstalk のオペレーションロール機能はベータリリースであり、変更される場
合があります。
環境運用ロールとして使用される既存の IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。指定した場
合、Elastic Beanstalk は、この呼び出し中およびこの環境で動作している後続の呼び出し中に、ダウ
ンストリームサービスへのアクセス許可に操作ロールを使用します。操作ロールを指定するには、そ
のロールに対する iam:PassRole アクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
OptionSettings
インスタンスタイプなど、この環境の設定オプションを定義するキーと値のペア。これらのオプショ
ンは、ソリューションスタックまたは設定テンプレートで定義されている値をオーバーライドしま
す。スタックの更新中にオプションを削除した場合、削除されたオプションは現在の値を保持しま
す。
必須: いいえ
タイプ: OptionSetting (p. 3079) のリスト
Update requires: No interruption
PlatformArn
環境で使用するカスタムプラットフォームの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、AWS
Elastic Beanstalk デベロッパーガイドのカスタムプラットフォームを参照してください。

Note
PlatformArn を指定した場合は、SolutionStackName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
SolutionStackName
環境で使用する Elastic Beanstalk ソリューションスタック (プラットフォームバージョン) の名前。
指定した場合は、Elastic Beanstalk によって設定値が、指定したソリューションスタックに関連付け
られているデフォルト値に設定されます。現在のソリューションスタックのリストについては、AWS
Elastic Beanstalk プラットフォームガイドの Elastic Beanstalk でサポートされているプラットフォー
ムを参照してください。

Note
SolutionStackName を指定した場合は、PlatformArn または TemplateName を指定し
ないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
環境内のリソースに適用するタグを指定します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TemplateName
環境とともに使用する Elastic Beanstalk 設定テンプレートの名前。

Note
TemplateName を指定した場合は、SolutionStackName を指定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
Tier
この環境の作成に使用する階層を指定します。選択する環境枠によって、HTTP(S) リクエストを処理
するウェブアプリケーションまたはバックグラウンド処理タスクを処理するウェブアプリケーション
をサポートするために Elastic Beanstalk がリソースをプロビジョニングするかどうかが決まります。
必須: いいえ
タイプ: Tier (p. 3081)
Update requires: Some interruptions
VersionLabel
デプロイするアプリケーションバージョンの名前。
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デフォルト: 指定しなかった場合は、Elastic Beanstalk によってサンプルアプリケーションのデプロイ
が試行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
EndpointURL
ロードバランシングでオートスケーリングの環境の、ロードバランサーへの URL。単一インスタンス
の環境では、インスタンスの IP アドレス。
ロードバランサー URL の例:
awseb-myst-myen-132MQC4KRLAMD-1371280482.us-east-2.elb.amazonaws.com
インスタンスの IP アドレスの例:
192.0.2.0

例
シンプルな環境
JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
"Properties" : {
"ApplicationName" : { "Ref" : "sampleApplication" },
"Description" : "AWS Elastic Beanstalk Environment running PHP Sample Application",
"EnvironmentName" : "SamplePHPEnvironment",
"TemplateName" : "DefaultConfiguration",
"VersionLabel" : "Initial Version"
}
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YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Properties:
ApplicationName:
Ref: sampleApplication
Description: "AWS Elastic Beanstalk Environment running PHP Sample Application"
EnvironmentName: SamplePHPEnvironment
TemplateName: DefaultConfiguration
VersionLabel: "Initial Version"

埋め込みオプション設定を使用した環境
JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
"Properties" : {
"ApplicationName" : { "Ref" : "sampleApplication" },
"Description" : "AWS Elastic Beanstalk Environment running Python Sample
Application",
"EnvironmentName" : "SamplePythonEnvironment",
"SolutionStackName" : "64bit Amazon Linux 2017.03 v2.5.0 running Python 2.7",
"OptionSettings" : [ {
"Namespace" : "aws:autoscaling:launchconfiguration",
"OptionName" : "EC2KeyName",
"Value" : { "Ref" : "KeyName" }
} ],
"VersionLabel" : "Initial Version"
}

}

YAML
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Properties:
ApplicationName:
Ref: sampleApplication
Description: "AWS Elastic Beanstalk Environment running Python Sample Application"
EnvironmentName: SamplePythonEnvironment
SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2017.03 v2.5.0 running Python 2.7"
OptionSettings:
Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
OptionName: EC2KeyName
Value:
Ref: KeyName
VersionLabel: "Initial Version"

カスタムプラットフォームまたはサポートされているプラットフォーム
次の例には、カスタムプラットフォームには PlatformArn、サポートされているプラットフォームには
SolutionStackName をスタック作成時に指定できるようにするパラメータが含まれます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Elasticbeanstalk test template",
"Parameters": {
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"BeanstalkService": {
"Type": "String"
},
"Ec2Service": {
"Type": "String"
},
"Partition":{
"Type": "String"
},
"SolutionStackName": {
"Type": "String"
},
"PlatformArn": {
"Type": "String"
}

},
"Resources": {
"Application": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Application",
"Properties": {
"ApplicationName": "SampleBeanstalkApp",
"Description": "AWS Elastic Beanstalk Python Sample Application"
}
},
"AppVersion": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion",
"Properties": {
"ApplicationName": {"Ref" : "Application"},
"Description": "Version 1.0",
"SourceBundle": {
"S3Bucket": {
"Fn::Join": ["-", [ "elasticbeanstalk-samples", { "Ref" :
"AWS::Region" } ] ] },
"S3Key": "python-sample-20150402.zip"
}
}
},
"Environment": {
"Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
"Properties": {
"ApplicationName": {"Ref": "Application"},
"Description": "AWS Elastic Beanstalk Environment running Python Sample
Application",
"PlatformArn": { "Ref" : "PlatformArn"},
"SolutionStackName": {
"Ref": "SolutionStackName"
},
"VersionLabel": {"Ref": "AppVersion"},
"OptionSettings": [
{
"Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
"OptionName": "IamInstanceProfile",
"Value": {
"Ref": "InstanceProfile"
}
},
{
"Namespace": "aws:elasticbeanstalk:environment",
"OptionName": "ServiceRole",
"Value": {
"Ref": "ServiceRole"
}
}
]
}
},
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"ServiceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": {"Ref": "BeanstalkService"}
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "elasticbeanstalk"
}
}
}
]
},
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:GetConsoleOutput",
"ec2:AssociateAddress",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:GetQueueUrl",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
"autoscaling:DescribeScalingActivities",
"autoscaling:DescribeNotificationConfigurations"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
}
}
],
"Path": "/"
}
},
"InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "InstanceProfileRole"
}
]
}
},

API バージョン 2010-05-15
3073

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Beanstalk
"InstanceProfileRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{"Ref": "Ec2Service"}
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "BucketAccess",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "Partition"
},
":s3:::elasticbeanstalk-*-",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
}
]
]
},
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "Partition"
},
":s3:::elasticbeanstalk-*-",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"/*"
]
]
},
{
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"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "Partition"
},
":s3:::elasticbeanstalk-*-",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"-*"
]
]

},
{

]

}

"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "Partition"
},
":s3:::elasticbeanstalk-*-",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"-*/*"
]
]

},
{

"Sid": "ECSAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecs:StartTask",
"ecs:StopTask",
"ecs:RegisterContainerInstance",
"ecs:DeregisterContainerInstance",
"ecs:DescribeContainerInstances",
"ecs:DiscoverPollEndpoint",
"ecs:Submit*",
"ecs:Poll"
],
"Resource": "*"

},
{

"Sid": "QueueAccess",
"Action": [
"sqs:ChangeMessageVisibility",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:SendMessage"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

},
{

"Sid": "DynamoPeriodicTasks",
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
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"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"

],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:",
{
"Ref": "Partition"
},
":dynamodb:*:",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*"
]
]
}
]

},
{

]

}

}

}

}

}

"Sid": "MetricsAccess",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

}
}
],
"Path": "/"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Elasticbeanstalk test template
Parameters:
BeanstalkService:
Type: String
Ec2Service:
Type: String
Partition:
Type: String
SolutionStackName:
Type: String
PlatformArn:
Type: String
Resources:
Application:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application
Properties:
ApplicationName: SampleBeanstalkApp
Description: AWS Elastic Beanstalk Python Sample Application
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AppVersion:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
Properties:
ApplicationName: !Ref Application
Description: Version 1.0
SourceBundle:
S3Bucket: Fn::Join:
- '-'
- 'elasticbeanstalk-samples'
- !Ref 'AWS::Region'
S3Key: python-sample-20150402.zip
Environment:
Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Properties:
ApplicationName: !Ref Application
Description: AWS Elastic Beanstalk Environment running Python Sample Application
PlatformArn: !Ref PlatformArn
SolutionStackName: !Ref SolutionStackName
VersionLabel: !Ref AppVersion
OptionSettings:
- Namespace: 'aws:autoscaling:launchconfiguration'
OptionName: IamInstanceProfile
Value: !Ref InstanceProfile
- Namespace: 'aws:elasticbeanstalk:environment'
OptionName: ServiceRole
Value: !Ref ServiceRole
ServiceRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: !Ref BeanstalkService
Action: 'sts:AssumeRole'
Condition:
StringEquals:
'sts:ExternalId': elasticbeanstalk
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth'
- 'ec2:DescribeInstances'
- 'ec2:DescribeInstanceStatus'
- 'ec2:GetConsoleOutput'
- 'ec2:AssociateAddress'
- 'ec2:DescribeAddresses'
- 'ec2:DescribeSecurityGroups'
- 'sqs:GetQueueAttributes'
- 'sqs:GetQueueUrl'
- 'autoscaling:DescribeAutoScalingGroups'
- 'autoscaling:DescribeAutoScalingInstances'
- 'autoscaling:DescribeScalingActivities'
- 'autoscaling:DescribeNotificationConfigurations'
Resource:
- '*'
Path: /
InstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile

API バージョン 2010-05-15
3077

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Beanstalk
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref InstanceProfileRole
InstanceProfileRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- !Ref Ec2Service
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: BucketAccess
Action:
- 's3:Get*'
- 's3:List*'
- 's3:PutObject'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref Partition
- ':s3:::elasticbeanstalk-*-'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref Partition
- ':s3:::elasticbeanstalk-*-'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- /*
- !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref Partition
- ':s3:::elasticbeanstalk-*-'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- '-*'
- !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref Partition
- ':s3:::elasticbeanstalk-*-'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- '-*/*'
- Sid: ECSAccess
Effect: Allow
Action:
- 'ecs:StartTask'
- 'ecs:StopTask'
- 'ecs:RegisterContainerInstance'
- 'ecs:DeregisterContainerInstance'
- 'ecs:DescribeContainerInstances'
- 'ecs:DiscoverPollEndpoint'
- 'ecs:Submit*'
- 'ecs:Poll'
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Path: /

Resource: '*'
- Sid: QueueAccess
Action:
- 'sqs:ChangeMessageVisibility'
- 'sqs:DeleteMessage'
- 'sqs:ReceiveMessage'
- 'sqs:SendMessage'
Effect: Allow
Resource: '*'
- Sid: DynamoPeriodicTasks
Action:
- 'dynamodb:BatchGetItem'
- 'dynamodb:BatchWriteItem'
- 'dynamodb:DeleteItem'
- 'dynamodb:GetItem'
- 'dynamodb:PutItem'
- 'dynamodb:Query'
- 'dynamodb:Scan'
- 'dynamodb:UpdateItem'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref Partition
- ':dynamodb:*:'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':table/*-stack-AWSEBWorkerCronLeaderRegistry*'
- Sid: MetricsAccess
Action:
- 'cloudwatch:PutMetricData'
Effect: Allow
Resource: '*'

以下の資料も参照してください。
• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの AWS Elastic Beanstalk 環境の作成
• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの環境を管理する
• 完全な Elastic Beanstalk サンプルテンプレートについては、Elastic Beanstalk テンプレートスニペッ
トを参照してください。

AWS::ElasticBeanstalk::Environment OptionSetting
OptionSetting プロパティタイプを使用して、AWS Elastic Beanstalk 環境のオプションを指定します。
AWS::ElasticBeanstalk::Environment リソースの OptionSettings プロパティには、OptionSetting
プロパティタイプのリストが含まれています。
使用可能な名前空間とオプション値のリストについては、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの
Option Values を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Namespace" : String,
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}

"OptionName" : String,
"ResourceName" : String,
"Value" : String

YAML
Namespace: String
OptionName: String
ResourceName: String
Value: String

プロパティ
Namespace
オプションの関連付け先となる AWS リソースを識別する一意の名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OptionName
設定オプションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceName
オプション設定の一意のリソース名。時間ベースのスケーリング設定オプションに使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Value
設定オプションの現在の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Elastic Beanstalk API リファレンスの ConfigurationOptionSetting
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• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの設定オプション

AWS::ElasticBeanstalk::Environment Tier
AWS::ElasticBeanstalk::Environment リソースの環境枠を記述します。詳細については、AWS Elastic
Beanstalk デベロッパーガイドの Environment Tiers を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Name" : String,
"Type" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Type: String
Version: String

プロパティ
Name
この環境枠の名前。
有効な値:
• ウェブサーバー枠の場合 – WebServer
• ワーカー枠の場合 – Worker
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
この環境枠のタイプ。
有効な値:
• ウェブサーバー枠の場合 – Standard
• ワーカー枠の場合 – SQS/HTTP
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Version
この環境枠のバージョン。値を設定しなかった場合は、Elastic Beanstalk によって互換性のある最新
のワーカー枠バージョンが使用されます。
API バージョン 2010-05-15
3081

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing

Note
このメンバーは廃止されました。設定した特定のバージョンは古くなる可能性があります。
未指定のままにしておくことをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Elastic Load Balancing リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer (p. 3082)

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Classic Load Balancer を指定します。
AvailabilityZones プロパティまたは Subnets プロパティを指定できますが、両方指定することはで
きません。
このリソースにパブリック IP アドレスが割り当てられており、同じテンプレートに定義されている VPC
が関連付けられている場合は、DependsOn 属性を使用して VPC ゲートウェイのアタッチメントへの依存
関係を宣言する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties" : {
"AccessLoggingPolicy" : AccessLoggingPolicy (p. 3088),
"AppCookieStickinessPolicy" : [ AppCookieStickinessPolicy (p. 3089), ... ],
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"ConnectionDrainingPolicy" : ConnectionDrainingPolicy (p. 3090),
"ConnectionSettings" : ConnectionSettings (p. 3091),
"CrossZone" : Boolean,
"HealthCheck" : HealthCheck (p. 3092),
"Instances" : [ String, ... ],
"LBCookieStickinessPolicy" : [ LBCookieStickinessPolicy (p. 3094), ... ],
"Listeners" : [ Listeners (p. 3095), ... ],
"LoadBalancerName" : String,
"Policies" : [ Policies (p. 3097), ... ],
"Scheme" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AccessLoggingPolicy:
AccessLoggingPolicy (p. 3088)
AppCookieStickinessPolicy:
- AppCookieStickinessPolicy (p. 3089)
AvailabilityZones:
- String
ConnectionDrainingPolicy:
ConnectionDrainingPolicy (p. 3090)
ConnectionSettings:
ConnectionSettings (p. 3091)
CrossZone: Boolean
HealthCheck:
HealthCheck (p. 3092)
Instances:
- String
LBCookieStickinessPolicy:
- LBCookieStickinessPolicy (p. 3094)
Listeners:
- Listeners (p. 3095)
LoadBalancerName: String
Policies:
- Policies (p. 3097)
Scheme: String
SecurityGroups:
- String
Subnets:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
AccessLoggingPolicy
ロードバランサーのアクセスログの保存場所と保存方法に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AccessLoggingPolicy (p. 3088)
Update requires: No interruption
AppCookieStickinessPolicy
アプリケーション制御のセッション維持のポリシーに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AppCookieStickinessPolicy (p. 3089) のリスト (p. 3089)
Update requires: No interruption
AvailabilityZones
ロードバランサーのアベイラビリティゾーン。VPC のロードバランサーの場合は、代わりに
Subnets を指定します。
API バージョン 2010-05-15
3083

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing

以前にアベイラビリティゾーンを指定していなかった場合、またはすべてのアベイラビリティゾーン
を削除している場合は、更新時に置換する必要があります。それ以外の場合、更新に伴う中断はあり
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions
ConnectionDrainingPolicy
有効になっている場合、ロードバランサーは、登録解除されたインスタンスや異常なインスタンスか
らトラフィックを移動する前に、既存のリクエストを完了させることができます。
詳細については、『Classic Load Balancer ガイド』の Connection Draining を設定するを参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ConnectionDrainingPolicy (p. 3090)
Update requires: No interruption
ConnectionSettings
有効になっている場合、ロードバランサーは、指定された期間、接続をアイドル状態にしたままにし
ます (データは接続を介して送信されません)。
Elastic Load Balancing はデフォルトでは、ロードバランサーのフロントエンド接続とバックエンド接
続の両方に対して 60 秒のアイドル接続タイムアウトを維持します。詳細については、『Classic Load
Balancer ガイド』のアイドル接続のタイムアウトを設定するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ConnectionSettings (p. 3091)
Update requires: No interruption
CrossZone
有効になっている場合、ロードバランサーは、アベイラビリティゾーンに関係なく、リクエストトラ
フィックをすべてのインスタンスに均等にルーティングします。
詳細については、『Classic Load Balancer ガイド』のクロスゾーン負荷分散を設定するを参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HealthCheck
EC2 インスタンスのヘルス状態を評価するときに使用するヘルスチェック設定。
以前にヘルスチェック設定を指定していなかった場合、またはヘルスチェック設定を削除している場
合は、更新時に置換する必要があります。それ以外の場合、更新に伴う中断はありません。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheck (p. 3092)
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Update requires: Some interruptions
Instances
ロードバランサーのインスタンスの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
LBCookieStickinessPolicy
期間ベースのセッション維持のポリシーに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: LBCookieStickinessPolicy (p. 3094) のリスト (p. 3094)
Update requires: No interruption
Listeners
ロードバランサーのリスナー。ポートごとに最大 1 つのリスナーを指定できます。
リスナーのプロパティを更新すると、AWS CloudFormation は既存のリスナーを削除し、指定された
プロパティを使用して新しいリスナーを作成します。新しいリスナーが作成されている間、クライア
ントはロードバランサーに接続できません。
必須: はい
タイプ: Listeners (p. 3095) のリスト (p. 3095)
Update requires: No interruption
LoadBalancerName
ロードバランサーの名前。この名前は、リージョンのロードバランサーのセット内で一意である必要
があります。
名前を指定しなかった場合は、AWS CloudFormation によってロードバランサーの一意の物理 ID が生
成されます。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。名前を指定した場合、このリ
ソースの置換が必要な更新は実行できませんが、他の更新は実行できます。リソースを置き換えるに
は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Policies
Classic Load Balancer に対して定義されたポリシー。バックエンドサーバーポリシーのみを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: Policies (p. 3097) のリスト (p. 3097)
Update requires: No interruption
Scheme
ロードバランサーのタイプ。VPC 内のロードバランサーにのみ有効です。
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Scheme が internet-facing である場合、ロードバランサーのパブリック DNS 名はパブリック IP
アドレスに解決されます。
Scheme が internal である場合、ロードバランサーのパブリック DNS 名はプライベート IP アドレ
スに解決されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroups
ロードバランサーのセキュリティグループ。VPC 内のロードバランサーにのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Subnets
ロードバランサーのサブネットの ID。アベイラビリティゾーンごとに最大 1 つのサブネットを指定で
きます。
以前にサブネットを指定しなかった場合、またはすべてのサブネットを削除している場合は、更新時
に置換する必要があります。それ以外の場合、更新に伴う中断はありません。現在のアベイラビリ
ティゾーン内の別のサブネットに更新するには、最初に別のアベイラビリティゾーン内のサブネット
に更新してから、元のアベイラビリティゾーン内の新しいサブネットに更新する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions
Tags
ロードバランサーに関連付けられているタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ロードバランサーの名前を
返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CanonicalHostedZoneName
ロードバランサーに関連付けられる Route 53 ホストゾーンの名前。内部向けロードバランサーはこの
値を使用しません。代わりに DNSName を使用します。
CanonicalHostedZoneNameID
ロードバランサーに関連付けられる Route 53 ホストゾーン名の ID。
DNSName
ロードバランサーの DNS 名。
SourceSecurityGroup.GroupName
ロードバランサーのバックエンドインスタンスのインバウンドルールの一部として使用できるセキュ
リティグループの名前。
SourceSecurityGroup.OwnerAlias
ソースセキュリティグループの所有者。

例
次の例では、安全なリスナーを持つ Classic Load Balancer を指定します。

JSON
"MyLoadBalancer" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"AvailabilityZones": [ "us-east-2a" ],
"CrossZone": "true",
"Listeners": [{
"InstancePort": "80",
"InstanceProtocol": "HTTP",
"LoadBalancerPort": "443",
"Protocol": "HTTPS",
"PolicyNames": [ "My-SSLNegotiation-Policy" ],
"SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-servercertificate"
}],
"HealthCheck": {
"Target": "HTTP:80/",
"HealthyThreshold": "2",
"UnhealthyThreshold": "3",
"Interval": "10",
"Timeout": "5"
},
"Policies": [{
"PolicyName": "My-SSLNegotiation-Policy",
"PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType",
"Attributes": [{
"Name": "Reference-Security-Policy",
"Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"
}]
}]
}
}
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YAML
MyLoadBalancer:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-2a"
CrossZone: true
Listeners:
- InstancePort: '80'
InstanceProtocol: HTTP
LoadBalancerPort: '443'
Protocol: HTTPS
PolicyNames:
- My-SSLNegotiation-Policy
SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-servercertificate
HealthCheck:
Target: HTTP:80/
HealthyThreshold: '2'
UnhealthyThreshold: '3'
Interval: '10'
Timeout: '5'
Policies:
- PolicyName: My-SSLNegotiation-Policy
PolicyType: SSLNegotiationPolicyType
Attributes:
- Name: Reference-Security-Policy
Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing テンプレートスニペット
• 『Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01)』の CreateLoadBalancer
• 『Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01)』の ModifyLoadBalancerAttributes
• 『Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01)』の ConfigureHealthCheck
• Classic Load Balancer のユーザーガイド

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer AccessLoggingPolicy
Classic Load Balancer のアクセスログを保存する場所とその方法を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EmitInterval" : Integer,
"Enabled" : Boolean,
"S3BucketName" : String,
"S3BucketPrefix" : String

YAML
EmitInterval: Integer
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Enabled: Boolean
S3BucketName: String
S3BucketPrefix: String

プロパティ
EmitInterval
アクセスログを発行する間隔。5 分間隔または 60 分間隔を指定できます。
デフォルト: 60 分
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Enabled
ロードバランサーに対してアクセスログを有効にするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
S3BucketName
アクセスログが保存されている Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3BucketPrefix
Amazon S3 バケット用に作成した論理階層 (my-bucket-prefix/prod など)。プレフィックスが指
定されていない場合、ログはバケットのルートレベルに配置されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01)の「ModifyLoadBalancerAttributes」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「アクセスログ」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer AppCookieStickinessPolicy
Classic Load Balancer のアプリケーション制御セッション維持に関するポリシーを指定します。
ポリシーをリスナーに関連付けるには、リスナーの PolicyNames プロパティを使用します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CookieName" : String,
"PolicyName" : String

YAML
CookieName: String
PolicyName: String

プロパティ
CookieName
セッション維持に使用するアプリケーション Cookie の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PolicyName
作成中のポリシーのニーモニック名。名前は、このロードバランサーのポリシーのセット内で一意で
ある必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の
「CreateAppCookieStickinessPolicy」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「スティッキーセッション」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer ConnectionDrainingPolicy
Classic Load Balancer の Connection Draining 設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Enabled" : Boolean,
"Timeout" : Integer

YAML
Enabled: Boolean
Timeout: Integer

プロパティ
Enabled
ロードバランサーに対して Connection Draining を有効にするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Timeout
既存の接続を開いたままにする最大時間 (秒単位)。この最大時間を超えると、インスタンスの登録が
解除されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「ModifyLoadBalancerAttributes」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「Connection Draining」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer ConnectionSettings
Classic Load Balancer のアイドルタイムアウト値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IdleTimeout" : Integer

YAML
IdleTimeout: Integer
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プロパティ
IdleTimeout
接続がアイドル状態 (接続を介してデータが送信されていない状態) であることが許可される時間 (秒
単位)。この時間を超えると、ロードバランサーによって接続が閉じられます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 3600
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「ModifyLoadBalancerAttributes」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「アイドル接続のタイムアウト」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer HealthCheck
Classic Load Balancer のヘルスチェック設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HealthyThreshold" : String,
"Interval" : String,
"Target" : String,
"Timeout" : String,
"UnhealthyThreshold" : String

YAML
HealthyThreshold: String
Interval: String
Target: String
Timeout: String
UnhealthyThreshold: String

プロパティ
HealthyThreshold
ヘルスチェックが連続して何回成功したらインスタンスを Healthy とするか。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 2
最大: 10
Update requires: No interruption
Interval
各インスタンスのヘルスチェックのおおよその間隔 (秒)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 5
最大: 300
Update requires: No interruption
Target
チェックするインスタンス。プロトコルは TCP、HTTP、HTTPS、または SSL です。有効なポートの
範囲は 1～65535 です。
TCP がデフォルトであり、TCP:ポートのペアとして指定します (例: 「TCP:5000」)。この場合、ヘル
スチェックは単に、指定されたポートでインスタンスへの TCP 接続を開こうとします。設定されたタ
イムアウト時間内に接続できなかった場合、異常と見なされます。
SSL も、SSL:ポートのペアとして指定します (例: SSL:5000)。
HTTP/HTTPS の場合は、文字列に ping パスを含める必要があります。HTTP は HTTP:ポート/ping
パスのグループとして指定します (例: 「HTTP:80/weather/us/wa/seattle」)。この場合、指定された
ポートとパスで対象のインスタンスに HTTP GET リクエストが送信されます。タイムアウト期間内に
「200 OK」以外の応答があると、異常と見なされます。
HTTP ping ターゲット (16 ビット Unicode 文字) の全長は、1024 文字以下である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timeout
秒単位の時間で、レスポンスがない状態がこの時間を超えると、ヘルスチェックが失敗と見なされま
す。
この値は、Interval 値未満である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 60
Update requires: No interruption
UnhealthyThreshold
ヘルスチェックが連続して何回失敗したらインスタンスを Unhealthy とするか。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 10
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「ConfigureHealthCheck」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「ヘルスチェックを設定する」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer LBCookieStickinessPolicy
Classic Load Balancer の期間ベースのセッション維持に関するポリシーを指定します。
ポリシーをリスナーに関連付けるには、リスナーの PolicyNames プロパティを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CookieExpirationPeriod" : String,
"PolicyName" : String

YAML
CookieExpirationPeriod: String
PolicyName: String

プロパティ
CookieExpirationPeriod
Cookie が古くなったと判断されるまでの時間 (秒)。このパラメータを指定しなかった場合、維持セッ
ションはブラウザセッションが継続する間保持されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PolicyName
ポリシーの名前。この名前は、このロードバランサーのポリシーのセット内で一意である必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の
「CreateLBCookieStickinessPolicy」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「スティッキーセッション」

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Listeners
Classic Load Balancer のリスナーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstancePort" : String,
"InstanceProtocol" : String,
"LoadBalancerPort" : String,
"PolicyNames" : [ String, ... ],
"Protocol" : String,
"SSLCertificateId" : String

YAML
InstancePort: String
InstanceProtocol: String
LoadBalancerPort: String
PolicyNames:
- String
Protocol: String
SSLCertificateId: String

プロパティ
InstancePort
インスタンスがリッスンするポート。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
InstanceProtocol
インスタンスにトラフィックをルーティングするために使用するプロトコル (HTTP、HTTPS、TCP、
または SSL)。
フロントエンドプロトコルが TCP または SSL の場合、バックエンドプロトコルは TCP または SSL
である必要があります。フロントエンドプロトコルが HTTP または HTTPS の場合、バックエンドプ
ロトコルは HTTP または HTTPS である必要があります。
API バージョン 2010-05-15
3095

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing

同じ InstancePort を使用する別のリスナーが存在し、その InstanceProtocol が安全 (HTTPS
または SSL) である場合は、そのリスナーの InstanceProtocol も安全である必要があります。
同じ InstancePort を使用する別のリスナーが存在し、その InstanceProtocol が HTTP または
TCP である場合は、そのリスナーの InstanceProtocol も HTTP または TCP である必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoadBalancerPort
ロードバランサーがリッスンするポート。EC2-VPC では、1〜65535 の範囲の任意のポートを指定で
きます。EC2-Classic では、25、80、443、465、587、1024〜65535 から任意のポートを指定できま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PolicyNames
リスナーに関連付けるポリシーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Protocol
ルーティングに使用するロードバランサーのトランスポートプロトコル (HTTP、HTTPS、TCP、また
は SSL)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SSLCertificateId
サーバー証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「CreateLoadBalancerListeners」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「リスナー」
• Classic Load Balancer ユーザーガイドの「HTTPS リスナー」
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AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer Policies
Classic Load Balancer のポリシーを指定します。
ポリシーをリスナーに関連付けるには、リスナーの PolicyNames プロパティを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : [ Json, ... ],
"InstancePorts" : [ String, ... ],
"LoadBalancerPorts" : [ String, ... ],
"PolicyName" : String,
"PolicyType" : String

YAML
Attributes:
- Json
InstancePorts:
- String
LoadBalancerPorts:
- String
PolicyName: String
PolicyType: String

プロパティ
Attributes
ポリシーの属性。
必須: はい
タイプ: Json のリスト
Update requires: No interruption
InstancePorts
ポリシーのインスタンスポート。一部のポリシータイプについてのみ必須。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
LoadBalancerPorts
ポリシーのロードバランサーのポート。一部のポリシータイプについてのみ必須。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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PolicyName
ポリシーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PolicyType
ポリシータイプの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
JSON
"Policies": [{
"PolicyName": "My-SSLNegotiation-Policy",
"PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType",
"Attributes": [{
"Name": "Reference-Security-Policy",
"Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"
}]
}]

YAML
Policies:
- PolicyName: My-SSLNegotiation-Policy
PolicyType: SSLNegotiationPolicyType
Attributes:
- Name: Reference-Security-Policy
Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「CreateLoadBalancerPolicy」

Elastic Load Balancing V2 リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener (p. 3099)
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate (p. 3116)
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule (p. 3118)
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer (p. 3163)
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• AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup (p. 3170)

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Application Load Balancer またはNetwork Load Balancer のリスナーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties" : {
"AlpnPolicy" : [ String, ... ],
"Certificates" : [ Certificate (p. 3109), ... ],
"DefaultActions" : [ Action (p. 3102), ... ],
"LoadBalancerArn" : String,
"Port" : Integer,
"Protocol" : String,
"SslPolicy" : String
}

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Properties:
AlpnPolicy:
- String
Certificates:
- Certificate (p. 3109)
DefaultActions:
- Action (p. 3102)
LoadBalancerArn: String
Port: Integer
Protocol: String
SslPolicy: String

プロパティ
AlpnPolicy
[TLS リスナー] Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) ポリシーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Certificates
セキュアリスナーのデフォルトの SSL サーバー証明書。リスナープロトコルが HTTPS または TLS
である場合、証明書を 1 つだけ指定する必要があります。
セキュアリスナーの証明書リストを作成するには、AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
を使用します。
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必須: 条件付き
タイプ: 証明書 (p. 3109)のリスト
Update requires: No interruption
DefaultActions
デフォルトルールのアクション。デフォルトルールの条件を定義することはできません。
Application Load Balancer の追加のルールを作成するには、AWS# ElasticLoadBalancingV2#
ListenerRule を使用します。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 3102)のリスト
Update requires: No interruption
LoadBalancerArn
ロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Port
ロードバランサーがリッスンするポート。Gateway Load Balancer のポートを指定することはできま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
Protocol
クライアントからロードバランサーへの接続のプロトコル。Application Load Balancers の場合、サ
ポートされているプロトコルは HTTP および HTTPS です。Network Load Balancers の場合、サポー
トされているプロトコルは、TCP、TLS、UDP、TCP_UDP です。デュアルスタックモードが有効に
なっている場合は、UDP または TCP_UDP プロトコルを指定できません。Gateway Load Balancer の
プロトコルを指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GENEVE | HTTP | HTTPS | TCP | TCP_UDP | TLS | UDP
Update requires: No interruption
SslPolicy
[HTTPS および TLS リスナー] サポートされるプロトコルと暗号を定義するセキュリティポリシー。
詳細については、Application Load Balancer ガイドの「セキュリティポリシー」と Network Load
Balancer ガイドの「セキュリティポリシー」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リスナーの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ListenerArn
リスナーの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
次の例では、ポート 80 での HTTP リクエストをポート 443 での HTTPS リクエストにリダイレクトする
デフォルトアクションがあるリスナーを作成し、元のホスト名、パス、クエリ文字列を保持します。

YAML
HTTPlistener:
Type: "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
Properties:
DefaultActions:
- Type: "redirect"
RedirectConfig:
Protocol: "HTTPS"
Port: 443
Host: "#{host}"
Path: "/#{path}"
Query: "#{query}"
StatusCode: "HTTP_301"
LoadBalancerArn: !Ref myLoadBalancer
Port: 80
Protocol: "HTTP"

JSON
"HTTPlistener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [
{
"Type": "redirect",
"RedirectConfig": {
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}

}

}

}

"Protocol": "HTTPS",
"Port": 443,
"Host": "#{host}",
"Path": "/#{path}",
"Query": "#{query}",
"StatusCode": "HTTP_301"

],
"LoadBalancerArn": {
"Ref": "myLoadBalancer"
},
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP"

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2015-12-01) の「CreateListener」
• Application Load Balancer のユーザーガイド の「リスナー」
• Network Load Balancer のユーザーガイドの「リスナー」

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Action
リスナールールのアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticateCognitoConfig" : AuthenticateCognitoConfig (p. 3104),
"AuthenticateOidcConfig" : AuthenticateOidcConfig (p. 3106),
"FixedResponseConfig" : FixedResponseConfig (p. 3109),
"ForwardConfig" : ForwardConfig (p. 3110),
"Order" : Integer,
"RedirectConfig" : RedirectConfig (p. 3112),
"TargetGroupArn" : String,
"Type" : String

YAML
AuthenticateCognitoConfig:
AuthenticateCognitoConfig (p. 3104)
AuthenticateOidcConfig:
AuthenticateOidcConfig (p. 3106)
FixedResponseConfig:
FixedResponseConfig (p. 3109)
ForwardConfig:
ForwardConfig (p. 3110)
Order: Integer
RedirectConfig:
RedirectConfig (p. 3112)
TargetGroupArn: String
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Type: String

プロパティ
AuthenticateCognitoConfig
[HTTPS リスナー] Amazon Cognito を使用してユーザーを認証するための情報。Type が
authenticate-cognito である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: AuthenticateCognitoConfig (p. 3104)
Update requires: No interruption
AuthenticateOidcConfig
[HTTPS リスナー] OpenID Connect (OIDC) に準拠している ID プロバイダーに関する情報。Type が
authenticate-oidc である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: AuthenticateOidcConfig (p. 3106)
Update requires: No interruption
FixedResponseConfig
[Application Load Balancer] カスタム HTTP レスポンスを返すアクションを作成するための情
報。Type が fixed-response である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: FixedResponseConfig (p. 3109)
Update requires: No interruption
ForwardConfig
1 つ以上のターゲットグループにリクエストを分散するアクションの作成に関する情報。Network
Load Balancers では、単一のターゲットグループを指定できます。Type が forward である場合に
のみ指定します。ForwardConfig と TargetGroupArn の両方を指定する場合、ターゲットグルー
プは ForwardConfig を使って 1 つだけ指定できます。これは、TargetGroupArn で指定したター
ゲットグループと同じである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ForwardConfig (p. 3110)
Update requires: No interruption
Order
アクションの順序。複数のアクションを持つルールにはこの値が必要です。順番の値が最も小さいア
クションが、最初に実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 50000
Update requires: No interruption
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RedirectConfig
[Application Load Balancer] リダイレクトアクションを作成するための情報。Type が redirect であ
る場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: RedirectConfig (p. 3112)
Update requires: No interruption
TargetGroupArn
ターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。Type が forward で、単一のターゲットグ
ループにルーティングする場合にのみ指定します。1 つ以上のターゲットグループにルーティングす
るには、代わりに ForwardConfig を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
アクションの種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: authenticate-cognito | authenticate-oidc | fixed-response |
forward | redirect
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener AuthenticateCognitoConfig
Amazon Cognito と統合してユーザーを認証するときに必要な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticationRequestExtraParams" : {Key : Value, ...},
"OnUnauthenticatedRequest" : String,
"Scope" : String,
"SessionCookieName" : String,
"SessionTimeout" : String,
"UserPoolArn" : String,
"UserPoolClientId" : String,
"UserPoolDomain" : String

YAML
AuthenticationRequestExtraParams:
Key : Value
OnUnauthenticatedRequest: String
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Scope: String
SessionCookieName: String
SessionTimeout: String
UserPoolArn: String
UserPoolClientId: String
UserPoolDomain: String

プロパティ
AuthenticationRequestExtraParams
認証エンドポイントへのリダイレクトリクエストに含めるクエリパラメータ (最大 10 個)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
OnUnauthenticatedRequest
ユーザーが認証されない場合の動作。以下の値を指定できます。
• deny - HTTP 401 Unauthorized エラーを返します。
• allow - リクエストをターゲットに転送することを許可します。
• authenticate - リクエストを IdP 認証エンドポイントにリダイレクトします。これは、デフォルト値
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: allow | authenticate | deny
Update requires: No interruption
Scope
IdP にリクエストする一連のユーザークレーム。デフォルト: openid。
IdP がサポートする値の適用範囲と複数の値を分離する方法については、IdP のドキュメントを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionCookieName
セッション情報の管理に使用されるクッキーの名前。デフォルトは AWSELBAuthSessionCookie で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionTimeout
認証セッションの最大時間 (秒単位)。デフォルト値は 604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolArn
Amazon Cognito ユーザープールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolClientId
Amazon Cognito ユーザープールクライアントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolDomain
Amazon Cognito ユーザープールのドメインプレフィックスまたは完全修飾ドメイン名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener AuthenticateOidcConfig
OpenID Connect (OIDC) に準拠している ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザーを認証するときに必要
な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticationRequestExtraParams" : {Key : Value, ...},
"AuthorizationEndpoint" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"Issuer" : String,
"OnUnauthenticatedRequest" : String,
"Scope" : String,
"SessionCookieName" : String,
"SessionTimeout" : String,
"TokenEndpoint" : String,
"UserInfoEndpoint" : String

YAML
AuthenticationRequestExtraParams:
Key : Value
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AuthorizationEndpoint: String
ClientId: String
ClientSecret: String
Issuer: String
OnUnauthenticatedRequest: String
Scope: String
SessionCookieName: String
SessionTimeout: String
TokenEndpoint: String
UserInfoEndpoint: String

プロパティ
AuthenticationRequestExtraParams
認証エンドポイントへのリダイレクトリクエストに含めるクエリパラメータ (最大 10 個)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
AuthorizationEndpoint
IdP の認証エンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な URL
である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientId
OAuth 2.0 クライアント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientSecret
OAuth 2.0 クライアントシークレット。ルールを作成する場合、このパラメータは必須です。ルール
を変更する場合、UseExistingClientSecret を true に設定すると、このパラメータを省略できま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Issuer
IdP の OIDC 発行者 ID。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な URL であ
る必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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OnUnauthenticatedRequest
ユーザーが認証されない場合の動作。以下の値を指定できます。
• deny - HTTP 401 Unauthorized エラーを返します。
• allow - リクエストをターゲットに転送することを許可します。
• authenticate - リクエストを IdP 認証エンドポイントにリダイレクトします。これは、デフォルト値
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: allow | authenticate | deny
Update requires: No interruption
Scope
IdP にリクエストする一連のユーザークレーム。デフォルト: openid。
IdP がサポートする値の適用範囲と複数の値を分離する方法については、IdP のドキュメントを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionCookieName
セッション情報の管理に使用されるクッキーの名前。デフォルトは AWSELBAuthSessionCookie で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionTimeout
認証セッションの最大時間 (秒単位)。デフォルト値は 604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenEndpoint
IdP のトークンエンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な
URL である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserInfoEndpoint
IdP のユーザー情報エンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全
な URL である必要があります。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener Certificate
セキュアリスナーのデフォルト証明書として使用する SSL サーバー証明書を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateArn" : String

YAML
CertificateArn: String

プロパティ
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener FixedResponseConfig
カスタム HTTP レスポンスを返すときに必要な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContentType" : String,
"MessageBody" : String,
"StatusCode" : String

YAML
ContentType: String
MessageBody: String
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StatusCode: String

プロパティ
ContentType
コンテンツタイプ。
有効な値: text/plain | text/css | text/html | application/javascript | application/json
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 32
Update requires: No interruption
MessageBody
メッセージ｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
StatusCode
HTTP レスポンスコード (2XX、4XX、または 5XX)。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^(2|4|5)\d\d$
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener ForwardConfig
1 つ以上のターゲットグループにリクエストを分散するアクションの作成に関する情報。Network Load
Balancers では、単一のターゲットグループを指定できます。Type が forward である場合にのみ
指定します。ForwardConfig と TargetGroupArn の両方を指定する場合、ターゲットグループは
ForwardConfig を使って 1 つだけ指定できます。これは、TargetGroupArn で指定したターゲットグ
ループと同じである必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"TargetGroups" : [ TargetGroupTuple (p. 3116), ... ],
"TargetGroupStickinessConfig" : TargetGroupStickinessConfig (p. 3115)

YAML
TargetGroups:
- TargetGroupTuple (p. 3116)
TargetGroupStickinessConfig:
TargetGroupStickinessConfig (p. 3115)

プロパティ
TargetGroups
転送ルールで複数のターゲットグループ間でトラフィックが分散される方法に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupTuple (p. 3116) のリスト
Update requires: No interruption
TargetGroupStickinessConfig
ルールに対するターゲットグループ維持に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupStickinessConfig (p. 3115)
Update requires: No interruption

例
加重ターゲットグループの例
次の例では、2 つのトラフィックグループ間のトラフィックの相対的な重みを設定します。各グループの
weight プロパティが同じ値 1 に設定されているため、トラフィックは 2 つのグループ間で 50/50 に分割
されます。

JSON
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"ForwardConfig": {
"TargetGroups": [{
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" },
"Weight": 1
}, {
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" },
"Weight": 1
}]
}
}],
"Conditions": [{
"Field": "path-pattern",
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}

}

"Values": ["foo"]
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1

YAML
ListenerRule1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
ForwardConfig:
TargetGroups:
- TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Weight: 1
- TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Weight: 1
Conditions:
- Field: path-pattern
Values:
- foo
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener RedirectConfig
リダイレクトアクションに関する情報。
URI はコンポーネントで構成され、protocol://hostname:port/path?query と指定します。リダイレクトの
ループを避けるために、コンポーネント protocol、hostname、port、または path を 1 つ以上変更する必要
があります。変更しないコンポーネントはすべて、元の値が保持されます。
以下の予約キーワードを使用すると、URI コンポーネントを再利用できます。
• #{protocol}
• #{host}
• #{port}
• #{path} (先頭の "/" が削除される)
• #{query}
たとえば、path を "/new/#{path}"、hostname を "example.#{host}"、または query を "#{query}&value=xyz"
に変更できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Host" : String,
"Path" : String,
"Port" : String,
"Protocol" : String,
"Query" : String,
"StatusCode" : String
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}

YAML
Host: String
Path: String
Port: String
Protocol: String
Query: String
StatusCode: String

プロパティ
Host
ホスト名。このコンポーネントはパーセントエンコードされていません。ホスト名には #{host} を含
めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Path
絶対パス (先頭は /)。このコンポーネントはパーセントエンコードされていません。パスに
は、#{host}、#{path}、および #{port} を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Port
ポート。1 ～ 65535 までの値、または #{port} を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Protocol
プロトコル。HTTP、HTTPS、または #{protocol} を指定できます。HTTP から HTTP、HTTP から
HTTPS、HTTPS から HTTPS にリダイレクトできます。HTTPS から HTTP にリダイレクトすること
はできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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パターン: ^(HTTPS?|#\{protocol\})$
Update requires: No interruption
Query
クエリパラメータ、必要に応じて URL エンコードされますが、パーセントエンコードはされません。
「?」は自動的に追加されるため、先頭に含めないでください。予約キーワードはどれでも指定できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: No interruption
StatusCode
HTTP リダイレクトコード。リダイレクトは、永続的 (HTTP 301) または一時的 (HTTP 302) のいずれ
かです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP_301 | HTTP_302
Update requires: No interruption

例
次の例では、ポート 80 での HTTP リクエストをポート 443 での HTTPS リクエストにリダイレクトする
デフォルトアクションがあるリスナーを作成し、元のホスト名、パス、クエリ文字列を保持します。

YAML
HTTPlistener:
Type: "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
Properties:
DefaultActions:
- Type: "redirect"
RedirectConfig:
Protocol: "HTTPS"
Port: 443
Host: "#{host}"
Path: "/#{path}"
Query: "#{query}"
StatusCode: "HTTP_301"
LoadBalancerArn: !Ref myLoadBalancer
Port: 80
Protocol: "HTTP"

JSON
"HTTPlistener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
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"DefaultActions": [
{
"Type": "redirect",
"RedirectConfig": {
"Protocol": "HTTPS",
"Port": 443,
"Host": "#{host}",
"Path": "/#{path}",
"Query": "#{query}",
"StatusCode": "HTTP_301"
}
}
],
"LoadBalancerArn": {
"Ref": "myLoadBalancer"
},
"Port": 80,
"Protocol": "HTTP"

}

}

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener TargetGroupStickinessConfig
ルールに対するターゲットグループ維持に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationSeconds" : Integer,
"Enabled" : Boolean

YAML
DurationSeconds: Integer
Enabled: Boolean

プロパティ
DurationSeconds
クライアントからのリクエストを同じターゲットにルーティングする必要がある秒単位の期間。範囲
は 1～604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Enabled
ターゲットグループの維持が有効化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener TargetGroupTuple
転送ルールで複数のターゲットグループ間でトラフィックが分散される方法に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetGroupArn" : String,
"Weight" : Integer

YAML
TargetGroupArn: String
Weight: Integer

プロパティ
TargetGroupArn
ターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
重量。範囲は 0～999 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
HTTPS または TLS リスナーの証明書リストに追加する SSL サーバー証明書を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate",
"Properties" : {
"Certificates" : [ Certificate (p. 3117), ... ],
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}

}

"ListenerArn" : String

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
Properties:
Certificates:
- Certificate (p. 3117)
ListenerArn: String

プロパティ
Certificates
証明書。リソースごとに 1 つの証明書を指定できます。
必須: はい
タイプ: 証明書 (p. 3117) のリスト
Update requires: Replacement
ListenerArn
リスナーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2015-12-01) の「AddListenerCertificates
• Application Load Balancer のユーザーガイドの「SSL 証明書」

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate Certificate
セキュアリスナーの証明書リストの SSL サーバー証明書を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateArn" : String

YAML
CertificateArn: String
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プロパティ
CertificateArn
証明書の Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
リスナールールを指定します。リスナーは、Application Load Balancer に関連付ける必要があります。各
ルールは優先度、1 つ以上のアクション、および 1 つ以上の条件で構成されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties" : {
"Actions" : [ Action (p. 3142), ... ],
"Conditions" : [ RuleCondition (p. 3159), ... ],
"ListenerArn" : String,
"Priority" : Integer
}

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
Properties:
Actions:
- Action (p. 3142)
Conditions:
- RuleCondition (p. 3159)
ListenerArn: String
Priority: Integer

プロパティ
Actions
アクション。
ルールには次のアクションの種類のうち、厳密に 1 つを含む必要があります。forward、fixedresponse、redirect。またはそれは最後に実行されるアクションである必要があります。ルールが
HTTPS リスナーの場合、オプションで認証アクションを含めることもできます。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 3142)のリスト
Update requires: No interruption
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Conditions
条件を示します。
ルールには、オプションで次の各条件を 1 つ含めることができます。http-requestmethod、host-header、path-pattern、および source-ip。ルールには、オプションで次の各
条件を 1 つ以上含めることもできます。http-header および query-string。
必須: はい
タイプ: RuleCondition (p. 3159) のリスト
Update requires: No interruption
ListenerArn
リスナーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Priority
ルールの優先順位。リスナーは同じ優先度の複数のルールを持つことはできません。
優先度を更新してルールの順序を変更しようとした場合、既存のルールでこの優先度がすでに使用さ
れている場合は、新しい優先度を指定しないでください。これにより、エラーが発生する可能性があ
ります。別のルールで優先度を再利用する必要がある場合は、まず優先度を削除してから、後続の更
新でその優先度を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 50000
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リスナールールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
IsDefault
これがデフォルトのルールであるかどうかを示します。
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RuleArn
ルールの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
HTTP ヘッダールールの例
YAML
Parameters:
CidrBlockForVPC:
Default: 187.0.0.0/24
Description: CidrBlockForVPC
Type: String
CidrBlockForSubnet1:
Default: 187.0.0.0/25
Description: Cidr Block For Subnet1
Type: String
CidrBlockForSubnet2:
Default: 187.0.0.128/25
Description: Cidr Block For Subnet2
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet1:
Default: us-east-1c
Description: AvailabilityZone For Subnet1
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet2:
Default: us-east-1b
Description: AvailabilityZone For Subnet2
Type: String
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: !Ref CidrBlockForVPC
Subnet1:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet1
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet1
Subnet2:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet2
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet2
LoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Scheme: internal
Subnets:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
TargetGroup1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 1000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
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TargetGroup2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 2000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
ListenerRule1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Conditions:
- Field: http-header
HttpHeaderConfig:
HttpHeaderName: User-Agent
Values:
- Mozilla
- Field: http-header
HttpHeaderConfig:
HttpHeaderName: Referer
Values:
- 'https://www.amazon.com/'
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1
ListenerRule2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Conditions:
- Field: http-header
HttpHeaderConfig:
HttpHeaderName: User-Agent
Values:
- Chrome
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 2
Listener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer
Port: '8000'
Protocol: HTTP
LoadBalancerAlarm:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
Namespace: AWS/ApplicationELB
Dimensions:
- Name: LoadBalancer
Value: !GetAtt
- LoadBalancer
- LoadBalancerFullName
- Name: TargetGroup
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
MetricName: UnHealthyHostCount
Period: 60
Statistic: Average
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Threshold: 0
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EvaluationPeriods: 1
Outputs:
LoadBalancer:
Value: !Ref LoadBalancer
TargetGroup1:
Value: !Ref TargetGroup1
TargetGroup2:
Value: !Ref TargetGroup2
ListenerArn:
Value: !Ref Listener
ListenerRule1Arn:
Value: !Ref ListenerRule1
ListenerRule2Arn:
Value: !Ref ListenerRule2
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup1
- LoadBalancerArns
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup2
- LoadBalancerArns
TargetGroupFullName1:
Description: FullName of TargetGroup1
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
TargetGroupFullName2:
Description: FullName of TargetGroup2
Value: !GetAtt
- TargetGroup2
- TargetGroupFullName

JSON
{

"Parameters": {
"CidrBlockForVPC" : {
"Default" : "187.0.0.0/24",
"Description" : "CidrBlockForVPC",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet1" : {
"Default" : "187.0.0.0/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet2" : {
"Default" : "187.0.0.128/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet2",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet1" : {
"Default" : "us-east-1c",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet2" : {
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"Default" : "us-east-1b",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet2",
"Type" : "String"

}
},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForVPC"}
}
},
"Subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet1" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet1"}
}
},
"Subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet2" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet2"}
}
},
"LoadBalancer" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Scheme" : "internal",
"Subnets" : [ {"Ref": "Subnet1"}, {"Ref" : "Subnet2"} ]
}
},
"TargetGroup1" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 1000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"TargetGroup2" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 2000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "http-header",
"HttpHeaderConfig": {
"HttpHeaderName": "User-Agent",
"Values": ["Mozilla"]
}
},
{
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"Field": "http-header",
"HttpHeaderConfig": {
"HttpHeaderName": "Referer",
"Values": ["https://www.amazon.com/"]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1

}
},
"ListenerRule2": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "http-header",
"HttpHeaderConfig": {
"HttpHeaderName": "User-Agent",
"Values": ["Chrome"]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 2
}
},
"Listener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"LoadBalancerArn": { "Ref": "LoadBalancer" },
"Port": "8000",
"Protocol": "HTTP"
}
},
"LoadBalancerAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"Namespace": "AWS/ApplicationELB",
"Dimensions": [
{
"Name": "LoadBalancer",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["LoadBalancer", "LoadBalancerFullName"]}
},
{
"Name": "TargetGroup",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
}
],
"MetricName": "UnHealthyHostCount",
"Period": 60,
"Statistic": "Average",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"Threshold": 0,
"EvaluationPeriods": 1
}
}

},
"Outputs": {
"LoadBalancer": {
"Value": {
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}

}

"Ref": "LoadBalancer"
}
},
"TargetGroup1": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup1"
}
},
"TargetGroup2": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup2"
}
},
"ListenerArn": {
"Value": {
"Ref": "Listener"
}
},
"ListenerRule1Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule1"
}
},
"ListenerRule2Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule2"
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"TargetGroupFullName1" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup1",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
},
"TargetGroupFullName2" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup2",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "TargetGroupFullName"]}
}

HTTP リクエストメソッドルールの例
YAML
Parameters:
CidrBlockForVPC:
Default: 187.0.0.0/24
Description: CidrBlockForVPC
Type: String
CidrBlockForSubnet1:
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Default: 187.0.0.0/25
Description: Cidr Block For Subnet1
Type: String
CidrBlockForSubnet2:
Default: 187.0.0.128/25
Description: Cidr Block For Subnet2
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet1:
Default: us-east-1c
Description: AvailabilityZone For Subnet1
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet2:
Default: us-east-1b
Description: AvailabilityZone For Subnet2
Type: String
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: !Ref CidrBlockForVPC
Subnet1:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet1
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet1
Subnet2:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet2
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet2
LoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Scheme: internal
Subnets:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
TargetGroup1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 1000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
TargetGroup2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 2000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
ListenerRule1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Conditions:
- Field: http-request-method
HttpRequestMethodConfig:
Values:
- GET_OR_HEAD
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1
ListenerRule2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
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Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Conditions:
- Field: http-request-method
HttpRequestMethodConfig:
Values:
- POST
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 2
Listener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer
Port: '8000'
Protocol: HTTP
LoadBalancerAlarm:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
Namespace: AWS/ApplicationELB
Dimensions:
- Name: LoadBalancer
Value: !GetAtt
- LoadBalancer
- LoadBalancerFullName
- Name: TargetGroup
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
MetricName: UnHealthyHostCount
Period: 60
Statistic: Average
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Threshold: 0
EvaluationPeriods: 1
Outputs:
LoadBalancer:
Value: !Ref LoadBalancer
TargetGroup1:
Value: !Ref TargetGroup1
TargetGroup2:
Value: !Ref TargetGroup2
ListenerArn:
Value: !Ref Listener
ListenerRule1Arn:
Value: !Ref ListenerRule1
ListenerRule2Arn:
Value: !Ref ListenerRule2
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup1
- LoadBalancerArns
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup2
- LoadBalancerArns
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TargetGroupFullName1:
Description: FullName of TargetGroup1
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
TargetGroupFullName2:
Description: FullName of TargetGroup2
Value: !GetAtt
- TargetGroup2
- TargetGroupFullName

JSON
{

"Parameters": {
"CidrBlockForVPC" : {
"Default" : "187.0.0.0/24",
"Description" : "CidrBlockForVPC",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet1" : {
"Default" : "187.0.0.0/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet2" : {
"Default" : "187.0.0.128/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet2",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet1" : {
"Default" : "us-east-1c",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet2" : {
"Default" : "us-east-1b",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet2",
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForVPC"}
}
},
"Subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet1" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet1"}
}
},
"Subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet2" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet2"}
}
},
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"LoadBalancer" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Scheme" : "internal",
"Subnets" : [ {"Ref": "Subnet1"}, {"Ref" : "Subnet2"} ]
}
},
"TargetGroup1" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 1000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"TargetGroup2" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 2000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "http-request-method",
"HttpRequestMethodConfig": {
"Values": ["GET_OR_HEAD"]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1
}
},
"ListenerRule2": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "http-request-method",
"HttpRequestMethodConfig": {
"Values": ["POST"]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 2
}
},
"Listener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"LoadBalancerArn": { "Ref": "LoadBalancer" },
"Port": "8000",
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"Protocol": "HTTP"
}
},
"LoadBalancerAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"Namespace": "AWS/ApplicationELB",
"Dimensions": [
{
"Name": "LoadBalancer",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["LoadBalancer", "LoadBalancerFullName"]}
},
{
"Name": "TargetGroup",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
}
],
"MetricName": "UnHealthyHostCount",
"Period": 60,
"Statistic": "Average",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"Threshold": 0,
"EvaluationPeriods": 1
}
}

},
"Outputs": {
"LoadBalancer": {
"Value": {
"Ref": "LoadBalancer"
}
},
"TargetGroup1": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup1"
}
},
"TargetGroup2": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup2"
}
},
"ListenerArn": {
"Value": {
"Ref": "Listener"
}
},
"ListenerRule1Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule1"
}
},
"ListenerRule2Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule2"
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
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}

}

"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"TargetGroupFullName1" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup1",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
},
"TargetGroupFullName2" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup2",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "TargetGroupFullName"]}
}

クエリ文字列ルールの例
YAML
Parameters:
CidrBlockForVPC:
Default: 187.0.0.0/24
Description: CidrBlockForVPC
Type: String
CidrBlockForSubnet1:
Default: 187.0.0.0/25
Description: Cidr Block For Subnet1
Type: String
CidrBlockForSubnet2:
Default: 187.0.0.128/25
Description: Cidr Block For Subnet2
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet1:
Default: us-east-1c
Description: AvailabilityZone For Subnet1
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet2:
Default: us-east-1b
Description: AvailabilityZone For Subnet2
Type: String
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: !Ref CidrBlockForVPC
Subnet1:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet1
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet1
Subnet2:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet2
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet2
LoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Scheme: internal
Subnets:
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- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
TargetGroup1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 1000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
TargetGroup2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 2000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
ListenerRule1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Conditions:
- Field: query-string
QueryStringConfig:
Values:
- Key: Foo
Value: Bar
- Field: query-string
QueryStringConfig:
Values:
- Key: Bar
Value: Xyz
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1
ListenerRule2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Conditions:
- Field: query-string
QueryStringConfig:
Values:
- Key: Foo
Value: Baz
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 2
Listener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer
Port: '8000'
Protocol: HTTP
LoadBalancerAlarm:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
Namespace: AWS/ApplicationELB
Dimensions:
- Name: LoadBalancer
Value: !GetAtt
- LoadBalancer
- LoadBalancerFullName
- Name: TargetGroup
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Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
MetricName: UnHealthyHostCount
Period: 60
Statistic: Average
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Threshold: 0
EvaluationPeriods: 1
Outputs:
LoadBalancer:
Value: !Ref LoadBalancer
TargetGroup1:
Value: !Ref TargetGroup1
TargetGroup2:
Value: !Ref TargetGroup2
ListenerArn:
Value: !Ref Listener
ListenerRule1Arn:
Value: !Ref ListenerRule1
ListenerRule2Arn:
Value: !Ref ListenerRule2
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup1
- LoadBalancerArns
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup2
- LoadBalancerArns
TargetGroupFullName1:
Description: FullName of TargetGroup1
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
TargetGroupFullName2:
Description: FullName of TargetGroup2
Value: !GetAtt
- TargetGroup2
- TargetGroupFullName

JSON
{

"Parameters": {
"CidrBlockForVPC" : {
"Default" : "187.0.0.0/24",
"Description" : "CidrBlockForVPC",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet1" : {
"Default" : "187.0.0.0/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet2" : {
"Default" : "187.0.0.128/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet2",
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"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet1" : {
"Default" : "us-east-1c",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet2" : {
"Default" : "us-east-1b",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet2",
"Type" : "String"
}

},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForVPC"}
}
},
"Subnet1": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet1" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet1"}
}
},
"Subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet2" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet2"}
}
},
"LoadBalancer" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Scheme" : "internal",
"Subnets" : [ {"Ref": "Subnet1"}, {"Ref" : "Subnet2"} ]
}
},
"TargetGroup1" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 1000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"TargetGroup2" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 2000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
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"Conditions": [{
"Field": "query-string",
"QueryStringConfig": {
"Values": [{
"Key": "Foo",
"Value": "Bar"
}]
}
},
{
"Field": "query-string",
"QueryStringConfig": {
"Values": [{
"Key": "Bar",
"Value": "Xyz"
}]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1

}
},
"ListenerRule2": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "query-string",
"QueryStringConfig": {
"Values": [{
"Key": "Foo",
"Value": "Baz"
}]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 2
}
},
"Listener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"LoadBalancerArn": { "Ref": "LoadBalancer" },
"Port": "8000",
"Protocol": "HTTP"
}
},
"LoadBalancerAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"Namespace": "AWS/ApplicationELB",
"Dimensions": [
{
"Name": "LoadBalancer",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["LoadBalancer", "LoadBalancerFullName"]}
},
{
"Name": "TargetGroup",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
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}

}

}
],
"MetricName": "UnHealthyHostCount",
"Period": 60,
"Statistic": "Average",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"Threshold": 0,
"EvaluationPeriods": 1

},
"Outputs": {
"LoadBalancer": {
"Value": {
"Ref": "LoadBalancer"
}
},
"TargetGroup1": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup1"
}
},
"TargetGroup2": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup2"
}
},
"ListenerArn": {
"Value": {
"Ref": "Listener"
}
},
"ListenerRule1Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule1"
}
},
"ListenerRule2Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule2"
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"TargetGroupFullName1" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup1",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
},
"TargetGroupFullName2" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup2",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "TargetGroupFullName"]}
}
}
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}

送信元 IP ルールの例
YAML
Parameters:
CidrBlockForVPC:
Default: 187.0.0.0/24
Description: CidrBlockForVPC
Type: String
CidrBlockForSubnet1:
Default: 187.0.0.0/25
Description: Cidr Block For Subnet1
Type: String
CidrBlockForSubnet2:
Default: 187.0.0.128/25
Description: Cidr Block For Subnet2
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet1:
Default: us-east-1c
Description: AvailabilityZone For Subnet1
Type: String
AvailabilityZoneForSubnet2:
Default: us-east-1b
Description: AvailabilityZone For Subnet2
Type: String
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: !Ref CidrBlockForVPC
Subnet1:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet1
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet1
Subnet2:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZoneForSubnet2
CidrBlock: !Ref CidrBlockForSubnet2
LoadBalancer:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer'
Properties:
Scheme: internal
Subnets:
- !Ref Subnet1
- !Ref Subnet2
TargetGroup1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 1000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
TargetGroup2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup'
Properties:
Port: 2000
Protocol: HTTP
VpcId: !Ref VPC
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ListenerRule1:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Conditions:
- Field: source-ip
SourceIpConfig:
Values:
- 172.0.0.0/8
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1
ListenerRule2:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Conditions:
- Field: source-ip
SourceIpConfig:
Values:
- 192.168.0.0/16
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 2
Listener:
Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener'
Properties:
DefaultActions:
- Type: forward
TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer
Port: '8000'
Protocol: HTTP
LoadBalancerAlarm:
Type: 'AWS::CloudWatch::Alarm'
Properties:
Namespace: AWS/ApplicationELB
Dimensions:
- Name: LoadBalancer
Value: !GetAtt
- LoadBalancer
- LoadBalancerFullName
- Name: TargetGroup
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
MetricName: UnHealthyHostCount
Period: 60
Statistic: Average
ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
Threshold: 0
EvaluationPeriods: 1
Outputs:
LoadBalancer:
Value: !Ref LoadBalancer
TargetGroup1:
Value: !Ref TargetGroup1
TargetGroup2:
Value: !Ref TargetGroup2
ListenerArn:
Value: !Ref Listener
ListenerRule1Arn:
Value: !Ref ListenerRule1
ListenerRule2Arn:
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Value: !Ref ListenerRule2
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup1
- LoadBalancerArns
LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2:
Description: LoadBalancers associated with TargetGroup
Value: !Select
- '0'
- !GetAtt
- TargetGroup2
- LoadBalancerArns
TargetGroupFullName1:
Description: FullName of TargetGroup1
Value: !GetAtt
- TargetGroup1
- TargetGroupFullName
TargetGroupFullName2:
Description: FullName of TargetGroup2
Value: !GetAtt
- TargetGroup2
- TargetGroupFullName

JSON
{

"Parameters": {
"CidrBlockForVPC" : {
"Default" : "187.0.0.0/24",
"Description" : "CidrBlockForVPC",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet1" : {
"Default" : "187.0.0.0/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"CidrBlockForSubnet2" : {
"Default" : "187.0.0.128/25",
"Description" : "Cidr Block For Subnet2",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet1" : {
"Default" : "us-east-1c",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet1",
"Type" : "String"
},
"AvailabilityZoneForSubnet2" : {
"Default" : "us-east-1b",
"Description" : "AvailabilityZone For Subnet2",
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForVPC"}
}
},
"Subnet1": {
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"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet1" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet1"}
}
},
"Subnet2": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
"AvailabilityZone": { "Ref": "AvailabilityZoneForSubnet2" },
"CidrBlock": {"Ref" : "CidrBlockForSubnet2"}
}
},
"LoadBalancer" : {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties": {
"Scheme" : "internal",
"Subnets" : [ {"Ref": "Subnet1"}, {"Ref" : "Subnet2"} ]
}
},
"TargetGroup1" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 1000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"TargetGroup2" : {
"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"Port": 2000,
"Protocol": "HTTP",
"VpcId": { "Ref" : "VPC" }
}
},
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "source-ip",
"SourceIpConfig": {
"Values": ["172.0.0.0/8"]
}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1
}
},
"ListenerRule2": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" }
}],
"Conditions": [{
"Field": "source-ip",
"SourceIpConfig": {
"Values": ["192.168.0.0/16"]
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}
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 2

}
},
"Listener": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener",
"Properties": {
"DefaultActions": [{
"Type": "forward",
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" }
}],
"LoadBalancerArn": { "Ref": "LoadBalancer" },
"Port": "8000",
"Protocol": "HTTP"
}
},
"LoadBalancerAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"Namespace": "AWS/ApplicationELB",
"Dimensions": [
{
"Name": "LoadBalancer",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["LoadBalancer", "LoadBalancerFullName"]}
},
{
"Name": "TargetGroup",
"Value": {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
}
],
"MetricName": "UnHealthyHostCount",
"Period": 60,
"Statistic": "Average",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"Threshold": 0,
"EvaluationPeriods": 1
}
}

},
"Outputs": {
"LoadBalancer": {
"Value": {
"Ref": "LoadBalancer"
}
},
"TargetGroup1": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup1"
}
},
"TargetGroup2": {
"Value": {
"Ref": "TargetGroup2"
}
},
"ListenerArn": {
"Value": {
"Ref": "Listener"
}
},
"ListenerRule1Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule1"
}
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}

}

},
"ListenerRule2Arn": {
"Value": {
"Ref": "ListenerRule2"
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup1" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"LoadBalancersAssociatedWithTargetGroup2" : {
"Description" : "LoadBalancers associated with TargetGroup",
"Value" : { "Fn::Select" : [ "0",
{ "Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "LoadBalancerArns"] }
]
}
},
"TargetGroupFullName1" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup1",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup1", "TargetGroupFullName"]}
},
"TargetGroupFullName2" : {
"Description" : "FullName of TargetGroup2",
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["TargetGroup2", "TargetGroupFullName"]}
}

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2015-12-01) の「CreateRule」
• Application Load Balancer のユーザーガイドの「リスナールール」

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule Action
リスナールールのアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthenticateCognitoConfig" : AuthenticateCognitoConfig (p. 3144),
"AuthenticateOidcConfig" : AuthenticateOidcConfig (p. 3146),
"FixedResponseConfig" : FixedResponseConfig (p. 3149),
"ForwardConfig" : ForwardConfig (p. 3150),
"Order" : Integer,
"RedirectConfig" : RedirectConfig (p. 3156),
"TargetGroupArn" : String,
"Type" : String

YAML
AuthenticateCognitoConfig:
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AuthenticateCognitoConfig (p. 3144)
AuthenticateOidcConfig:
AuthenticateOidcConfig (p. 3146)
FixedResponseConfig:
FixedResponseConfig (p. 3149)
ForwardConfig:
ForwardConfig (p. 3150)
Order: Integer
RedirectConfig:
RedirectConfig (p. 3156)
TargetGroupArn: String
Type: String

プロパティ
AuthenticateCognitoConfig
[HTTPS リスナー] Amazon Cognito を使用してユーザーを認証するための情報。Type が
authenticate-cognito である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: AuthenticateCognitoConfig (p. 3144)
Update requires: No interruption
AuthenticateOidcConfig
[HTTPS リスナー] OpenID Connect (OIDC) に準拠している ID プロバイダーに関する情報。Type が
authenticate-oidc である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: AuthenticateOidcConfig (p. 3146)
Update requires: No interruption
FixedResponseConfig
[Application Load Balancer] カスタム HTTP レスポンスを返すアクションを作成するための情
報。Type が fixed-response である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: FixedResponseConfig (p. 3149)
Update requires: No interruption
ForwardConfig
1 つ以上のターゲットグループにリクエストを分散するアクションの作成に関する情報。Network
Load Balancers では、単一のターゲットグループを指定できます。Type が forward である場合に
のみ指定します。ForwardConfig と TargetGroupArn の両方を指定する場合、ターゲットグルー
プは ForwardConfig を使って 1 つだけ指定できます。これは、TargetGroupArn で指定したター
ゲットグループと同じである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ForwardConfig (p. 3150)
Update requires: No interruption
Order
アクションの順序。複数のアクションを持つルールにはこの値が必要です。順番の値が最も小さいア
クションが、最初に実行されます。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 50000
Update requires: No interruption
RedirectConfig
[Application Load Balancer] リダイレクトアクションを作成するための情報。Type が redirect であ
る場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: RedirectConfig (p. 3156)
Update requires: No interruption
TargetGroupArn
ターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。Type が forward で、単一のターゲットグ
ループにルーティングする場合にのみ指定します。1 つ以上のターゲットグループにルーティングす
るには、代わりに ForwardConfig を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
アクションの種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: authenticate-cognito | authenticate-oidc | fixed-response |
forward | redirect
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule AuthenticateCognitoConfig
Amazon Cognito と統合してユーザーを認証するときに必要な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AuthenticationRequestExtraParams" : {Key : Value, ...},
"OnUnauthenticatedRequest" : String,
"Scope" : String,
"SessionCookieName" : String,
"SessionTimeout" : Integer,
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}

"UserPoolArn" : String,
"UserPoolClientId" : String,
"UserPoolDomain" : String

YAML
AuthenticationRequestExtraParams:
Key : Value
OnUnauthenticatedRequest: String
Scope: String
SessionCookieName: String
SessionTimeout: Integer
UserPoolArn: String
UserPoolClientId: String
UserPoolDomain: String

プロパティ
AuthenticationRequestExtraParams
認証エンドポイントへのリダイレクトリクエストに含めるクエリパラメータ (最大 10 個)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
OnUnauthenticatedRequest
ユーザーが認証されない場合の動作。以下の値を指定できます。
• deny - HTTP 401 Unauthorized エラーを返します。
• allow - リクエストをターゲットに転送することを許可します。
• authenticate - リクエストを IdP 認証エンドポイントにリダイレクトします。これは、デフォルト値
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: allow | authenticate | deny
Update requires: No interruption
Scope
IdP にリクエストする一連のユーザークレーム。デフォルト: openid。
IdP がサポートする値の適用範囲と複数の値を分離する方法については、IdP のドキュメントを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionCookieName
セッション情報の管理に使用されるクッキーの名前。デフォルトは AWSELBAuthSessionCookie で
す。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionTimeout
認証セッションの最大時間 (秒単位)。デフォルト値は 604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UserPoolArn
Amazon Cognito ユーザープールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolClientId
Amazon Cognito ユーザープールクライアントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolDomain
Amazon Cognito ユーザープールのドメインプレフィックスまたは完全修飾ドメイン名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule AuthenticateOidcConfig
OpenID Connect (OIDC) に準拠している ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザーを認証するときに必要
な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AuthenticationRequestExtraParams" : {Key : Value, ...},
"AuthorizationEndpoint" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"Issuer" : String,
"OnUnauthenticatedRequest" : String,
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}

"Scope" : String,
"SessionCookieName" : String,
"SessionTimeout" : Integer,
"TokenEndpoint" : String,
"UseExistingClientSecret" : Boolean,
"UserInfoEndpoint" : String

YAML
AuthenticationRequestExtraParams:
Key : Value
AuthorizationEndpoint: String
ClientId: String
ClientSecret: String
Issuer: String
OnUnauthenticatedRequest: String
Scope: String
SessionCookieName: String
SessionTimeout: Integer
TokenEndpoint: String
UseExistingClientSecret: Boolean
UserInfoEndpoint: String

プロパティ
AuthenticationRequestExtraParams
認証エンドポイントへのリダイレクトリクエストに含めるクエリパラメータ (最大 10 個)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
AuthorizationEndpoint
IdP の認証エンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な URL
である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientId
OAuth 2.0 クライアント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientSecret
OAuth 2.0 クライアントシークレット。ルールを作成する場合、このパラメータは必須です。ルール
を変更する場合、UseExistingClientSecret を true に設定すると、このパラメータを省略できま
す。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Issuer
IdP の OIDC 発行者 ID。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な URL であ
る必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OnUnauthenticatedRequest
ユーザーが認証されない場合の動作。以下の値を指定できます。
• deny - HTTP 401 Unauthorized エラーを返します。
• allow - リクエストをターゲットに転送することを許可します。
• authenticate - リクエストを IdP 認証エンドポイントにリダイレクトします。これは、デフォルト値
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: allow | authenticate | deny
Update requires: No interruption
Scope
IdP にリクエストする一連のユーザークレーム。デフォルト: openid。
IdP がサポートする値の適用範囲と複数の値を分離する方法については、IdP のドキュメントを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionCookieName
セッション情報の管理に使用されるクッキーの名前。デフォルトは AWSELBAuthSessionCookie で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionTimeout
認証セッションの最大時間 (秒単位)。デフォルト値は 604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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TokenEndpoint
IdP のトークンエンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全な
URL である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseExistingClientSecret
ルールの変更時に、既存のクライアントシークレットを使用するかどうかを示します。ルールを作成
する場合は、このパラメータを省略するか、false に設定できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
UserInfoEndpoint
IdP のユーザー情報エンドポイント。これは、HTTPS プロトコル、ドメイン、およびパスを含む完全
な URL である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule FixedResponseConfig
カスタム HTTP レスポンスを返すときに必要な情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContentType" : String,
"MessageBody" : String,
"StatusCode" : String

YAML
ContentType: String
MessageBody: String
StatusCode: String

プロパティ
ContentType
コンテンツタイプ。
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有効な値: text/plain | text/css | text/html | application/javascript | application/json
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 32
Update requires: No interruption
MessageBody
メッセージ｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
StatusCode
HTTP レスポンスコード (2XX、4XX、または 5XX)。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^(2|4|5)\d\d$
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule ForwardConfig
1 つ以上のターゲットグループにリクエストを分散するアクションの作成に関する情報。Network Load
Balancers では、単一のターゲットグループを指定できます。Type が forward である場合にのみ
指定します。ForwardConfig と TargetGroupArn の両方を指定する場合、ターゲットグループは
ForwardConfig を使って 1 つだけ指定できます。これは、TargetGroupArn で指定したターゲットグ
ループと同じである必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetGroups" : [ TargetGroupTuple (p. 3163), ... ],
"TargetGroupStickinessConfig" : TargetGroupStickinessConfig (p. 3162)

YAML
TargetGroups:
- TargetGroupTuple (p. 3163)
TargetGroupStickinessConfig:
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TargetGroupStickinessConfig (p. 3162)

プロパティ
TargetGroups
転送ルールで複数のターゲットグループ間でトラフィックが分散される方法に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupTuple (p. 3163) のリスト
Update requires: No interruption
TargetGroupStickinessConfig
ルールに対するターゲットグループ維持に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupStickinessConfig (p. 3162)
Update requires: No interruption

例
加重ターゲットグループの例
次の例では、2 つのトラフィックグループ間のトラフィックの相対的な重みを設定します。各グループの
weight プロパティが同じ値 1 に設定されているため、トラフィックは 2 つのグループ間で 50/50 に分割
されます。

JSON
"ListenerRule1": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [{
"Type": "forward",
"ForwardConfig": {
"TargetGroups": [{
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup1" },
"Weight": 1
}, {
"TargetGroupArn": { "Ref": "TargetGroup2" },
"Weight": 1
}]
}
}],
"Conditions": [{
"Field": "path-pattern",
"Values": ["foo"]
}],
"ListenerArn": { "Ref": "Listener" },
"Priority": 1
}
}

YAML
ListenerRule1:
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Type: 'AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule'
Properties:
Actions:
- Type: forward
ForwardConfig:
TargetGroups:
- TargetGroupArn: !Ref TargetGroup1
Weight: 1
- TargetGroupArn: !Ref TargetGroup2
Weight: 1
Conditions:
- Field: path-pattern
Values:
- foo
ListenerArn: !Ref Listener
Priority: 1

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule HostHeaderConfig
ホストヘッダー条件に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Values" : [ String, ... ]

YAML
Values:
- String

プロパティ
Values
1 つ以上のホスト名。各名前の最大サイズは 128 文字です。比較では、大文字小文字を区別しませ
ん。サポートされているワイルドカード文字は、* (0 個以上の文字と一致) および ? (厳密に 1 文字と
一致) です。
複数の文字列を指定する場合は、文字列の 1 つがホスト名と一致すると、条件が満たされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule HttpHeaderConfig
HTTP ヘッダー条件に関する情報。
標準の HTTP ヘッダーフィールドのセットを使用できます。カスタム HTTP ヘッダーフィールドを定義す
ることもできます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HttpHeaderName" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
HttpHeaderName: String
Values:
- String

プロパティ
HttpHeaderName
HTTP ヘッダーフィールドの名前。最大サイズは 40 文字です。ヘッダー名では大文字と小文字が区別
されません。使用できる文字は、RFC 7230 で指定されています。ワイルドカードはサポートされて
いません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
HTTPヘッダーの値と比較する 1 つ以上の文字列。各文字列の最大サイズは 128 文字です。比較文字
列では大文字と小文字が区別されません。サポートされているワイルドカード文字は、* (0 個以上の
文字と一致) および ? (厳密に 1 文字と一致) です。
同じヘッダーがリクエストに複数回出現する場合は、一致が見つかるまで順番に検索します。
複数の文字列を指定する場合は、いずれかの文字列が HTTP ヘッダーの値と一致すると、条件が満た
されます。すべての文字列の一致を要求するには、文字列ごとに 1 つの条件を作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule HttpRequestMethodConfig
HTTP メソッド条件に関する情報。
HTTP は、HTTP 動詞とも呼ばれるリクエストメソッドのセットを定義します。詳細については、「HTTP
Method Registry」を参照してください。カスタム HTTP メソッドを定義することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Values" : [ String, ... ]

YAML
Values:
- String

プロパティ
Values
リクエストメソッドの名前。最大サイズは 40 文字です。ここで使えるのは、A～Z、ハイフン (-)、お
よびアンダーバー (_) です。比較では、大文字と小文字が区別されます。ワイルドカードはサポート
されていません。したがって、メソッド名は厳密な一致である必要があります。
複数の文字列を指定する場合は、文字列の 1 つが HTTP リクエストメソッドと一致すると、条件が満
たされます。HEAD リクエストに対する応答はキャッシュされる可能性があるため、GET リクエスト
と HEAD リクエストを同じ方法でルーティングすることをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule PathPatternConfig
パスパターン条件に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Values" : [ String, ... ]

YAML
Values:
- String

プロパティ
Values
リクエスト URL と比較する 1 つ以上のパスパターン。各文字列の最大サイズは 128 文字です。比較
では、大文字と小文字が区別されます。サポートされているワイルドカード文字は、* (0 個以上の文
字と一致) および ? (厳密に 1 文字と一致) です。
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複数の文字列を指定する場合は、文字列の 1 つがリクエスト URL と一致すると、条件が満たされま
す。パスパターンは URL のパスのみと比較され、そのクエリ文字列とは比較されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule QueryStringConfig
クエリ文字列条件に関する情報。
URI のクエリ文字列コンポーネントは、最初の「?」文字の後から始まり、「#」文字または URI の末尾で
終了します。典型的なクエリ文字列には、「&」文字で区切られたキーと値のペアが含まれます。使用で
きる文字は、RFC 3986 で指定されています。すべての文字をパーセントエンコードできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Values" : [ QueryStringKeyValue (p. 3155), ... ]

YAML
Values:
- QueryStringKeyValue (p. 3155)

プロパティ
Values
クエリ文字列で検索する 1 つ以上のキーと値のペアまたは値。各文字列の最大サイズは 128 文字で
す。比較では、大文字小文字を区別しません。サポートされているワイルドカード文字は、* (0 個以
上の文字と一致) および ? (厳密に 1 文字と一致) です。クエリ文字列でリテラル「*」または「?」文
字を検索するには、「\」文字を使用してこれらの文字を Values でエスケープする必要があります。
複数のキーと値のペアまたは値を指定する場合は、クエリ文字列でそれらの 1 つが見つかると、条件
が満たされます。
必須: いいえ
タイプ: QueryStringKeyValue (p. 3155) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule QueryStringKeyValue
キーと値のペアに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キー。キーは省略できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule RedirectConfig
リダイレクトアクションに関する情報。
URI はコンポーネントで構成され、protocol://hostname:port/path?query と指定します。リダイレクトの
ループを避けるために、コンポーネント protocol、hostname、port、または path を 1 つ以上変更する必要
があります。変更しないコンポーネントはすべて、元の値が保持されます。
以下の予約キーワードを使用すると、URI コンポーネントを再利用できます。
• #{protocol}
• #{host}
• #{port}
• #{path} (先頭の "/" が削除される)
• #{query}
たとえば、path を "/new/#{path}"、hostname を "example.#{host}"、または query を "#{query}&value=xyz"
に変更できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Host" : String,
"Path" : String,
"Port" : String,
"Protocol" : String,
"Query" : String,
"StatusCode" : String

YAML
Host: String
Path: String
Port: String
Protocol: String
Query: String
StatusCode: String

プロパティ
Host
ホスト名。このコンポーネントはパーセントエンコードされていません。ホスト名には #{host} を含
めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Path
絶対パス (先頭は /)。このコンポーネントはパーセントエンコードされていません。パスに
は、#{host}、#{path}、および #{port} を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Port
ポート。1 ～ 65535 までの値、または #{port} を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Protocol
プロトコル。HTTP、HTTPS、または #{protocol} を指定できます。HTTP から HTTP、HTTP から
HTTPS、HTTPS から HTTPS にリダイレクトできます。HTTPS から HTTP にリダイレクトすること
はできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^(HTTPS?|#\{protocol\})$
Update requires: No interruption
Query
クエリパラメータ、必要に応じて URL エンコードされますが、パーセントエンコードはされません。
「?」は自動的に追加されるため、先頭に含めないでください。予約キーワードはどれでも指定できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: No interruption
StatusCode
HTTP リダイレクトコード。リダイレクトは、永続的 (HTTP 301) または一時的 (HTTP 302) のいずれ
かです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP_301 | HTTP_302
Update requires: No interruption

例
この例では、ポート 443 で HTTPS リクエストをリダイレクトするアクションを含むリスナールールを作
成します。(リダイレクトのループを避けるために) 次のコンポーネントを 1 つ以上変更する必要がありま
す: protocol、hostname、port、または path。変更されていないコンポーネントは、元の値を保持します。

JSON
"HTTPSlistenerRule": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule",
"Properties": {
"Actions": [
{
"Type": "redirect",
"RedirectConfig": {
"Protocol": "HTTPS",
"Port": 443,
"Host": "#{host}",

API バージョン 2010-05-15
3158

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing V2

}

}

}

}

"Path": "/#{path}",
"Query": "#{query}",
"StatusCode": "HTTP_301"

],
"Conditions": [
"Field" : "path-pattern",
"Values" : ["/path"]
],
"ListenerArn": {
"Ref": "myHTTPListener"
},
"Priority": "1"

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule RuleCondition
リスナールールの条件を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Field" : String,
"HostHeaderConfig" : HostHeaderConfig (p. 3152),
"HttpHeaderConfig" : HttpHeaderConfig (p. 3152),
"HttpRequestMethodConfig" : HttpRequestMethodConfig (p. 3153),
"PathPatternConfig" : PathPatternConfig (p. 3154),
"QueryStringConfig" : QueryStringConfig (p. 3155),
"SourceIpConfig" : SourceIpConfig (p. 3161),
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Field: String
HostHeaderConfig:
HostHeaderConfig (p. 3152)
HttpHeaderConfig:
HttpHeaderConfig (p. 3152)
HttpRequestMethodConfig:
HttpRequestMethodConfig (p. 3153)
PathPatternConfig:
PathPatternConfig (p. 3154)
QueryStringConfig:
QueryStringConfig (p. 3155)
SourceIpConfig:
SourceIpConfig (p. 3161)
Values:
- String

プロパティ
Field
HTTP リクエストのフィールド。取り得る値には以下のものがあります。
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• http-header
• http-request-method
• host-header
• path-pattern
• query-string
• source-ip
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
HostHeaderConfig
ホストヘッダー条件の情報。Field が host-header である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: HostHeaderConfig (p. 3152)
Update requires: No interruption
HttpHeaderConfig
HTTP ヘッダー条件の情報。Field が http-header である場合にのみ指定します。
必須: 条件付き
タイプ: HttpHeaderConfig (p. 3152)
Update requires: No interruption
HttpRequestMethodConfig
HTTP メソッド条件の情報。Field が http-request-method である場合にのみ指定します。
必須: 条件付き
タイプ: HttpRequestMethodConfig (p. 3153)
Update requires: No interruption
PathPatternConfig
パスパターン条件の情報。Field が path-pattern である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: PathPatternConfig (p. 3154)
Update requires: No interruption
QueryStringConfig
クエリ文字列条件の情報。Field が query-string である場合にのみ指定します。
必須: 条件付き
タイプ: QueryStringConfig (p. 3155)
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Update requires: No interruption
SourceIpConfig
送信元 IP 条件の情報。Field が source-ip である場合にのみ指定します。
必須: 条件付き
タイプ: SourceIpConfig (p. 3161)
Update requires: No interruption
Values
条件値。Field が host-header または path-pattern である場合にのみ指定します。また
は、複数のホスト名または複数のパスパターンを指定するには、HostHeaderConfig または
PathPatternConfig を使用します。
Field が host-header で、HostHeaderConfig を使用していない場合は、単一のホスト名
(my.example.com など) を指定できます。ホスト名では大文字と小文字が区別され、以下の文字を最
大 128 文字含めることができます。
• A～Z、a～z、0～9
• -.
• * (0 個以上の文字と一致します)
• ? (厳密に 1 個の文字と一致します)
Field が path-pattern で、PathPatternConfig を使用していない場合は、単一のパスパターン
(/img/* など) を指定できます。パスパターンでは大文字と小文字が区別され、最大 128 文字までの次
の文字を含めることができます。
• A～Z、a～z、0～9
• _-.$/~"'@:+
• & (&amp; を使用)
• * (0 個以上の文字と一致します)
• ? (正確に 1 個の文字と一致します)
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule SourceIpConfig
送信元 IP 条件に関する情報。
この条件を使用すると、ロードバランサーに接続するソースの IP アドレスに基づいてルーティングできま
す。クライアントがプロキシの背後にある場合、これはクライアントの IP アドレスではなくプロキシの
IP アドレスです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Values" : [ String, ... ]
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}

YAML
Values:
- String

プロパティ
Values
CIDR 形式の 1 つ以上の送信元 IP アドレス。IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを使用できます。ワイル
ドカードはサポートされていません。
複数のアドレスを指定する場合は、リクエストの送信元 IP アドレスが CIDR ブロックの 1 つと一致
すると、条件が満たされます。この条件は、X-Forwarded-For ヘッダーのアドレスでは満たされませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule TargetGroupStickinessConfig
ルールに対するターゲットグループ維持に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationSeconds" : Integer,
"Enabled" : Boolean

YAML
DurationSeconds: Integer
Enabled: Boolean

プロパティ
DurationSeconds
クライアントからのリクエストを同じターゲットにルーティングする必要がある秒単位の期間。範囲
は 1～604800 秒 (7 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Enabled
ターゲットグループの維持が有効化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule TargetGroupTuple
転送ルールで複数のターゲットグループ間でトラフィックが分散される方法に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetGroupArn" : String,
"Weight" : Integer

YAML
TargetGroupArn: String
Weight: Integer

プロパティ
TargetGroupArn
ターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Weight
重量。範囲は 0～999 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Application Load Balancer、Network Load Balancer、または Gateway Load Balancer を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"Properties" : {
"IpAddressType" : String,
"LoadBalancerAttributes" : [ LoadBalancerAttribute (p. 3167), ... ],
"Name" : String,
"Scheme" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SubnetMappings" : [ SubnetMapping (p. 3169), ... ],
"Subnets" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Properties:
IpAddressType: String
LoadBalancerAttributes:
- LoadBalancerAttribute (p. 3167)
Name: String
Scheme: String
SecurityGroups:
- String
SubnetMappings:
- SubnetMapping (p. 3169)
Subnets:
- String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
IpAddressType
IP アドレスタイプ。指定できる値は、ipv4 (IPv4 アドレスの場合) または dualstack (IPv4 および
IPv6 アドレスの場合) です。内部ロードバランサーは、ipv4 を使用する必要があります。UDP また
は TCP_UDP リスナーを持つロードバランサーには dualstack を指定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dualstack | ipv4
Update requires: No interruption
LoadBalancerAttributes
ロードバランサーの属性。
必須: いいえ
タイプ: LoadBalancerAttribute (p. 3167) のリスト
最大: 20
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Update requires: No interruption
Name
ロードバランサーの名前。この名前はリージョンごと、アカウントごとに一意である必要があり、最
大 32 文字の英数字またはハイフンのみを使用する必要があり、先頭と末尾にハイフンを使用するこ
とはできず、「internal-」で始めることはできません。
名前を指定しなかった場合は、AWS CloudFormation によってロードバランサーの一意の物理 ID が生
成されます。名前を指定した場合、このリソースの置換が必要な更新は実行できませんが、他の更新
は実行できます。リソースを置き換えるには、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Scheme
インターネット向けロードバランサーのノードにはパブリック IP アドレスが必要です。インターネッ
ト向けロードバランサーの DNS 名は、ノードのパブリック IP アドレスにパブリックに解決可能で
す。したがって、インターネット向けロードバランサーは、クライアントからインターネット経由で
リクエストをルーティングできます。
内部ロードバランサーのノードはプライベート IP アドレスのみを持ちます。内部ロードバランサー
の DNS 名は、ノードのプライベート IP アドレスにパブリックに解決可能です。そのため、内部向け
ロードバランサーは、ロードバランサー用に VPC へのアクセス権を持つクライアントからのみ、リク
エストをルーティングできます。
デフォルトでは、インターネット向けロードバランサーです。
Gateway Load Balancer のスキームを指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: internal | internet-facing
Update requires: Replacement
SecurityGroups
[Application Load Balancer] ロードバランサーのセキュリティグループの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetMappings
パブリックサブネットの ID。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つだけサブネットを指定できます。
サブネットまたはサブネットマッピングを指定する必要があります。
[Application Load Balancer] 2 つ以上のアベイラビリティーゾーンからサブネットを指定する必要があ
ります。サブネットに Elastic IP アドレスを指定することはできません。
[Application Load Balancers on Outposts (Outposts のアプリケーションロードバランサー)] 1 つの
Outposts サブネットを指定する必要があります。
[Application Load Balancers on Local Zones (ローカルゾーンのアプリケーションロードバランサー)] 1
つ以上のローカルゾーンからサブネットを指定できます。
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[Network Load Balancers] 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンからサブネットを指定できます。イン
ターネット向けロードバランサーに静的 IP アドレスが必要な場合、サブネットごとに 1 つの Elastic
IP アドレスを指定できます。内部ロードバランサーの場合、サブネットの IPv4 範囲からサブネット
ごとに 1 つのプライベート IP アドレスを指定できます。インターネット向けロードバランサーの場
合、サブネットごとに 1 つの IPv6 アドレスを指定できます。
[Gateway Load Balancers] 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンからサブネットを指定できます。サ
ブネットに Elastic IP アドレスを指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: SubnetMapping (p. 3169) のリスト
Update requires: No interruption
Subnets
サブネットの ID。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つだけサブネットを指定できます。サブネット
またはサブネットマッピングを指定する必要があります。
[Application Load Balancer] 2 つ以上のアベイラビリティーゾーンからサブネットを指定する必要があ
ります。既存の Application Load Balancer にサブネットを指定すると、以前に有効にされていたサブ
ネットを置き換えます。
[Network Load Balancers] ロードバランサーを作成するとき、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンか
らサブネットを指定できます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
ロードバランサーに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
ロードバランサーのタイプ。デフォルト: application。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: application | gateway | network
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : ロードバランサーの
Amazon リソースネーム (ARN)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CanonicalHostedZoneID
ロードバランサーに関連付けられる Amazon Route 53 ホストゾーンの ID。たとえ
ば、Z2P70J7EXAMPLE と指定します。
DNSName
ロードバランサーの DNS 名。たとえば、my-load-balancer-424835706.uswest-2.elb.amazonaws.com と指定します。
LoadBalancerFullName
ロードバランサーのフル ネーム。たとえば、app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 と指
定します。
LoadBalancerName
ロードバランサーの名前。たとえば、my-load-balancer と指定します。
SecurityGroups
ロードバランサーのセキュリティグループの ID。

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2012-06-01) の「CreateLoadBalancer」
• Application Load Balancer のユーザーガイド
• Network Load Balancer のユーザーガイド
• Gateway Load Balancer のユーザーガイド

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer LoadBalancerAttribute
Application Load Balancer、Network Load Balancer、または Gateway Load Balancer の属性を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String

API バージョン 2010-05-15
3167

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing V2
Value: String

プロパティ
Key
属性の名前。
次の属性は、すべてのロードバランサーでサポートされています。
• deletion_protection.enabled - 削除保護が有効化されているかどうかを示します。値は
true または false です。デフォルト: false。
以下の属性は、Application Load Balancer と Network Load Balancer の両方でサポートされていま
す。
• access_logs.s3.enabled - アクセスログが有効かどうかを示します。値は true または false
です。デフォルト: false。
• access_logs.s3.bucket - アクセスログの S3 バケットの名前。この属性は、アクセスログが有
効になっている場合は必須です。このバケットは、ロードバランサーと同じリージョンにあり、バ
ケットに書き込む許可を Elastic Load Balancing に付与するバケットポリシーが必要です。
• access_logs.s3.prefix - アクセスログの S3 バケット内の場所のプレフィックス。
以下の属性は、Application Load Balancer によってのみサポートされています。
• idle_timeout.timeout_seconds - アイドルタイムアウト値 (秒単位)。有効な範囲は 1～4000
秒です。デフォルト値は 60 秒です。
• routing.http.desync_mitigation_mode - アプリケーションにセキュリティ上のリスクをも
たらす可能性があるリクエストをロードバランサーで処理する方法を指定します。指定できる値
は、monitor、defensive、および strictest です。デフォルト: defensive。
• routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled - 無効なヘッダーフィールドを持つ
HTTP ヘッダーがロードバランサーによって削除されるか (true)、ターゲットにルーティングされ
るか (false) を示します。デフォルトは false です。
• routing.http.x_amzn_tls_version_and_cipher_suite.enabled - ネゴシエートされた
TLS バージョンおよび暗号スイートに関する情報を含む 2 つのヘッダー (x-amzn-tls-version
および x-amzn-tls-cipher-suite) がターゲットに送信される前に、クライアントリクエスト
に追加されるかどうかを示します。x-amzn-tls-version ヘッダーにはクライアントとネゴシ
エートされた TLS プロトコルのバージョンに関する情報が含まれており、x-amzn-tls-ciphersuite ヘッダーにはクライアントとネゴシエートされた暗号スイートに関する情報が含まれていま
す。両方のヘッダーは OpenSSL 形式です。属性に指定できる値は true と false です。デフォル
ト: false。
• routing.http.xff_client_port.enabled - クライアントがロードバランサーへの接続に使用
した送信元ポートを X-Forwarded-For ヘッダーで保持するかどうかを示します。指定できる値は
true および false です。デフォルト: false。
• routing.http2.enabled - HTTP/2 が有効化されているかどうかを示します。指定できる値は
true および false です。デフォルト: true。Elastic Load Balancing では、メッセージヘッダー名
に英数字とハイフンのみを含める必要があります。
• waf.fail_open.enabled - AWS WAF にリクエストを転送できない場合に、WAF 対応のロード
バランサーにターゲットへのリクエストのルーティングを許可するかどうかを指定します。指定で
きる値は true および false です。デフォルト: false。
次の属性は、Network Load Balancer と Gateway Load Balancer の両方でサポートされています。
• load_balancing.cross_zone.enabled - クロスゾーン負荷分散が有効かどうかを示します。
指定できる値は true および false です。デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
3168

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Elastic Load Balancing V2

最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9._]+$
Update requires: No interruption
Value
属性の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2015-12-01) の「ModifyLoadBalancerAttributes」
• Application Load Balancer のユーザーガイドの「ロードバランサーの属性」
• Network Load Balancer のユーザーガイドの「ロードバランサーの属性」
• Gateway Load Balancer のユーザーガイドの「ロードバランサーの属性」

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer SubnetMapping
ロードバランサーにアタッチするサブネットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationId" : String,
"IPv6Address" : String,
"PrivateIPv4Address" : String,
"SubnetId" : String

YAML
AllocationId: String
IPv6Address: String
PrivateIPv4Address: String
SubnetId: String

プロパティ
AllocationId
[ネットワークロードバランサー] インターネット向けロードバランサーの Elastic IP アドレスの割り当
て ID。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IPv6Address
[ネットワークロードバランサー] IPv6 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateIPv4Address
[Network Load Balancers] 内部ロードバランサーのプライベート IPv4 アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubnetId
サブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
ロードバランサーのターゲットグループを指定します。
Lambda 関数をターゲットとして登録する前に、Elastic Load Balancing サービスプリンシパルに Lambda
関数を呼び出すアクセス許可を付与する AWS::Lambda::Permission リソースを作成する必要がありま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup",
"Properties" : {
"HealthCheckEnabled" : Boolean,
"HealthCheckIntervalSeconds" : Integer,
"HealthCheckPath" : String,
"HealthCheckPort" : String,
"HealthCheckProtocol" : String,
"HealthCheckTimeoutSeconds" : Integer,
"HealthyThresholdCount" : Integer,
"Matcher" : Matcher (p. 3177),
"Name" : String,
"Port" : Integer,
"Protocol" : String,
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}

}

"ProtocolVersion" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetGroupAttributes" : [ TargetGroupAttribute (p. 3179), ... ],
"Targets" : [ TargetDescription (p. 3178), ... ],
"TargetType" : String,
"UnhealthyThresholdCount" : Integer,
"VpcId" : String

YAML
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
Properties:
HealthCheckEnabled: Boolean
HealthCheckIntervalSeconds: Integer
HealthCheckPath: String
HealthCheckPort: String
HealthCheckProtocol: String
HealthCheckTimeoutSeconds: Integer
HealthyThresholdCount: Integer
Matcher:
Matcher (p. 3177)
Name: String
Port: Integer
Protocol: String
ProtocolVersion: String
Tags:
- Tag
TargetGroupAttributes:
- TargetGroupAttribute (p. 3179)
Targets:
- TargetDescription (p. 3178)
TargetType: String
UnhealthyThresholdCount: Integer
VpcId: String

プロパティ
HealthCheckEnabled
ヘルスチェックが有効になっているかどうかを示します。ターゲットタイプが lambda の場合は、ヘ
ルスチェックはデフォルトで無効になっていますが、有効にすることができます。ターゲットタイプ
が instance または ip の場合、ヘルスチェックは常に有効になり、無効にすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HealthCheckIntervalSeconds
個々のターゲットのヘルスチェックの概算間隔 (秒単位)。ターゲットグループプロトコルが
TCP、TLS、UDP、または TCP_UDP の場合、サポートされる値は 10 秒と 30 秒です。ターゲットグ
ループプロトコルが HTTP または HTTPS の場合、デフォルトは 30 秒です。ターゲットグループプ
ロトコルが GENEVE の場合、デフォルトは 10 秒です。ターゲットタイプが lambda の場合、デフォ
ルトは 35 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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最小: 5
最大: 300
Update requires: No interruption
HealthCheckPath
[HTTP/HTTPS ヘルスチェック] ターゲットのヘルスチェックの送信先。
[HTTP1 または HTTP2 プロトコルバージョン] ping パス。デフォルトは / です。
[GRPC プロトコルバージョン] /package.service/method 形式のカスタムヘルスチェックメソッドのパ
ス。デフォルトは /AWS.ALB/healthcheck です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
HealthCheckPort
ターゲットでヘルスチェックを実行するときにロードバランサーが使用するポート。プロトコルが
HTTP、HTTPS、TCP、TLS、UDP、または TCP_UDP の場合、デフォルトは traffic-port で
す。これは、各ターゲットがロードバランサーからトラフィックを受信するポートです。プロトコル
が GENEVE の場合、デフォルトはポート 80 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HealthCheckProtocol
ターゲットでヘルスチェックを実行するときにロードバランサーが使用するプロトコル。Application
Load Balancers の場合、デフォルトは HTTP です。Network Load Balancer と Gateway Load
Balancer の場合、デフォルトは TCP です。ターゲットグループのプロトコルが HTTP または HTTPS
の場合、TCP プロトコルのヘルスチェックはサポートされていません。GENEVE、TLS、UDP、およ
び TCP_UDP プロトコルのヘルスチェックはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GENEVE | HTTP | HTTPS | TCP | TCP_UDP | TLS | UDP
Update requires: No interruption
HealthCheckTimeoutSeconds
ヘルスチェックを失敗と見なす、ターゲットからレスポンスがない時間 (秒単位)。HTTP、HTTPS、
または GENEVE のプロトコルを使用するターゲットグループの場合、デフォルトは 5 秒です。TCP
または TLS のプロトコルを使用するターゲットグループの場合、この値は、HTTPS ヘルスチェック
の場合は 6 秒、TCP および HTTP ヘルスチェックの場合は 10 秒です。ターゲットタイプが lambda
の場合、デフォルトは 30 秒です。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
最小: 2
最大: 120
Update requires: No interruption
HealthyThresholdCount
非正常なインスタンスが正常であると見なすまでに必要なヘルスチェックの連続成功回数。HTTP
または HTTPS のプロトコルを使用するターゲットグループの場合、デフォルトは 5 回で
す。TCP、TLS、または GENEVE のプロトコルを使用するターゲットグループの場合、デフォルトは
3 回です。ターゲットタイプが lambda の場合、デフォルトは 5 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 2
最大: 10
Update requires: No interruption
Matcher
[HTTP/HTTPS ヘルスチェック] ターゲットからの正常なレスポンスを確認するために使用する HTTP
または gRPC コード。
必須: いいえ
タイプ: Matcher (p. 3177)
Update requires: No interruption
Name
ターゲットグループの名前。
この名前はリージョンごと、アカウントごとに一意である必要があり、最大 32 文字の英数字または
ハイフンのみを使用する必要があり、先頭と末尾にハイフンを使用することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Port
ターゲットがトラフィックを受信するポート。ターゲットを登録するときにポートの上書きを指定し
ない限り、このポートが使用されます。ターゲットが Lambda 関数である場合、このメトリクスは適
用されません。プロトコルが GENEVE の場合、サポートされるポートは 6081 です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: Replacement
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Protocol
ターゲットにトラフィックをルーティングするために使用するプロトコル。Application Load
Balancers の場合、サポートされているプロトコルは HTTP および HTTPS です。Network Load
Balancers の場合、サポートされているプロトコルは、TCP、TLS、UDP、または TCP_UDP で
す。Gateway Load Balancer の場合、サポートされているプロトコルは GENEVE です。TCP_UDP
リスナーは、TCP_UDP ターゲットグループに関連付けられている必要があります。ターゲットが
Lambda 関数である場合、このメトリクスは適用されません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: GENEVE | HTTP | HTTPS | TCP | TCP_UDP | TLS | UDP
Update requires: Replacement
ProtocolVersion
[HTTP/HTTPS プロトコル] プロトコルのバージョン。指定できる値は、GRPC、HTTP1、および
HTTP2 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
タグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TargetGroupAttributes
属性｡
必須: いいえ
タイプ: TargetGroupAttribute (p. 3179) のリスト
Update requires: No interruption
Targets
ターゲットを示します。
必須: いいえ
タイプ: TargetDescription (p. 3178) のリスト
Update requires: No interruption
TargetType
このターゲットグループにターゲットを登録するときに指定する必要があるターゲットのタイプ。複
数のターゲットタイプを使用してターゲットグループにターゲットを指定することはできません。
• instance - インスタンス ID でターゲットを登録します。これは、デフォルト値です。
• ip - IP アドレスでターゲットを登録します。IP アドレスは、ターゲットグループの Virtual Private
Cloud (VPC) のサブネット、RFC 1918 範囲 (10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、および 192.168.0.0/16)、
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および RFC 6598 範囲 (100.64.0.0/10) から指定できます。パブリックにルーティング可能な IP ア
ドレスは指定できません。
• lambda - ターゲットとして 1 つの Lambda 関数を登録します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: instance | ip | lambda
Update requires: Replacement
UnhealthyThresholdCount
ターゲットが異常であると見なされるまでに必要なヘルスチェックの連続失敗回数。ターゲットグ
ループプロトコルが HTTP または HTTPS の場合、デフォルトは 2 回です。ターゲットグループプロ
トコルが TCP または TLS の場合、この値は正常なしきい値カウントと同じである必要があります。
ターゲットグループプロトコルが GENEVE の場合、デフォルトは 3 回です。ターゲットタイプが
lambda の場合、デフォルトは 2 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 2
最大: 10
Update requires: No interruption
VpcId
仮想プライベートクラウド (VPC) の識別子。ターゲットが Lambda 関数である場合、このメトリクス
は適用されません。それ以外の場合、このパラメータは必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : ターゲットグループの
Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LoadBalancerArns
このターゲットグループにトラフィックをルーティングするロードバランサーの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
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TargetGroupFullName
ターゲットグループのフルネーム。たとえば、targetgroup/my-target-group/
cbf133c568e0d028 と指定します。
TargetGroupName
ターゲットグループの名前。たとえば、my-target-group と指定します。

例
次の例では、ターゲットが Lambda 関数であるターゲットグループを作成します。

YAML
Resources:
MyLambdaInvokePermission:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName: !GetAtt
- MyLambdaFunction
- Arn
Action: 'lambda:InvokeFunction'
Principal: elasticloadbalancing.amazonaws.com
MyTargetGroup:
Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
Properties:
HealthCheckEnabled: false
Name: MyTargets
TargetType: lambda
Targets:
- Id: !GetAtt [ MyLambdaFunction, Arn ]
MyLambdaFunction:
Type: "AWS::Lambda::Function"
Properties:
Handler: "index.handler"
Role: !GetAtt [ LambdaExecutionRole, Arn ]
Code:
ZipFile: !Sub |
import json
def handler(event, context):
response = {
"statusCode": 200,
"statusDescription": "200 OK",
"isBase64Encoded": False,
"headers": {
"Content-Type": "text/html; charset=utf-8"
}
}
response['body'] = """<html>
<head>
<title>Hello World!</title>
<style>
html, body {
margin: 0; padding: 0;
font-family: arial; font-weight: 700; font-size: 3em;
text-align: center;
}
</style>
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</head>
<body>
<p>Hello World from Lambda</p>
</body>
</html>"""
return response
Runtime: "python3.6"
Timeout: "25"
LambdaExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: lambda.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"

以下の資料も参照してください。
• Elastic Load Balancing API リファレンス (バージョン 2015-12-01) の「CreateTargetGroup」
• Application Load Balancer のユーザーガイド の「ターゲットグループ」
• Network Load Balancer のユーザーガイドの「ターゲットグループ」
• Gateway Load Balancer のユーザーガイドの「ターゲットグループ」

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup Matcher
正常なターゲットが HTTP ヘルスチェックに応答するときに使用する必要がある HTTP コードを指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GrpcCode" : String,
"HttpCode" : String

YAML
GrpcCode: String
HttpCode: String

プロパティ
GrpcCode
0 から 99 までの値を指定できます。複数の値 (例: "0,1") または値の範囲 (例: "0-5") を指定できます。
デフォルト値は 12 です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HttpCode
Application Load Balancers の場合、200～499 の値を指定でき、デフォルト値は 200 です。複数の値
(例: "200,202") または値の範囲 (例: "200-299") を指定できます。
Network Load Balancer と Gateway Load Balancer の場合は “200-399” にします。
省略構文を使用する場合は、カンマなどの一部の値をエスケープする必要があることに注意してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup TargetDescription
ターゲットグループに追加するターゲットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AvailabilityZone" : String,
"Id" : String,
"Port" : Integer

YAML
AvailabilityZone: String
Id: String
Port: Integer

プロパティ
AvailabilityZone
アベイラビリティーゾーンまたは all。これは、ターゲットが指定されたアベイラビリティーゾーン
内のロードバランサーノードからのトラフィックを受信するか、またはロードバランサーのすべての
有効なアベイラビリティーゾーンからトラフィックを受信するかを決定します。
ターゲットグループのターゲットタイプが instance の場合、このパラメータはサポートされませ
ん。
ターゲットタイプが ip で、IP アドレスがターゲットグループの VPC のサブネットにある場合、アベ
イラビリティーゾーンは自動的に検出され、このパラメータはオプションとなります。IP アドレスが
VPC の外部にある場合、このパラメータは必須です。
Application Load Balancer では、ターゲットタイプが ip で、IP アドレスがターゲットグループの
VPC の外部にある場合、サポートされる唯一の値は all です。
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ターゲットタイプが lambda である場合、このパラメータはオプションとなり、サポートされる唯一
の値は all となります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Id
ターゲットの ID。ターゲットグループのターゲットタイプが instance の場合はインスタンス ID
を指定します。ターゲットタイプが ip の場合は IP アドレスを指定します。ターゲットタイプが
lambda の場合は、Lambda 関数の ARN を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
ターゲットがリッスンするポート。ターゲットグループのプロトコルが GENEVE の場合、サポート
されるポートは 6081 です。ターゲットが Lambda 関数の場合は使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup TargetGroupAttribute
ターゲットグループの属性を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
属性の名前。
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次の属性は、すべてのロードバランサーでサポートされています。
• deregistration_delay.timeout_seconds - 登録解除するターゲットの状態が draining か
ら unused に変わるのを Elastic Load Balancing が待機する時間 (秒単位)。範囲は 0 ～ 3600 秒で
す。デフォルト値は 300 秒です。ターゲットが Lambda 関数である場合、この属性はサポートされ
ません。
以下の属性は、Application Load Balancer と Network Load Balancer の両方でサポートされていま
す。
• stickiness.enabled - スティッキーセッションが有効かどうかを示します。値は true または
false です。デフォルト: false。
• stickiness.type - スティッキーセッションのタイプ。設定可能な値は、Application Load
Balancers の場合は lb_cookie または app_cookie で、Network Load Balancers の場合は
source_ip です。
次の属性は、ロードバランサーが Application Load Balancer で、ターゲットがインスタンスまたは IP
アドレスの場合のみサポートされます。
• load_balancing.algorithm.type - ロードバランシングアルゴリズムは、リクエストを
ルーティングするときにロードバランサーがターゲットを選択する方法を決定します。値は
round_robin または least_outstanding_requests です。デフォルト: round_robin。
• slow_start.duration_seconds - 新しいレジスタードターゲットが、ターゲットグループへの
トラフィックの増加したシェアを受信する秒単位の期間。この期間が終了した後、ターゲットはト
ラフィックの全シェアを受け取ります。範囲は 30～900 秒 (15 分) です。デフォルトは 0 秒 (無効)
です。
• stickiness.app_cookie.cookie_name - アプリケーションベースの Cookie の名前を示しま
す。AWSALB、AWSALBAPP、AWSALBTG のプレフィックスで始まる名前は、ロードバランサーで使
用するために予約されているため使用できません。
• stickiness.app_cookie.duration_seconds - クライアントからのリクエストを同じター
ゲットにルーティングする必要がある期間 (秒単位)。この期間が過ぎると、アプリケーションベー
スの Cookie は古くなったと見なされます。範囲は 1 秒～1 週間 (604800 秒) です。デフォルト値は
1 日 (86400 秒) です。
• stickiness.lb_cookie.duration_seconds - クライアントからのリクエストを同じターゲッ
トにルーティングする必要がある期間 (秒単位)。この期間が過ぎると、ロードバランサーによって
生成された Cookie は古くなったと見なされます。範囲は 1 秒～1 週間 (604800 秒) です。デフォル
ト値は 1 日 (86400 秒) です。
次の属性は、ロードバランサーが Application Load Balancer で、ターゲットが Lambda 関数の場合に
のみサポートされます。
• lambda.multi_value_headers.enabled - ロードバランサーと Lambda 関数間のリクエストと
レスポンスヘッダーに値や文字列の配列が含まれるかどうかを示します。値は true または false
です。デフォルト: false。値が false で、リクエストに重複したヘッダーフィールド名またはク
エリパラメータキーが含まれている場合、ロードバランサーはクライアントから最後に送信された
値を使用します。
以下の属性がサポートされているのは、Network Load Balancer のみです。
• deregistration_delay.connection_termination.enabled - ロードバランサーが登録解除
タイムアウトの終了時に接続を終了するかどうかを示します。値は true または false です。デ
フォルト: false。
• preserve_client_ip.enabled - クライアント IP の保存が有効かどうかを示します。値は
true または false です。ターゲットグループの種類が IP アドレスで、ターゲットグループプロ
トコルが TCP または TLS の場合、デフォルトは無効です。それ以外の場合、デフォルトは有効で
す。UDP および TCP_UDP ターゲットグループのクライアント IP 保存を無効にすることはできま
せん。
• proxy_protocol_v2.enabled - Proxy Protocol バージョン 2 が有効になっているかどうかを示
します。値は true または false です。デフォルト: false。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9._]+$
Update requires: No interruption
Value
属性の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon EMR リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::EMR::Cluster (p. 3181)
• AWS::EMR::InstanceFleetConfig (p. 3238)
• AWS::EMR::InstanceGroupConfig (p. 3250)
• AWS::EMR::SecurityConfiguration (p. 3268)
• AWS::EMR::Step (p. 3269)
• AWS::EMR::Studio (p. 3273)
• AWS::EMR::StudioSessionMapping (p. 3277)

AWS::EMR::Cluster
AWS::EMR::Cluster リソースは Amazon EMR クラスターを指定します。このクラスターは、大量の
データを処理および分析するためのオープンソースビッグデータフレームワークとアプリケーションを実
行する Amazon EC2 インスタンスのコレクションです。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドを参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EMR::Cluster",
"Properties" : {
"AdditionalInfo" : Json,
"Applications" : [ Application (p. 3201), ... ],
"AutoScalingRole" : String,
"BootstrapActions" : [ BootstrapActionConfig (p. 3203), ... ],
"Configurations" : [ Configuration (p. 3208), ... ],
"CustomAmiId" : String,
"EbsRootVolumeSize" : Integer,
"Instances" : JobFlowInstancesConfig (p. 3219),
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}

}

"JobFlowRole" : String,
"KerberosAttributes" : KerberosAttributes (p. 3224),
"LogEncryptionKmsKeyId" : String,
"LogUri" : String,
"ManagedScalingPolicy" : ManagedScalingPolicy (p. 3226),
"Name" : String,
"ReleaseLabel" : String,
"ScaleDownBehavior" : String,
"SecurityConfiguration" : String,
"ServiceRole" : String,
"StepConcurrencyLevel" : Integer,
"Steps" : [ StepConfig (p. 3236), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VisibleToAllUsers" : Boolean

YAML
Type: AWS::EMR::Cluster
Properties:
AdditionalInfo: Json
Applications:
- Application (p. 3201)
AutoScalingRole: String
BootstrapActions:
- BootstrapActionConfig (p. 3203)
Configurations:
- Configuration (p. 3208)
CustomAmiId: String
EbsRootVolumeSize: Integer
Instances:
JobFlowInstancesConfig (p. 3219)
JobFlowRole: String
KerberosAttributes:
KerberosAttributes (p. 3224)
LogEncryptionKmsKeyId: String
LogUri: String
ManagedScalingPolicy:
ManagedScalingPolicy (p. 3226)
Name: String
ReleaseLabel: String
ScaleDownBehavior: String
SecurityConfiguration: String
ServiceRole: String
StepConcurrencyLevel: Integer
Steps:
- StepConfig (p. 3236)
Tags:
- Tag
VisibleToAllUsers: Boolean

プロパティ
AdditionalInfo
追加機能を選択するための JSON 文字列です。
必須: いいえ
タイプ: Json
最小: 0
API バージョン 2010-05-15
3182

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR

最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Applications
Spark、Flink、Oozie、Zeppelin など、このクラスターにインストールするアプリケーション。
必須: いいえ
タイプ: Application (p. 3201) のリスト
Update requires: Replacement
AutoScalingRole
自動スケーリングポリシーの IAM ロール。デフォルトのロールは
EMR_AutoScaling_DefaultRole です。IAM ロールは、インスタンスグループで EC2 インスタン
スを起動および終了するために自動スケーリング機能が必要とするアクセス許可を提供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
BootstrapActions
Hadoop がクラスターノードで開始する前に実行するブートストラップアクションのリスト。
必須: いいえ
タイプ: BootstrapActionConfig (p. 3203) のリスト
Update requires: Replacement
Configurations
Amazon EMR リリース 4.x 以降にのみ適用されます。EMR クラスターに指定されている設定のリス
ト。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3208) のリスト
Update requires: Replacement
CustomAmiId
Amazon EMR バージョン 5.7.0 以降でのみ利用できます。カスタム Amazon EBS-backed Linux AMI
の ID (クラスターでカスタム AMI が使用される場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
EbsRootVolumeSize
各 EC2 インスタンスに使用される Linux AMI の EBS ルートデバイスボリュームのサイズ (GiB 単
位)。Amazon EMR バージョン 4.x 以降でのみ利用できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Instances
Amazon EC2 インスタンスの数とタイプの仕様。
必須: はい
タイプ: JobFlowInstancesConfig (p. 3219)
Update requires: Some interruptions
JobFlowRole
インスタンスプロファイル、および EC2 ロールとも呼ばれます。EMR クラスターの IAM ルー
ル。クラスターの EC2 インスタンスはこのロールを引き受けます。デフォルトのロールは
EMR_EC2_DefaultRole です。デフォルトのロールを使用するには、CLI またはコンソールを使用し
てすでに作成している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
KerberosAttributes
セキュリティ設定を使用して Kerberos 認証が有効になっているときの Kerberos 設定の属性。詳しく
は、Amazon EMR 管理ガイドの「Kerberos 認証の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: KerberosAttributes (p. 3224)
Update requires: Replacement
LogEncryptionKmsKeyId
ログファイルの暗号化に使用される AWS KMS key。この属性は、EMR 6.0.0 を除き、EMR バージョ
ン 5.30.0 以降でのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
LogUri
このクラスターのログが保存される Amazon S3 の場所へのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ManagedScalingPolicy
Amazon EMR クラスターのマネージドスケーリングポリシーを作成または更新します。マネージドス
ケーリングポリシーは、クラスターに対して追加または終了できる EC2 インスタンスなど、リソース
の制限を定義します。ポリシーは、コアノードとタスクノードのみに適用されます。初期設定後にマ
スターノードのスケーリングを行うことはできません。
必須: いいえ
タイプ: ManagedScalingPolicy (p. 3226)
Update requires: No interruption
Name
クラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReleaseLabel
クラスターにインストールされるオープンソースアプリケーションパッケージのバージョンを決
定する Amazon EMR リリースラベル。リリースラベルの形式は emr-x.x.x です。ここで、x.x.x
は Amazon EMR リリースバージョン (たとえば、emr-5.14.0) です。Amazon EMR リリース
バージョンと含まれているアプリケーションバージョンおよび機能の詳細については、「https://
docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/」を参照してください。リリースラベルは Amazon
EMR リリースバージョン 4.x 以降にのみ適用されます。以前のバージョンでは、AmiVersion が使
用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ScaleDownBehavior
自動スケールインアクティビティが発生するか、インスタンスグループのサイズが変
更された場合に、どのように個々の Amazon EC2 インスタンスが終了するかを示しま
す。TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR は、インスタンスを終了するリクエストがいつ送信されたか
にかかわらず、Amazon EMR がインスタンス時間の境界でノードを終了することを示します。このオ
プションは、Amazon EMR 5.1.0 以降でのみ使用でき、そのバージョンを使用して作成されたクラス
ターのデフォルトとなります。TERMINATE_AT_TASK_COMPLETION は、インスタンス時間の境界に
かかわらず、Amazon EMR がノードを拒否リストに追加し、Amazon EC2 インスタンスを終了する前
にタスクをノードから削除することを示します。いずれの動作でも、Amazon EMR は、まず最もアク
ティブでないノードを削除し、HDFS 破損につながる可能性があれば、インスタンスの終了をブロッ
クします。TERMINATE_AT_TASK_COMPLETION は、Amazon EMR バージョン 4.1.0 以降でのみ使用
でき、5.1.0 以前の Amazon EMR のバージョンのデフォルトとなります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR | TERMINATE_AT_TASK_COMPLETION
Update requires: Replacement
SecurityConfiguration
クラスターに適用されたセキュリティ設定の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
ServiceRole
お客様に代わって AWS リソースにアクセスする Amazon EMR サービスが引き受ける IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StepConcurrencyLevel
同時に実行できるステップ数を指定します。デフォルト値は 1 です。最大値は 256 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Steps
実行するステップのリスト。
必須: いいえ
タイプ: StepConfig (p. 3236) のリスト
Update requires: Replacement
Tags
クラスターに関連付けられているタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VisibleToAllUsers
クラスターに関連付けられている AWS account のすべての IAM ユーザーにクラスターが表示される
かどうかを示します。この値を true に設定すると、その AWS account のすべての IAM ユーザーに
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適切なポリシーの許可が設定されている場合、それらのユーザーがクラスターを表示および管理でき
ます。この値が false である場合は、クラスターを作成した IAM ユーザーのみがクラスターを表示
および管理できます。この値は、SetVisibleToAllUsers アクションを使用して変更できます。

Note
EMR コンソールまたは API から直接クラスターを作成する場合、この値はデフォルトで
true に設定されます。ただし、CloudFormation の AWS::EMR::Cluster リソースの場
合、デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : クラスター ID
(j-1ABCD123AB1A など) が返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
MasterPublicDNS
マスターノード (インスタンス) のパブリック DNS 名 (ec2-12-123-123-123.uswest-2.compute.amazonaws.com など)。

例
クラスターの例を作成します。

EC2 インスタンス用のカスタム AMI を使用してクラスターを作成する
以下のサンプルテンプレートは、クラスターの EC2 インスタンス用のカスタム Amazon Linux AMI を使用
してクラスターを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"CustomAmiId" : {
"Type" : "String"
},
"InstanceType" : {
"Type" : "String"
},
"ReleaseLabel" : {
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"Type" : "String"
},
"SubnetId" : {
"Type" : "String"
},
"TerminationProtected" : {
"Type" : "String",
"Default" : "false"
},
"ElasticMapReducePrincipal" : {
"Type" : "String"
},
"Ec2Principal" : {
"Type" : "String"
}

},
"Resources": {
"cluster": {
"Type": "AWS::EMR::Cluster",
"Properties": {
"CustomAmiId" : {"Ref" : "CustomAmiId"},
"Instances": {
"MasterInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnMaster"
},
"CoreInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnCore"
},
"TaskInstanceGroups": [
{
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-1"
},
{
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-2"
}
],
"TerminationProtected" : {"Ref" : "TerminationProtected"},
"Ec2SubnetId" : {"Ref" : "SubnetId"}
},
"Name": "CFNtest",
"JobFlowRole" : {"Ref": "emrEc2InstanceProfile"},
"ServiceRole" : {"Ref": "emrRole"},
"ReleaseLabel" : {"Ref" : "ReleaseLabel"},
"VisibleToAllUsers" : true,
"Tags": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
}
]
}
},
"emrRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
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"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": {"Ref" : "ElasticMapReducePrincipal"}
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceRole"]
}
},
"emrEc2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": {"Ref" : "Ec2Principal"}
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceforEC2Role"]
}
},
"emrEc2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ {
"Ref": "emrEc2Role"
} ]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
CustomAmiId:
Type: String
InstanceType:
Type: String
ReleaseLabel:
Type: String
SubnetId:
Type: String
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TerminationProtected:
Type: String
Default: 'false'
ElasticMapReducePrincipal:
Type: String
Ec2Principal:
Type: String
Resources:
cluster:
Type: AWS::EMR::Cluster
Properties:
CustomAmiId: !Ref CustomAmiId
Instances:
MasterInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnMaster
CoreInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnCore
TaskInstanceGroups:
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask-1
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask-2
TerminationProtected: !Ref TerminationProtected
Ec2SubnetId: !Ref SubnetId
Name: CFNtest
JobFlowRole: !Ref emrEc2InstanceProfile
ServiceRole: !Ref emrRole
ReleaseLabel: !Ref ReleaseLabel
VisibleToAllUsers: true
Tags:
- Key: key1
Value: value1
emrRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: !Ref ElasticMapReducePrincipal
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole'
emrEc2Role:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: !Ref Ec2Principal

API バージョン 2010-05-15
3190

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role'
emrEc2InstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref emrEc2Role

クラスターを作成し、EC2 インスタンスのルートボリュームサイズを指定します。
次のサンプルテンプレートでは、クラスターインスタンスの EBS ルートボリュームのサイズを指定できま
す。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"InstanceType" : {
"Type" : "String"
},
"ReleaseLabel" : {
"Type" : "String"
},
"SubnetId" : {
"Type" : "String"
},
"TerminationProtected" : {
"Type" : "String",
"Default" : "false"
},
"EbsRootVolumeSize" : {
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
"cluster": {
"Type": "AWS::EMR::Cluster",
"Properties": {
"EbsRootVolumeSize" : {"Ref" : "EbsRootVolumeSize"},
"Instances": {
"MasterInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnMaster"
},
"CoreInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnCore"
},
"TaskInstanceGroups": [
{
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-1"
},
{
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"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-2"

}
],
"TerminationProtected" : {"Ref" : "TerminationProtected"},
"Ec2SubnetId" : {"Ref" : "SubnetId"}
},
"Name": "CFNtest",
"JobFlowRole" : {"Ref": "emrEc2InstanceProfile"},
"ServiceRole" : {"Ref": "emrRole"},
"ReleaseLabel" : {"Ref" : "ReleaseLabel"},
"VisibleToAllUsers" : true,
"Tags": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
}
]

}
},
"emrRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceRole"]
}
},
"emrEc2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceforEC2Role"]
}
},
"emrEc2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
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}

}

}

"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ {
"Ref": "emrEc2Role"
} ]
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
InstanceType:
Type: String
ReleaseLabel:
Type: String
SubnetId:
Type: String
TerminationProtected:
Type: String
Default: 'false'
EbsRootVolumeSize:
Type: String
Resources:
cluster:
Type: AWS::EMR::Cluster
Properties:
EbsRootVolumeSize: !Ref EbsRootVolumeSize
Instances:
MasterInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnMaster
CoreInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnCore
TaskInstanceGroups:
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask-1
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask-2
TerminationProtected: !Ref TerminationProtected
Ec2SubnetId: !Ref SubnetId
Name: CFNtest
JobFlowRole: !Ref emrEc2InstanceProfile
ServiceRole: !Ref emrRole
ReleaseLabel: !Ref ReleaseLabel
VisibleToAllUsers: true
Tags:
- Key: key1
Value: value1
emrRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
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Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: elasticmapreduce.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole'
emrEc2Role:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ec2.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role'
emrEc2InstanceProfile:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref emrEc2Role

Kerberos 認証を使用したクラスターの作成
次のサンプルテンプレートでは、EMR クラスターの Kerberos 認証の設定を指定できます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"CrossRealmTrustPrincipalPassword" : {
"Type" : "String"
},
"KdcAdminPassword" : {
"Type" : "String"
},
"Realm" : {
"Type" : "String"
},
"InstanceType" : {
"Type" : "String"
},
"ReleaseLabel" : {
"Type" : "String"
},
"SubnetId" : {
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
"cluster": {
"Type": "AWS::EMR::Cluster",
"Properties": {
"Instances": {
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"MasterInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnMaster"
},
"CoreInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnCore"
},
"TaskInstanceGroups": [
{
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-1"
},
{
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask-2"
}
],
"Ec2SubnetId" : {"Ref" : "SubnetId"}
},
"Name": "CFNtest2",
"JobFlowRole" : {"Ref": "emrEc2InstanceProfile"},
"KerberosAttributes" : {
"CrossRealmTrustPrincipalPassword" : "CfnIntegrationTest-1",
"KdcAdminPassword" : "CfnIntegrationTest-1",
"Realm": "EC2.INTERNAL"
},
"ServiceRole" : {"Ref": "emrRole"},
"ReleaseLabel" : {"Ref" : "ReleaseLabel"},
"SecurityConfiguration" : {"Ref" : "securityConfiguration"},
"VisibleToAllUsers" : true,
"Tags": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
}
]

}
},
"key" : {
"Type" : "AWS::KMS::Key",
"Properties" : {
"KeyPolicy" : {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": { "Fn::GetAtt" : ["emrEc2Role", "Arn"]}
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
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"Principal": {
"AWS": { "Fn::Join" : ["" , ["arn:aws:iam::", {"Ref" :
"AWS::AccountId"} ,":root" ]] }
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
},
"securityConfiguration": {
"Type" : "AWS::EMR::SecurityConfiguration",
"Properties" : {
"SecurityConfiguration" : {
"AuthenticationConfiguration": {
"KerberosConfiguration": {
"Provider": "ClusterDedicatedKdc",
"ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
"TicketLifetimeInHours": 24,
"CrossRealmTrustConfiguration": {
"Realm": "AD.DOMAIN.COM",
"Domain": "ad.domain.com",
"AdminServer": "ad.domain.com",
"KdcServer": "ad.domain.com"
}
}
}
}
}
}
},
"emrRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceRole"]
}
},
"emrEc2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
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}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonElasticMapReduceforEC2Role"]
}
},
"emrEc2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ {
"Ref": "emrEc2Role"
} ]
}
}
},
"Outputs" : {
"keyArn" : {
"Value" : {"Fn::GetAtt" : ["key", "Arn"]}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
CrossRealmTrustPrincipalPassword:
Type: String
KdcAdminPassword:
Type: String
Realm:
Type: String
InstanceType:
Type: String
ReleaseLabel:
Type: String
SubnetId:
Type: String
Resources:
cluster:
Type: 'AWS::EMR::Cluster'
Properties:
Instances:
MasterInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnMaster
CoreInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnCore
TaskInstanceGroups:
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask-1
- InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
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Name: cfnTask-2
Ec2SubnetId: !Ref SubnetId
Name: CFNtest2
JobFlowRole: !Ref emrEc2InstanceProfile
KerberosAttributes:
CrossRealmTrustPrincipalPassword: CfnIntegrationTest-1
KdcAdminPassword: CfnIntegrationTest-1
Realm: EC2.INTERNAL
ServiceRole: !Ref emrRole
ReleaseLabel: !Ref ReleaseLabel
SecurityConfiguration: !Ref securityConfiguration
VisibleToAllUsers: true
Tags:
- Key: key1
Value: value1
key:
Type: 'AWS::KMS::Key'
Properties:
KeyPolicy:
Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: !GetAtt
- emrEc2Role
- Arn
Action: 'kms:*'
Resource: '*'
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: !Join
- ''
- - 'arn:aws:iam::'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':root'
Action: 'kms:*'
Resource: '*'
securityConfiguration:
Type: 'AWS::EMR::SecurityConfiguration'
Properties:
SecurityConfiguration:
AuthenticationConfiguration:
KerberosConfiguration:
Provider: ClusterDedicatedKdc
ClusterDedicatedKdcConfiguration:
TicketLifetimeInHours: 24
CrossRealmTrustConfiguration:
Realm: AD.DOMAIN.COM
Domain: ad.domain.com
AdminServer: ad.domain.com
KdcServer: ad.domain.com
emrRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: elasticmapreduce.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
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ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceRole'
emrEc2Role:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2008-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ec2.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role'
emrEc2InstanceProfile:
Type: 'AWS::IAM::InstanceProfile'
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref emrEc2Role
Outputs:
keyArn:
Value: !GetAtt
- key
- Arn

マネージドスケーリングポリシーを使用したクラスターの作成
次のサンプルテンプレートを使用すると、EMR クラスターのマネージドスケーリングポリシーを指定でき
ます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters" : {
"InstanceType" : {
"Type" : "String"
},
"ReleaseLabel" : {
"Type" : "String"
},
"SubnetId" : {
"Type" : "String"
},
"MinimumCapacityUnits" : {
"Type" : "String"
},
"MaximumCapacityUnits" : {
"Type" : "String"
},
"MaximumCoreCapacityUnits" : {
"Type" : "String"
},
"MaximumOnDemandCapacityUnits" : {
"Type" : "String"
},
"UnitType" : {
"Type" : "String"
}
},
"Resources": {
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}

}

"cluster": {
"Type": "AWS::EMR::Cluster",
"Properties": {
"Instances": {
"MasterInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "primary"
},
"CoreInstanceGroup": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {"Ref" : "InstanceType"},
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "core"
},
"Ec2SubnetId" : {"Ref" : "SubnetId"}
},
"Name": "ManagedScalingExample",
"JobFlowRole" : "EMR_EC2_DefaultRole",
"ServiceRole" : "EMR_DefaultRole",
"ReleaseLabel" : {"Ref" : "ReleaseLabel"},
"ManagedScalingPolicy" : {
"ComputeLimits" : {
"MinimumCapacityUnits" : {"Ref": "MinimumCapacityUnits"},
"MaximumCapacityUnits" : {"Ref": "MaximumCapacityUnits"},
"MaximumCoreCapacityUnits" : {"Ref": "MaximumCoreCapacityUnits"},
"MaximumOnDemandCapacityUnits" : {"Ref": "MaximumOnDemandCapacityUnits"},
"UnitType" : {"Ref": "UnitType"}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
InstanceType:
Type: String
ReleaseLabel:
Type: String
SubnetId:
Type: String
MinimumCapacityUnits:
Type: String
MaximumCapacityUnits:
Type: String
MaximumCoreCapacityUnits:
Type: String
MaximumOnDemandCapacityUnits:
Type: String
UnitType:
Type: String
Resources:
cluster:
Type: 'AWS::EMR::Cluster'
Properties:
Instances:
MasterInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
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Market: ON_DEMAND
Name: primary
CoreInstanceGroup:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
Market: ON_DEMAND
Name: core
Ec2SubnetId: !Ref SubnetId
Name: ManagedScalingExample
JobFlowRole: EMR_EC2_DefaultRole
ServiceRole: EMR_DefaultRole
ReleaseLabel: !Ref ReleaseLabel
ManagedScalingPolicy:
ComputeLimits:
MinimumCapacityUnits: !Ref MinimumCapacityUnits
MaximumCapacityUnits: !Ref MaximumCapacityUnits
MaximumCoreCapacityUnits: !Ref MaximumCoreCapacityUnits
MaximumOnDemandCapacityUnits: !Ref MaximumOnDemandCapacityUnits
UnitType: !Ref UnitType

AWS::EMR::Cluster Application
Application は、AWS::EMR::Cluster のプロパティです。Application プロパティタイプは、EMR
がクラスターの作成時にインストールおよび設定するためのオープンソースのビッグデータアプリケー
ションを定義します。
Amazon EMR リリースバージョン 4.0 以降で、唯一受け入れられるパラメータはアプリケーションの
Name です。これらのアプリケーションに引数を渡すには、Configuration プロパティで JSON オブ
ジェクトを使用して指定された設定分類を使用します。詳細については、「アプリケーションの設定」を
参照してください。
Amazon EMR の以前のリリースでは、アプリケーションは、クラスターに追加できる AWS またはサー
ドパーティー製のソフトウェアです。アプリケーションのバージョンとそれに渡す引数を指定できま
す。Amazon EMR は引数リストを受け入れ、ブートストラップアクション引数として対応するインストー
ルスクリプトに転送します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdditionalInfo" : {Key : Value, ...},
"Args" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"Version" : String

YAML
AdditionalInfo:
Key : Value
Args:
- String
Name: String
Version: String
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プロパティ
AdditionalInfo
このオプションは上級者向けです。これは、テストとトラブルシューティングに使用されるクラス
ターとアプリケーションに関するメタ情報です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Args
Amazon EMR がアプリケーションに渡す引数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
アプリケーションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
アプリケーションのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster AutoScalingPolicy
AutoScalingPolicy は、InstanceGroupConfig のサブプロパティです。AutoScalingPolicy
は、CloudWatch メトリクスの値に応じてインスタンスグループが動的に EC2 インスタンスを追加および
終了する方法を定義します。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのAmazon EMR で自動スケーリ
ングを使用するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Constraints" : ScalingConstraints (p. 3230),
"Rules" : [ ScalingRule (p. 3231), ... ]

YAML
Constraints:
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ScalingConstraints (p. 3230)
Rules:
- ScalingRule (p. 3231)

プロパティ
Constraints
自動スケーリングポリシーの上限または下限 EC2 インスタンスの制限。自動スケーリングアクティビ
ティでは、インスタンスグループがこれらの上限を超えたり下回ったりすることはありません。
必須: はい
タイプ: ScalingConstraints (p. 3230)
Update requires: No interruption
Rules
自動スケーリングポリシーを構成するスケールインおよびスケールアウトのルール。
必須: はい
タイプ: ScalingRule (p. 3231) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster BootstrapActionConfig
BootstrapActionConfig は、AWS::EMR::Cluster のプロパティであり、EMR クラスターでブート
ストラップアクションを実行するために使用できます。EMR がクラスターインスタンスにオープンソース
のビッグデータアプリケーションをインストールして設定する前に、ブートストラップアクションを使用
してソフトウェアをインストールし、すべてのクラスターノードの EC2 インスタンスを設定することがで
きます。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの追加のソフトウェアをインストールするためのブー
トストラップアクションの作成を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"ScriptBootstrapAction" : ScriptBootstrapActionConfig (p. 3233)

YAML
Name: String
ScriptBootstrapAction:
ScriptBootstrapActionConfig (p. 3233)

プロパティ
Name
ブートストラップアクションの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
ScriptBootstrapAction
ブートストラップアクションで実行するスクリプト。
必須: はい
タイプ: ScriptBootstrapActionConfig (p. 3233)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster CloudWatchAlarmDefinition
CloudWatchAlarmDefinition は、ScalingTrigger プロパティのサブプロパティであり、いつ自動
スケーリングアクティビティをトリガーするかを決定します。スケーリングアクティビティは、定義され
たアラーム条件を満たした時点から開始されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 3227), ... ],
"EvaluationPeriods" : Integer,
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Period" : Integer,
"Statistic" : String,
"Threshold" : Double,
"Unit" : String

YAML
ComparisonOperator: String
Dimensions:
- MetricDimension (p. 3227)
EvaluationPeriods: Integer
MetricName: String
Namespace: String
Period: Integer
Statistic: String
Threshold: Double
Unit: String

プロパティ
ComparisonOperator
MetricName で指定されたメトリクスと Threshold で指定された値を比較する方法を決めます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL | LESS_THAN |
LESS_THAN_OR_EQUAL
Update requires: No interruption
Dimensions
CloudWatch メトリクスディメンション。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 3227) のリスト
Update requires: No interruption
EvaluationPeriods
5 分単位で表された期間の数値で、アラームが自動スケーリングアクティビティをトリガーする前に
アラームの条件が存在している必要があります。デフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MetricName
アラームの条件を決定するために監視する CloudWatch メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
CloudWatch メトリクスの名前空間。デフォルト: AWS/ElasticMapReduce。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Period
統計を適用する時間 (秒)。EMR CloudWatch メトリクスは 5 分 (300 秒) ごとに出力されるた
め、EMR CloudWatch メトリクスを指定する場合は、300 を指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Statistic
アラームに関連付けられているメトリクスに適用する統計です。デフォルト: AVERAGE。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: AVERAGE | MAXIMUM | MINIMUM | SAMPLE_COUNT | SUM
Update requires: No interruption
Threshold
指定した [Statistic] の値と比較する値。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Unit
監視されている CloudWatch メトリクスに関連付けられた測定単位。Unit に指定される値
は、CloudWatch メトリクスの単位に対応している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BITS | BITS_PER_SECOND | BYTES | BYTES_PER_SECOND | COUNT
| COUNT_PER_SECOND | GIGA_BITS | GIGA_BITS_PER_SECOND | GIGA_BYTES |
GIGA_BYTES_PER_SECOND | KILO_BITS | KILO_BITS_PER_SECOND | KILO_BYTES
| KILO_BYTES_PER_SECOND | MEGA_BITS | MEGA_BITS_PER_SECOND | MEGA_BYTES
| MEGA_BYTES_PER_SECOND | MICRO_SECONDS | MILLI_SECONDS | NONE |
PERCENT | SECONDS | TERA_BITS | TERA_BITS_PER_SECOND | TERA_BYTES |
TERA_BYTES_PER_SECOND
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster ComputeLimits
マネージドスケーリングポリシーの EC2 ユニットの制限。クラスターのマネージドスケーリングアクティ
ビティ (規模の拡大や縮小) は、これらの制限を上回ったり下回ったりすることはできません。制限は、コ
アノードとタスクノードのみに適用されます。初期設定後にマスターノードのスケーリングを行うことは
できません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaximumCapacityUnits" : Integer,
"MaximumCoreCapacityUnits" : Integer,
"MaximumOnDemandCapacityUnits" : Integer,
"MinimumCapacityUnits" : Integer,
"UnitType" : String

YAML
MaximumCapacityUnits: Integer
MaximumCoreCapacityUnits: Integer
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MaximumOnDemandCapacityUnits: Integer
MinimumCapacityUnits: Integer
UnitType: String

プロパティ
MaximumCapacityUnits
EC2 ユニットの上限。これは、vCPU コア数またはインスタンスグループのインスタンス数で測定
されます。また、インスタンスフリートのユニット数で測定されます。マネージドスケーリングアク
ティビティ (規模の拡大や縮小) は、この境界を超えることが許可されません。制限は、コアノードと
タスクノードのみに適用されます。初期設定後にマスターノードのスケーリングを行うことはできま
せん。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaximumCoreCapacityUnits
クラスター内のコアノードタイプの EC2 ユニットの上限。これは、vCPU コア数またはインスタンス
グループのインスタンス数で測定されます。また、インスタンスフリートのユニット数で測定されま
す。この上限を超えてコアユニット数をスケールすることは許可されません。このパラメータは、コ
アノードとタスクノードの間で容量割り当てを分割するために使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaximumOnDemandCapacityUnits
オンデマンド EC2 ユニットの上限。これは、vCPU コア数またはインスタンスグループのインスタン
ス数で測定されます。また、インスタンスフリートのユニット数で測定されます。この上限を超えて
オンデマンドユニット数をスケールすることは許可されません。このパラメータは、オンデマンドイ
ンスタンスとスポットインスタンスの間で容量割り当てを分割するために使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinimumCapacityUnits
EC2 ユニットの下限。これは、vCPU コア数またはインスタンスグループのインスタンス数で測定
されます。また、インスタンスフリートのユニット数で測定されます。マネージドスケーリングアク
ティビティ (規模の拡大や縮小) は、この境界を超えることが許可されません。制限は、コアノードと
タスクノードのみに適用されます。初期設定後にマスターノードのスケーリングを行うことはできま
せん。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UnitType
マネージドスケーリングポリシーを指定するために使用するユニットタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: InstanceFleetUnits | Instances | VCPU
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster Configuration
Note
Amazon EMR リリース 4.0 以降でのみ使用されます。
Configuration は、InstanceFleetConfig または InstanceGroupConfig のサブプロパティで
す。Configuration は、設定オプションの設定を指定し、オープンソースのビッグデータアプリケー
ションおよび環境パラメータをカスタマイズするためのオプションの設定を指定します。設定は、分
類、プロパティ、オプションの入れ子になっている設定で構成されています。分類とは、アプリケーショ
ン固有の設定ファイルのことです。プロパティは、そのファイル内で変更する設定です。詳細について
は、Amazon EMR リリースガイドのアプリケーションの設定を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Classification" : String,
"ConfigurationProperties" : {Key : Value, ...},
"Configurations" : [ Configuration (p. 3208), ... ]

YAML
Classification: String
ConfigurationProperties:
Key : Value
Configurations:
- Configuration (p. 3208)

プロパティ
Classification
設定内の分類。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConfigurationProperties
設定オブジェクト内に適用する追加の設定のリスト。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Configurations
設定オブジェクト内に適用する追加の設定のリスト。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3208) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster EbsBlockDeviceConfig
EbsBlockDeviceConfig は、EbsConfiguration プロパティタイプのサブプロパティで
す。EbsBlockDeviceConfig は、EBS ボリュームの数およびタイプを定義して EMR クラスター内のす
べての EC2 インスタンスに関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VolumeSpecification" : VolumeSpecification (p. 3237),
"VolumesPerInstance" : Integer

YAML
VolumeSpecification:
VolumeSpecification (p. 3237)
VolumesPerInstance: Integer

プロパティ
VolumeSpecification
EBS ボリューム仕様。クラスター内の EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームに要求さ
れるボリュームタイプ、IOPS、サイズ (GiB) などが含まれます。
必須: はい
タイプ: VolumeSpecification (p. 3237)
Update requires: No interruption
VolumesPerInstance
インスタンスグループの各インスタンスに関連する、特定のボリューム設定済みの EBS ボリューム
数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::EMR::Cluster EbsConfiguration
EbsConfiguration は、InstanceFleetConfig または InstanceGroupConfig のサブプロパティで
す。EbsConfiguration は、EMR クラスターインスタンスにアタッチする EBS ボリュームを決定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EbsBlockDeviceConfigs" : [ EbsBlockDeviceConfig (p. 3209), ... ],
"EbsOptimized" : Boolean

YAML
EbsBlockDeviceConfigs:
- EbsBlockDeviceConfig (p. 3209)
EbsOptimized: Boolean

プロパティ
EbsBlockDeviceConfigs
クラスターインスタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリューム仕様の配列。
必須: いいえ
タイプ: EbsBlockDeviceConfig (p. 3209) のリスト
Update requires: No interruption
EbsOptimized
Amazon EBS ボリュームが EBS によって最適化されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster HadoopJarStepConfig
HadoopJarStepConfig プロパティタイプは、main 関数が実行される JAR ファイルからなるジョブフ
ローのステップを指定します。主な関数は、クラスターがマスターノードでステップとして実行するジョ
ブを送信し、ジョブが終了または失敗するのを待機してから以降のステップを実行します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Args" : [ String, ... ],
"Jar" : String,
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}

"MainClass" : String,
"StepProperties" : [ KeyValue (p. 3225), ... ]

YAML
Args:
- String
Jar: String
MainClass: String
StepProperties:
- KeyValue (p. 3225)

プロパティ
Args
JAR ファイルの main 関数の実行時に渡されるコマンドライン引数のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Jar
ステップ内で実行される JAR ファイルへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
MainClass
指定した Java ファイルのメインクラスの名前。指定しない場合、JAR ファイルのマニフェストファ
イルでメインクラスを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StepProperties
ステップの実行時に設定される Java プロパティのリスト。これらのプロパティを使用して、main 関
数にキーと値のペアを渡すことができます。
必須: いいえ
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タイプ: KeyValue (p. 3225) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster InstanceFleetConfig
InstanceFleetConfig を使用して、EMR クラスターのインスタンスフリートを定義します。1 つのク
ラスターが、インスタンスフリートとインスタンスグループの両方を使用することはできません。詳細に
ついては、Amazon EMR 管理ガイドのインスタンスフリートを設定するを参照してください。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceTypeConfigs" : [ InstanceTypeConfig (p. 3217), ... ],
"LaunchSpecifications" : InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3214),
"Name" : String,
"TargetOnDemandCapacity" : Integer,
"TargetSpotCapacity" : Integer

YAML
InstanceTypeConfigs:
- InstanceTypeConfig (p. 3217)
LaunchSpecifications:
InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3214)
Name: String
TargetOnDemandCapacity: Integer
TargetSpotCapacity: Integer

プロパティ
InstanceTypeConfigs
インスタンスフリート内の EC2 インスタンスを定義するインスタンスタイプの構成。
必須: いいえ
タイプ: InstanceTypeConfig (p. 3217) のリスト
Update requires: Replacement
LaunchSpecifications
インスタンスフリートの起動仕様。
必須: いいえ
タイプ: InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3214)
Update requires: Replacement
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Name
インスタンスフリートのわかりやすい名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
TargetOnDemandCapacity
インスタンスフリートのオンデマンドユニットのターゲット容量。プロビジョニングするオンデ
マンドインスタンスの数を決定します。インスタンスフリートが起動すると、Amazon EMR は
InstanceTypeConfig で指定されているようにオンデマンドインスタンスをプロビジョニングしよ
うとします。各インスタンス設定には、指定された WeightedCapacity が含まれています。オンデ
マンドインスタンスがプロビジョニングされると、WeightedCapacity ユニットはターゲット容量
にカウントされます。Amazon EMR は、ターゲット容量が完全に満たされるまでインスタンスをプロ
ビジョニングします。これは、超過を生じさせる場合であっても同様です。例えば、容量を満たすた
めに 2 つのユニットがあり、Amazon EMR が 5 ユニットの WeightedCapacity でのみインスタン
スをプロビジョニングできる場合でも、インスタンスはプロビジョニングされ、ターゲット容量は 3
ユニット超過になります。

Note
指定しなかった場合、または 0 に設定した場合は、TargetSpotCapacity を使
用してインスタンスフリートにスポットインスタンスのみがプロビジョニングさ
れます。TargetSpotCapacity と TargetOnDemandCapacity の少なくとも
一方は 0 より大きくなければなりません。マスターインスタンスフリートの場合
は、TargetSpotCapacity と TargetOnDemandCapacity のどちらか一方しか指定でき
ず、その値は 1 でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
TargetSpotCapacity
インスタンスフリートのスポットユニットのターゲット容量。プロビジョニングするスポッ
トインスタンスの数を決定します。インスタンスフリートが起動すると、Amazon EMR は
InstanceTypeConfig で指定されているようにスポットインスタンスをプロビジョニングしようと
します。各インスタンス設定には、指定された WeightedCapacity が含まれています。スポットイ
ンスタンスがプロビジョニングされると、WeightedCapacity ユニットはターゲット容量にカウン
トされます。Amazon EMR は、ターゲット容量が完全に満たされるまでインスタンスをプロビジョニ
ングします。これは、超過を生じさせる場合であっても同様です。例えば、容量を満たすために 2 つ
のユニットがあり、Amazon EMR が 5 ユニットの WeightedCapacity でのみインスタンスをプロ
ビジョニングできる場合でも、インスタンスはプロビジョニングされ、ターゲット容量は 3 ユニット
超過になります。

Note
指定しなかった場合、または 0 に設定した場合は、インスタンスフリートにオン
デマンドインスタンスのみがプロビジョニングされます。TargetSpotCapacity
API バージョン 2010-05-15
3213

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR

と TargetOnDemandCapacity の少なくとも一方は 0 より大きくなければなり
ません。マスターインスタンスフリートの場合は、TargetSpotCapacity と
TargetOnDemandCapacity のどちらか一方しか指定できず、その値は 1 でなければなりま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster InstanceFleetProvisioningSpecifications
InstanceFleetProvisioningSpecification は、InstanceFleetConfig のサブプロパティで
す。InstanceFleetProvisioningSpecification は、インスタンスフリート内のスポットインスタ
ンスの起動仕様を定義します。これにより、スポットインスタンスの定義期間とプロビジョニングのタイ
ムアウト動作が決まります。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnDemandSpecification" : OnDemandProvisioningSpecification (p. 3228),
"SpotSpecification" : SpotProvisioningSpecification (p. 3235)

YAML
OnDemandSpecification:
OnDemandProvisioningSpecification (p. 3228)
SpotSpecification:
SpotProvisioningSpecification (p. 3235)

プロパティ
OnDemandSpecification
インスタンスフリートのオンデマンドインスタンスの起動仕様。配分戦略を決定します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降
でのみ使用できます。オンデマンドインスタンスの配分戦略は、Amazon EMR バージョン
5.12.1 以降で使用できます。
必須: いいえ
タイプ: OnDemandProvisioningSpecification (p. 3228)
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Update requires: No interruption
SpotSpecification
フリート内のスポットインスタンスの起動条件、定義期間、プロビジョニングのタイムアウト動作、
配分戦略を決定します。
必須: いいえ
タイプ: SpotProvisioningSpecification (p. 3235)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster InstanceGroupConfig
InstanceGroupConfig を使用して、EMR クラスターのインスタンスグループを定義します。1 つのク
ラスターが、インスタンスグループとインスタンスフリートの両方を使用することはできません。詳細に
ついては、Amazon EMR 管理ガイド のインスタンスフリートまたはユニフォームインスタンスグループ
でクラスターを作成するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutoScalingPolicy" : AutoScalingPolicy (p. 3202),
"BidPrice" : String,
"Configurations" : [ Configuration (p. 3208), ... ],
"EbsConfiguration" : EbsConfiguration (p. 3210),
"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"Market" : String,
"Name" : String

YAML
AutoScalingPolicy:
AutoScalingPolicy (p. 3202)
BidPrice: String
Configurations:
- Configuration (p. 3208)
EbsConfiguration:
EbsConfiguration (p. 3210)
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
Market: String
Name: String

プロパティ
AutoScalingPolicy
AutoScalingPolicy は、InstanceGroupConfig プロパティタイプのサブプロパティであ
り、Amazon EMR の自動スケーリングポリシーの制約とルールを指定します。自動スケーリングポリ
シーは、CloudWatch メトリクスの値に応じてインスタンスグループが動的に EC2 インスタンスを追
加および終了する方法を定義します。コアおよびタスクインスタンスグループのみが自動スケーリン
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グポリシーを使用できます。詳細については、Amazon EMR で自動スケーリングを使用するを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: AutoScalingPolicy (p. 3202)
Update requires: No interruption
BidPrice
指定した場合、インスタンスグループがスポットインスタンスを使用することを示します。これは、
スポットインスタンスに対して支払える料金の上限です。オンデマンド料金と同じ金額を設定する場
合は、OnDemandPrice を指定します。または、金額を USD で指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Configurations

Note
Amazon EMR リリース 4.x 以降。
EMR クラスターのインスタンスグループに渡される設定のリスト。インスタンスグループ (マス
ター、コア、タスク) ごとに別々の設定を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3208) のリスト
Update requires: Replacement
EbsConfiguration
インスタンスグループ内の各 EC2 インスタンスにアタッチされる EBS 設定。
必須: いいえ
タイプ: EbsConfiguration (p. 3210)
Update requires: Replacement
InstanceCount
インスタンスグループのインスタンスの目標数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceType
インスタンスグループを構成するすべてのインスタンスの EC2 インスタンスタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Market
クラスターノードの作成に使用される EC2 インスタンスの Market タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: Replacement
Name
インスタンスグループに付けられたわかりやすい名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

AWS::EMR::Cluster InstanceTypeConfig
Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。
InstanceTypeConfig は、InstanceFleetConfig のサブプロパティです。InstanceTypeConfig
は、Amazon EMR がオンデマンドおよびスポットターゲット容量を満たすためにプロビジョニングを試み
る EC2 インスタンスを決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BidPrice" : String,
"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice" : Double,
"Configurations" : [ Configuration (p. 3208), ... ],
"EbsConfiguration" : EbsConfiguration (p. 3210),

API バージョン 2010-05-15
3217

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR

}

"InstanceType" : String,
"WeightedCapacity" : Integer

YAML
BidPrice: String
BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice: Double
Configurations:
- Configuration (p. 3208)
EbsConfiguration:
EbsConfiguration (p. 3210)
InstanceType: String
WeightedCapacity: Integer

プロパティ
BidPrice
InstanceType で定義された各 EC2 スポットインスタンスタイプの入札価格。USD で表さ
れます。BidPrice も BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice も指定されなかった場
合、BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice はデフォルトの 100％ になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice
InstanceType で定義された各 EC2 スポットインスタンスの入札価格 (オンデマ
ンド価格のパーセンテージ)。数値で表されます (たとえば、20 は 20％ を示しま
す)。BidPrice も BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice も指定されなかった場
合、BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice はデフォルトの 100％ になります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
Configurations
クラスターインスタンスをプロビジョニングするときに適用される設定分類。クラスター上で実行さ
れるアプリケーションおよびソフトウェアの設定を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3208) のリスト
Update requires: Replacement
EbsConfiguration
InstanceType で定義された各インスタンスにアタッチされる Amazon Elastic Block Store (Amazon
EBS) の設定。
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必須: いいえ
タイプ: EbsConfiguration (p. 3210)
Update requires: Replacement
InstanceType
EC2 インスタンスタイプ (m3.xlarge など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
WeightedCapacity
InstanceFleetConfig で定義されたターゲット容量を満たすために、このタイプのプロビジョニ
ングされたインスタンスが提供するユニットの数。この値は、マスターインスタンスフリートの場合
は 1、コアインスタンスおよびタスクインスタンスフリートの場合は 1 以上である必要があります。
未指定の場合のデフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: Replacement

AWS::EMR::Cluster JobFlowInstancesConfig
JobFlowInstancesConfig は、AWS::EMR::Cluster リソースのプロパティで
す。JobFlowInstancesConfig は、クラスターを構成するインスタンスグループまたはインス
タンスフリートを定義します。JobFlowInstancesConfig には、InstanceFleetConfig と
InstanceGroupConfig のどちらか一方が含まれている必要があります。これらは一緒に使用すること
はできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdditionalMasterSecurityGroups" : [ String, ... ],
"AdditionalSlaveSecurityGroups" : [ String, ... ],
"CoreInstanceFleet" : InstanceFleetConfig (p. 3212),
"CoreInstanceGroup" : InstanceGroupConfig (p. 3215),
"Ec2KeyName" : String,
"Ec2SubnetId" : String,
"Ec2SubnetIds" : [ String, ... ],
"EmrManagedMasterSecurityGroup" : String,
"EmrManagedSlaveSecurityGroup" : String,
"HadoopVersion" : String,
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}

"KeepJobFlowAliveWhenNoSteps" : Boolean,
"MasterInstanceFleet" : InstanceFleetConfig (p. 3212),
"MasterInstanceGroup" : InstanceGroupConfig (p. 3215),
"Placement" : PlacementType (p. 3228),
"ServiceAccessSecurityGroup" : String,
"TerminationProtected" : Boolean

YAML
AdditionalMasterSecurityGroups:
- String
AdditionalSlaveSecurityGroups:
- String
CoreInstanceFleet:
InstanceFleetConfig (p. 3212)
CoreInstanceGroup:
InstanceGroupConfig (p. 3215)
Ec2KeyName: String
Ec2SubnetId: String
Ec2SubnetIds:
- String
EmrManagedMasterSecurityGroup: String
EmrManagedSlaveSecurityGroup: String
HadoopVersion: String
KeepJobFlowAliveWhenNoSteps: Boolean
MasterInstanceFleet:
InstanceFleetConfig (p. 3212)
MasterInstanceGroup:
InstanceGroupConfig (p. 3215)
Placement:
PlacementType (p. 3228)
ServiceAccessSecurityGroup: String
TerminationProtected: Boolean

プロパティ
AdditionalMasterSecurityGroups
マスターノードの追加の Amazon EC2 セキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
AdditionalSlaveSecurityGroups
コアノードとタスクノードの追加の Amazon EC2 セキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
CoreInstanceFleet
インスタンスフリート設定でクラスターを使用する場合のコアインスタンスフリートの EC2 インスタ
ンスとインスタンス設定について記述します。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
3220

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR

タイプ: InstanceFleetConfig (p. 3212)
Update requires: Replacement
CoreInstanceGroup
ユニフォームインスタンスグループ設定でクラスターを使用する場合のコアインスタンスグループの
EC2 インスタンスおよびインスタンス設定について記述します。
必須: いいえ
タイプ: InstanceGroupConfig (p. 3215)
Update requires: Replacement
Ec2KeyName
「hadoop」と呼ばれるユーザーとして、SSH 接続を使ってマスターノードに接続する際に使用でき
る EC2 キーペアの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Ec2SubnetId
ユニフォームインスタンスグループ設定を使用するクラスターに適用されます。Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) でクラスターを起動するには、クラスターを起動する Amazon VPC サ
ブネットの識別子にこのパラメータを設定します。この値を指定せず、アカウントが EC2-Classic を
サポートしている場合、クラスターは EC2-Classic で起動します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Ec2SubnetIds
インスタンスフリート設定を使用するクラスターに適用されます。複数の EC2 サブネット ID が指定
されている場合、Amazon EMR はそれらを評価し、最適なサブネットでインスタンスを起動します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降
でのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: Replacement
EmrManagedMasterSecurityGroup
マスターノードの Amazon EC2 セキュリティグループの識別
子。EmrManagedMasterSecurityGroup を指定する場合は、EmrManagedSlaveSecurityGroup
も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
EmrManagedSlaveSecurityGroup
コアノードとタスクノードの Amazon EC2 セキュリティグループの識別
子。EmrManagedSlaveSecurityGroup を指定する場合は、EmrManagedMasterSecurityGroup
も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
HadoopVersion
4.0 より前の Amazon EMR リリースバージョンにのみ適用されます。クラスターの Hadoop バー
ジョン。有効な入力は、"0.18" (維持されない)、"0.20" (維持されない)、"0.20.205" (維持されな
い)、"1.0.3"、"2.2.0"、または "2.4.0" です。この値を設定しないと、RunJobFlow 呼び出しで
AmiVersion パラメータが設定されていない限り、デフォルトの 0.18 が使用されます。この場合、
その AMI バージョン用の Hadoop のデフォルトバージョンが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
KeepJobFlowAliveWhenNoSteps
すべてのステップが完了した後でクラスターが利用可能かどうかを指定します。デフォルトは true
です。クラスター終了の設定の詳細については、EMR 管理ガイドの「クラスターの終了を制御する」
をご参照ください。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
MasterInstanceFleet
インスタンスフリート設定でクラスターを使用する場合のマスターインスタンスフリートの EC2 イン
スタンスとインスタンス設定について記述します。
必須: いいえ
タイプ: InstanceFleetConfig (p. 3212)
Update requires: Replacement
MasterInstanceGroup
ユニフォームインスタンスグループ設定でクラスターを使用する場合のマスターインスタンスグルー
プの EC2 インスタンスおよびインスタンス設定について記述します。
必須: いいえ
タイプ: InstanceGroupConfig (p. 3215)
Update requires: Replacement
Placement
クラスターが実行しているアベイラビリティーゾーン。
必須: いいえ
タイプ: PlacementType (p. 3228)
Update requires: Replacement
ServiceAccessSecurityGroup
Amazon EMR サービスが VPC プライベートサブネット内のクラスターにアクセスするための
Amazon EC2 セキュリティグループの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
TerminationProtected
Amazon EC2 インスタンスが API コール、ユーザー介入、ジョブフローエラーの発生によって終了さ
れないようにクラスターをロックするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster KerberosAttributes
KerberosAttributes は、AWS::EMR::Cluster リソースのプロパティです。KerberosAttributes
は、セキュリティ設定を使用して、Kerberos 認証が有効になっているときの Kerberos 設定の属性を指定
します。クラスター固有の設定には、セキュリティ設定との互換性が必要です。詳しくは、EMR 管理ガイ
ドの「Kerberos 認証の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ADDomainJoinPassword" : String,
"ADDomainJoinUser" : String,
"CrossRealmTrustPrincipalPassword" : String,
"KdcAdminPassword" : String,
"Realm" : String

YAML
ADDomainJoinPassword: String
ADDomainJoinUser: String
CrossRealmTrustPrincipalPassword: String
KdcAdminPassword: String
Realm: String

プロパティ
ADDomainJoinPassword
ADDomainJoinUser の Active Directory パスワードです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
ADDomainJoinUser
Active Directory ドメインを使用して、クロス領域信頼を確立する場合にのみ必要。リソースをドメイ
ンに参加させるのに十分な特権を持つユーザー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
CrossRealmTrustPrincipalPassword
異なる領域の KDC で、クロス領域信頼を確立する場合にのみ必要。クロス領域プリンシパルのパス
ワード。領域内では同一である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
KdcAdminPassword
クラスター専用 KDC 上の kadmin サービスのためにクラスター内で使用されるパスワード。これは、
クラスターの Kerberos プリンシパル、パスワードポリシー、およびキータブを管理します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
Realm
クラスター内のすべてのノードが属する Kerberos 領域の名前。たとえば、EC2.INTERNAL と指定し
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster KeyValue
KeyValue は、HadoopJarStepConfig プロパティタイプのサブプロパティです。KeyValue は、パラ
メータをステップに渡すために使用されます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアの一意な識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
Value
識別されたキーの値の部分。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster ManagedScalingPolicy
Amazon EMR クラスターのマネージドスケーリングポリシー。このポリシーは、クラスターに対して追加
または終了できるリソースの制限数を指定します。ポリシーは、コアノードとタスクノードのみに適用さ
れます。初期設定後にマスターノードのスケーリングを行うことはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ComputeLimits" : ComputeLimits (p. 3206)

YAML
ComputeLimits:
ComputeLimits (p. 3206)

プロパティ
ComputeLimits
マネージドスケーリングポリシーの EC2 ユニットの制限。クラスターのマネージドスケーリングアク
ティビティ (規模の拡大や縮小) は、これらの制限を上回ったり下回ったりすることはできません。制
限は、コアノードとタスクノードのみに適用されます。初期設定後にマスターノードのスケーリング
を行うことはできません。
必須: いいえ
タイプ: ComputeLimits (p. 3206)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster MetricDimension
MetricDimension は、CloudWatchAlarmDefinition プロパティタイプのサブプロパティで
す。MetricDimension は、CloudWatch ディメンションを指定します。このディメンションは、Key
と Value のペアで指定します。このキーは、CloudWatch の Name として知られています。デフォ
ルトでは、Amazon EMR は Key が JobFlowID で、Value がクラスター ID を表す変数である
${emr.clusterId} の 1 つのディメンションを使用します。これにより、クラスターの作成時にクラス
ター ID が使用可能になったときに EMR の自動スケーリングルールがブートストラップできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
ディメンション名。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
ディメンション値
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster OnDemandProvisioningSpecification
インスタンスフリートのオンデマンドインスタンスの起動仕様。配分戦略を決定します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。オンデマンドインスタンスの配分戦略は、Amazon EMR バージョン 5.12.1 以
降で使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllocationStrategy" : String

YAML
AllocationStrategy: String

プロパティ
AllocationStrategy
オンデマンドインスタンスフリートの起動に使用する戦略を指定します。現在、唯一のオプションは
lowest-price (デフォルト) で、最低料金が最初に起動されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: lowest-price
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster PlacementType
PlacementType は、AWS::EMR::Cluster リソースのプロパティです。PlacementType は、クラス
ターの Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン設定 (ジョブフロー) を決定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailabilityZone" : String

YAML
AvailabilityZone: String

プロパティ
AvailabilityZone
クラスターの Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン。AvailabilityZone は統一インスタンスグ
ループに使用され、AvailabilityZones (複数) はインスタンスフリートに使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

AWS::EMR::Cluster ScalingAction
ScalingAction は、ScalingRule プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingAction は、ト
リガーされたときに自動スケーリングアクティビティが実行する調整のタイプ、およびその調整の周期性
を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Market" : String,
"SimpleScalingPolicyConfiguration" : SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3233)

YAML
Market: String
SimpleScalingPolicyConfiguration:
SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3233)
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プロパティ
Market
インスタンスグループでは使用できません。インスタンスグループは、グループに対して指定された
市場タイプを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: No interruption
SimpleScalingPolicyConfiguration
トリガーされたときに自動スケーリングアクティビティが実行する調整のタイプ、およびその調整の
周期性。
必須: はい
タイプ: SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3233)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster ScalingConstraints
ScalingConstraints は、AutoScalingPolicy プロパティタイプのサブプロパティで
す。ScalingConstraints は、自動スケーリングポリシーの上限または下限 EC2 インスタンス制限を定
義します。自動スケーリングルールによってトリガーされた自動スケーリングアクティビティによって、
インスタンスグループがこれらの制限を超えたり下回ったりすることはありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer

YAML
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer

プロパティ
MaxCapacity
インスタンスグループ内の EC2 インスタンスの上限。これを超えるスケーリングアクティビティの拡
大は許可されていません。スケールアウトアクティビティでは、この境界を超えてインスタンスが追
加されることはありません。
必須: はい
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
インスタンスグループ内の EC2 インスタンスの下限。これ以下ではスケーリングアクティビティの縮
小は許可されていません。スケールインアクティビティがこの境界以下でインスタンスを削除するこ
とはありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster ScalingRule
ScalingRule は、AutoScalingPolicy プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingRule は、
アクティビティをトリガーする CloudWatch メトリクスアラーム、EC2 インスタンスの追加または削除方
法、調整の周期性など、スケーリングアクティビティのスケールインまたはスケールアウトルールを定義
します。インスタンスグループの自動スケーリングポリシーは、1 つ以上の自動スケーリングルールを含
むことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : ScalingAction (p. 3229),
"Description" : String,
"Name" : String,
"Trigger" : ScalingTrigger (p. 3232)

YAML
Action:
ScalingAction (p. 3229)
Description: String
Name: String
Trigger:
ScalingTrigger (p. 3232)

プロパティ
Action
自動スケーリングアクティビティをトリガーする条件。
必須: はい
タイプ: ScalingAction (p. 3229)
Update requires: No interruption
Description
自動スケーリングルールのわかりやすく、より詳細な説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
自動スケーリングルールを識別するために使用する名前。ルール名はスケーリングポリシー内で一意
である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Trigger
いつ自動スケーリングアクティビティをトリガーするかを決定する CloudWatch アラームの定義。
必須: はい
タイプ: ScalingTrigger (p. 3232)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster ScalingTrigger
ScalingTrigger は、ScalingRule プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingTrigger は、
自動スケーリングアクティビティをトリガーする条件を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchAlarmDefinition" : CloudWatchAlarmDefinition (p. 3204)

YAML
CloudWatchAlarmDefinition:
CloudWatchAlarmDefinition (p. 3204)

プロパティ
CloudWatchAlarmDefinition
CloudWatch メトリクスアラームの定義。定義されたアラーム条件が他のトリガーパラメータととも
に満たされると、スケーリングアクティビティが開始されます。
必須: はい
タイプ: CloudWatchAlarmDefinition (p. 3204)
Update requires: No interruption
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AWS::EMR::Cluster ScriptBootstrapActionConfig
ScriptBootstrapActionConfig は、BootstrapActionConfig プロパティタイプのサブプロパティ
です。ScriptBootstrapActionConfig は、オープンソースのビッグデータアプリケーションをインス
トールする前に、EMR がすべてのクラスターノードで実行するブートストラップスクリプトの引数と場所
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Args" : [ String, ... ],
"Path" : String

YAML
Args:
- String
Path: String

プロパティ
Args
ブートストラップアクションスクリプトに渡すコマンドライン引数のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Path
ブートストラップアクション中に実行するスクリプトの Amazon S3 内の場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster SimpleScalingPolicyConfiguration
SimpleScalingPolicyConfiguration は、ScalingAction プロパティタイプのサブプロパティで
す。SimpleScalingPolicyConfiguration は、自動スケーリングアクションがインスタンスを追加ま
たは削除する方法、クールダウン期間、CloudWatch メトリクスのアラーム条件が満たされるたびに追加
される EC2 インスタンスの数を決定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdjustmentType" : String,
"CoolDown" : Integer,
"ScalingAdjustment" : Integer

YAML
AdjustmentType: String
CoolDown: Integer
ScalingAdjustment: Integer

プロパティ
AdjustmentType
スケーリングアクティビティがトリガーされるたびに EC2 インスタンスが追加
(ScalingAdjustment が正数の場合) または終了 (ScalingAdjustment が負数の場
合)。CHANGE_IN_CAPACITY はデフォルトです。CHANGE_IN_CAPACITY は、EC2 インスタンス
数が ScalingAdjustment ずつ増加または減少することを示します。これは整数の必要がありま
す。PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY は、インスタンス数が ScalingAdjustment で指定された
割合で増加または減少することを示します。これは整数の必要がありますたとえば、20 は、クラス
ター容量が 20% 増加することを示します。EXACT_CAPACITY は、スケーリングアクティビティが
ScalingAdjustment で指定された EC2 インスタンスの数を持つインスタンスグループになること
を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CHANGE_IN_CAPACITY | EXACT_CAPACITY | PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY
Update requires: No interruption
CoolDown
スケーリングアクティビティが完了してから、トリガー関連の他のスケーリングアクティビティを開
始できるようになるまでの時間 (秒)。デフォルト値は 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScalingAdjustment
指定された AdjustmentType に基づいて、スケールインまたはスケールアウトする量。正の値
は、インスタンスグループの EC2 インスタンス数に加算され、負の数はインスタンスを削除しま
す。AdjustmentType が EXACT_CAPACITY に設定されている場合、その数は正の整数のみで
す。AdjustmentType が PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY に設定されている場合、値は割合を整
数で表します。たとえば、-20 は、クラスター容量の 20% の低下を示しています。
必須: はい
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster SpotProvisioningSpecification
SpotProvisioningSpecification は、InstanceFleetProvisioningSpecifications プロパ
ティタイプのサブプロパティです。SpotProvisioningSpecification は、インスタンスフリート内
のスポットインスタンスの起動条件を決定し、定義期間とプロビジョニングのタイムアウト動作が含まれ
ます。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"BlockDurationMinutes" : Integer,
"TimeoutAction" : String,
"TimeoutDurationMinutes" : Integer

YAML
AllocationStrategy: String
BlockDurationMinutes: Integer
TimeoutAction: String
TimeoutDurationMinutes: Integer

プロパティ
AllocationStrategy
スポットインスタンスフリートの起動に使用する戦略を指定します。現在、オプションは容量最適化
(デフォルト) のみです。このオプションでは、起動するインスタンスの数に応じた最適な容量のイン
スタンスをスポットインスタンスプールから起動します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-optimized
Update requires: No interruption
BlockDurationMinutes
スポットインスタンス (スポットブロックとも呼ばれます) の定義済み期間 (分)。指定すると、スポッ
トインスタンスは定義された期間が終了するまで終了せず、定義された期間スポットインスタンスの
料金が適用されます。有効な値は、60、120、180、240、300、360 です。スポットインスタンスが
インスタンス ID を受け取るとすぐに、期間が始まります。期間の終了時、Amazon EC2 はスポット
インスタンスを終了対象としてマークし、スポットインスタンスの終了通知を表示します。それによ
り、インスタンスには終了前に 2 分間の警告が与えられます。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
TimeoutAction
TimeoutDurationMinutes が有効期限切れになったときに TargetSpotCapacity が満た
されていない場合、つまり、すべてのスポットインスタンスが、スポットプロビジョニング
のタイムアウトまでにプロビジョニングされなかった場合に、取るべきアクション。有効な値
は、TERMINATE_CLUSTER および SWITCH_TO_ON_DEMAND です。SWITCH_TO_ON_DEMAND は、
利用可能なスポットインスタンスがない場合は、残りのスポット容量を満たすためにオンデマンドイ
ンスタンスをプロビジョニングするように指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SWITCH_TO_ON_DEMAND | TERMINATE_CLUSTER
Update requires: No interruption
TimeoutDurationMinutes
スポットプロビジョニングのタイムアウト期間 (分)。スポットインスタンスがこの期間内にプロビ
ジョニングされなかった場合、TimeOutAction が実行されます。最小値は 5 で、最大値は 1440 で
す。タイムアウトは、クラスターが最初に作成されたときの初期プロビジョニング中にのみ適用され
ます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster StepConfig
StepConfig は AWS::EMR::Cluster リソースのプロパティです。StepConfig プロパティタイプは、
マスターノードでのみ実行されるクラスター (ジョブフロー) ステップを指定します。ステップは、データ
処理ジョブをクラスターに送信するために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ActionOnFailure" : String,
"HadoopJarStep" : HadoopJarStepConfig (p. 3210),
"Name" : String

YAML
ActionOnFailure: String
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HadoopJarStep:
HadoopJarStepConfig (p. 3210)
Name: String

プロパティ
ActionOnFailure
クラスターステップが失敗した場合に行うアクション。指定できる値は CANCEL_AND_WAIT および
CONTINUE です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HadoopJarStep
ステップに使用される JAR ファイル。
必須: はい
タイプ: HadoopJarStepConfig (p. 3210)
Update requires: No interruption
Name
ステップの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption

AWS::EMR::Cluster VolumeSpecification
VolumeSpecification は、EbsBlockDeviceConfig プロパティタイプのサブプロパティで
す。VolumeSecification は、EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのボリュームタイ
プ、IOPS、およびサイズ (GiB) を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Iops" : Integer,
"SizeInGB" : Integer,
"VolumeType" : String
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YAML
Iops: Integer
SizeInGB: Integer
VolumeType: String

プロパティ
Iops
ボリュームがサポートする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SizeInGB
ギガバイナリバイト (GiB) 単位のボリュームサイズ。1 ～ 1024 の数値を指定できます。ボリュームタ
イプが EBS - 最適化である場合、最小値は 10 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。サポートされているボリュームタイプは、gp2、io1、standard です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceFleetConfig
InstanceFleetConfig を使用して、EMR クラスターのインスタンスフリートを定義します。1 つのク
ラスターが、インスタンスフリートとインスタンスグループの両方を使用することはできません。詳細に
ついては、Amazon EMR 管理ガイドのインスタンスフリートを設定するを参照してください。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EMR::InstanceFleetConfig",
"Properties" : {
"ClusterId" : String,
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}

}

"InstanceFleetType" : String,
"InstanceTypeConfigs" : [ InstanceTypeConfig (p. 3245), ... ],
"LaunchSpecifications" : InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3244),
"Name" : String,
"TargetOnDemandCapacity" : Integer,
"TargetSpotCapacity" : Integer

YAML
Type: AWS::EMR::InstanceFleetConfig
Properties:
ClusterId: String
InstanceFleetType: String
InstanceTypeConfigs:
- InstanceTypeConfig (p. 3245)
LaunchSpecifications:
InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3244)
Name: String
TargetOnDemandCapacity: Integer
TargetSpotCapacity: Integer

プロパティ
ClusterId
EMR クラスターの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceFleetType
インスタンスフリートがホストするノードタイプ。
許可された値: TASK
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceTypeConfigs
InstanceTypeConfigs は、Amazon EMR がオンデマンドおよびスポットターゲット容量を満たす
ためにプロビジョニングを試みる EC2 インスタンスを決定します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降
でのみ使用できます。
必須: いいえ
タイプ: InstanceTypeConfig (p. 3245) のリスト
Update requires: Replacement
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LaunchSpecifications
インスタンスフリートの起動仕様。
必須: いいえ
タイプ: InstanceFleetProvisioningSpecifications (p. 3244)
Update requires: Replacement
Name
インスタンスフリートのわかりやすい名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
TargetOnDemandCapacity
インスタンスフリートのオンデマンドユニットのターゲット容量。プロビジョニングするオンデ
マンドインスタンスの数を決定します。インスタンスフリートが起動すると、Amazon EMR は
InstanceTypeConfig で指定されているようにオンデマンドインスタンスをプロビジョニングしよ
うとします。各インスタンス設定には、指定された WeightedCapacity が含まれています。オンデ
マンドインスタンスがプロビジョニングされると、WeightedCapacity ユニットはターゲット容量
にカウントされます。Amazon EMR は、ターゲット容量が完全に満たされるまでインスタンスをプロ
ビジョニングします。これは、超過を生じさせる場合であっても同様です。例えば、容量を満たすた
めに 2 つのユニットがあり、Amazon EMR が 5 ユニットの WeightedCapacity でのみインスタン
スをプロビジョニングできる場合でも、インスタンスはプロビジョニングされ、ターゲット容量は 3
ユニット超過になります。

Note
指定しなかった場合、または 0 に設定した場合は、TargetSpotCapacity を使
用してインスタンスフリートにスポットインスタンスのみがプロビジョニングさ
れます。TargetSpotCapacity と TargetOnDemandCapacity の少なくとも
一方は 0 より大きくなければなりません。マスターインスタンスフリートの場合
は、TargetSpotCapacity と TargetOnDemandCapacity のどちらか一方しか指定でき
ず、その値は 1 でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
TargetSpotCapacity
インスタンスフリートのスポットユニットのターゲット容量。プロビジョニングするスポッ
トインスタンスの数を決定します。インスタンスフリートが起動すると、Amazon EMR は
InstanceTypeConfig で指定されているようにスポットインスタンスをプロビジョニングしようと
します。各インスタンス設定には、指定された WeightedCapacity が含まれています。スポットイ
ンスタンスがプロビジョニングされると、WeightedCapacity ユニットはターゲット容量にカウン
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トされます。Amazon EMR は、ターゲット容量が完全に満たされるまでインスタンスをプロビジョニ
ングします。これは、超過を生じさせる場合であっても同様です。例えば、容量を満たすために 2 つ
のユニットがあり、Amazon EMR が 5 ユニットの WeightedCapacity でのみインスタンスをプロ
ビジョニングできる場合でも、インスタンスはプロビジョニングされ、ターゲット容量は 3 ユニット
超過になります。

Note
指定しなかった場合、または 0 に設定した場合は、インスタンスフリートにオン
デマンドインスタンスのみがプロビジョニングされます。TargetSpotCapacity
と TargetOnDemandCapacity の少なくとも一方は 0 より大きくなければなり
ません。マスターインスタンスフリートの場合は、TargetSpotCapacity と
TargetOnDemandCapacity のどちらか一方しか指定できず、その値は 1 でなければなりま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: は、インスタンスフリート
の ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::EMR::InstanceFleetConfig Configuration
Note
Amazon EMR リリース 4.0 以降でのみ使用されます。
Configuration は、設定オプションの設定を指定し、オープンソースのビッグデータアプリケーション
および環境パラメータをカスタマイズするためのオプションの設定を指定します。設定は、分類、プロパ
ティ、オプションの入れ子になっている設定で構成されています。分類とは、アプリケーション固有の設
定ファイルのことです。プロパティは、そのファイル内で変更する設定です。詳細については、Amazon
EMR リリースガイドのアプリケーションの設定を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Classification" : String,
"ConfigurationProperties" : {Key : Value, ...},
"Configurations" : [ Configuration (p. 3241), ... ]

YAML
Classification: String
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ConfigurationProperties:
Key : Value
Configurations:
- Configuration (p. 3241)

プロパティ
Classification
設定内の分類。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConfigurationProperties
設定分類では、設定ファイル内で変更する設定を表す一連のプロパティです。重複は許可されませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Configurations
設定オブジェクト内に適用する追加の設定のリスト。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3241) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceFleetConfig EbsBlockDeviceConfig
EbsBlockDeviceConfig は、EbsConfiguration プロパティタイプのサブプロパティで
す。EbsBlockDeviceConfig は、EBS ボリュームの数およびタイプを定義して EMR クラスター内のす
べての EC2 インスタンスに関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VolumeSpecification" : VolumeSpecification (p. 3249),
"VolumesPerInstance" : Integer

YAML
VolumeSpecification:
VolumeSpecification (p. 3249)
VolumesPerInstance: Integer
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プロパティ
VolumeSpecification
EBS ボリューム仕様。クラスター内の EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームに要求さ
れるボリュームタイプ、IOPS、サイズ (GiB) などが含まれます。
必須: はい
タイプ: VolumeSpecification (p. 3249)
Update requires: Replacement
VolumesPerInstance
インスタンスグループの各インスタンスに関連する、特定のボリューム設定済みの EBS ボリューム
数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceFleetConfig EbsConfiguration
EbsConfiguration は、EMR クラスターインスタンスにアタッチする EBS ボリュームを決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EbsBlockDeviceConfigs" : [ EbsBlockDeviceConfig (p. 3242), ... ],
"EbsOptimized" : Boolean

YAML
EbsBlockDeviceConfigs:
- EbsBlockDeviceConfig (p. 3242)
EbsOptimized: Boolean

プロパティ
EbsBlockDeviceConfigs
クラスターインスタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリューム仕様の配列。
必須: いいえ
タイプ: EbsBlockDeviceConfig (p. 3242) のリスト
Update requires: Replacement
EbsOptimized
Amazon EBS ボリュームが EBS によって最適化されているかどうかを示します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceFleetConfig InstanceFleetProvisioningSpecifications
Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。
InstanceTypeConfig は、InstanceFleetConfig のサブプロパティです。InstanceTypeConfig
は、Amazon EMR がオンデマンドおよびスポットターゲット容量を満たすためにプロビジョニングを試み
る EC2 インスタンスを決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnDemandSpecification" : OnDemandProvisioningSpecification (p. 3247),
"SpotSpecification" : SpotProvisioningSpecification (p. 3247)

YAML
OnDemandSpecification:
OnDemandProvisioningSpecification (p. 3247)
SpotSpecification:
SpotProvisioningSpecification (p. 3247)

プロパティ
OnDemandSpecification
インスタンスフリートのオンデマンドインスタンスの起動仕様。配分戦略を決定します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降
でのみ使用できます。オンデマンドインスタンスの配分戦略は、Amazon EMR バージョン
5.12.1 以降で使用できます。
必須: いいえ
タイプ: OnDemandProvisioningSpecification (p. 3247)
Update requires: No interruption
SpotSpecification
フリート内のスポットインスタンスの起動条件、定義期間、プロビジョニングのタイムアウト動作、
配分戦略を決定します。
必須: いいえ
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タイプ: SpotProvisioningSpecification (p. 3247)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceFleetConfig InstanceTypeConfig
InstanceType config は、InstanceFleetConfig のサブプロパティです。インスタンスタイプ設定
は、インスタンスフリートの各インスタンスタイプを指定します。この構成は、Amazon EMR がオンデマ
ンドおよびスポットターゲット容量を満たすためにプロビジョニングを試みる EC2 インスタンスを決定し
ます。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BidPrice" : String,
"BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice" : Double,
"Configurations" : [ Configuration (p. 3241), ... ],
"EbsConfiguration" : EbsConfiguration (p. 3243),
"InstanceType" : String,
"WeightedCapacity" : Integer

YAML
BidPrice: String
BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice: Double
Configurations:
- Configuration (p. 3241)
EbsConfiguration:
EbsConfiguration (p. 3243)
InstanceType: String
WeightedCapacity: Integer

プロパティ
BidPrice
InstanceType で定義された各 EC2 スポットインスタンスタイプの入札価格。USD で表さ
れます。BidPrice も BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice も指定されなかった場
合、BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice はデフォルトの 100％ になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
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Update requires: Replacement
BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice
InstanceType で定義された各 EC2 スポットインスタンスの入札価格 (オンデマ
ンド価格のパーセンテージ)。数値で表されます (たとえば、20 は 20％ を示しま
す)。BidPrice も BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice も指定されなかった場
合、BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice はデフォルトの 100％ になります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
Configurations

Note
Amazon EMR リリース 4.x 以降。
クラスターインスタンスをプロビジョニングするときに使用されるオプションの設定仕様。Amazon
EMR にバンドルされているアプリケーションおよびソフトウェアの設定を含めることができます。
設定は、分類、プロパティ、オプションの入れ子になっている設定で構成されています。分類とは、
アプリケーション固有の設定ファイルのことです。プロパティは、そのファイル内で変更する設定で
す。詳細については、「アプリケーションの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3241) のリスト
Update requires: Replacement
EbsConfiguration
InstanceType で定義された各インスタンスにアタッチされる Amazon Elastic Block Store (Amazon
EBS) の設定。
必須: いいえ
タイプ: EbsConfiguration (p. 3243)
Update requires: Replacement
InstanceType
EC2 インスタンスタイプ (m3.xlarge など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
WeightedCapacity
InstanceFleetConfig で定義されたターゲット容量を満たすために、このタイプのプロビジョニ
ングされたインスタンスが提供するユニットの数。この値は、マスターインスタンスフリートの場合
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は 1、コアインスタンスおよびタスクインスタンスフリートの場合は 1 以上である必要があります。
未指定の場合のデフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceFleetConfig OnDemandProvisioningSpecification
インスタンスフリートのオンデマンドインスタンスの起動仕様。配分戦略を決定します。

Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。オンデマンドインスタンスの配分戦略は、Amazon EMR バージョン 5.12.1 以
降で使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllocationStrategy" : String

YAML
AllocationStrategy: String

プロパティ
AllocationStrategy
オンデマンドインスタンスフリートの起動に使用する戦略を指定します。現在、唯一のオプションは
lowest-price (デフォルト) で、最低料金が最初に起動されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: lowest-price
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceFleetConfig SpotProvisioningSpecification
SpotProvisioningSpecification は、InstanceFleetProvisioningSpecifications プロパ
ティタイプのサブプロパティです。SpotProvisioningSpecification は、インスタンスフリート内
のスポットインスタンスの起動条件を決定し、定義期間とプロビジョニングのタイムアウト動作が含まれ
ます。
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Note
インスタンスフリート設定は、5.0.x バージョンを除く Amazon EMR バージョン 4.8.0 以降での
み使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllocationStrategy" : String,
"BlockDurationMinutes" : Integer,
"TimeoutAction" : String,
"TimeoutDurationMinutes" : Integer

YAML
AllocationStrategy: String
BlockDurationMinutes: Integer
TimeoutAction: String
TimeoutDurationMinutes: Integer

プロパティ
AllocationStrategy
スポットインスタンスフリートの起動に使用する戦略を指定します。現在、オプションは容量最適化
(デフォルト) のみです。このオプションでは、起動するインスタンスの数に応じた最適な容量のイン
スタンスをスポットインスタンスプールから起動します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: capacity-optimized
Update requires: No interruption
BlockDurationMinutes
スポットインスタンス (スポットブロックとも呼ばれます) の定義済み期間 (分)。指定すると、スポッ
トインスタンスは定義された期間が終了するまで終了せず、定義された期間スポットインスタンスの
料金が適用されます。有効な値は、60、120、180、240、300、360 です。スポットインスタンスが
インスタンス ID を受け取るとすぐに、期間が始まります。期間の終了時、Amazon EC2 はスポット
インスタンスを終了対象としてマークし、スポットインスタンスの終了通知を表示します。それによ
り、インスタンスには終了前に 2 分間の警告が与えられます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
TimeoutAction
TimeoutDurationMinutes が有効期限切れになったときに TargetSpotCapacity が満た
されていない場合、つまり、すべてのスポットインスタンスが、スポットプロビジョニング
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のタイムアウトまでにプロビジョニングされなかった場合に、取るべきアクション。有効な値
は、TERMINATE_CLUSTER および SWITCH_TO_ON_DEMAND です。SWITCH_TO_ON_DEMAND は、
利用可能なスポットインスタンスがない場合は、残りのスポット容量を満たすためにオンデマンドイ
ンスタンスをプロビジョニングするように指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SWITCH_TO_ON_DEMAND | TERMINATE_CLUSTER
Update requires: No interruption
TimeoutDurationMinutes
スポットプロビジョニングのタイムアウト期間 (分)。スポットインスタンスがこの期間内にプロビ
ジョニングされなかった場合、TimeOutAction が実行されます。最小値は 5 で、最大値は 1440 で
す。タイムアウトは、クラスターが最初に作成されたときの初期プロビジョニング中にのみ適用され
ます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceFleetConfig VolumeSpecification
VolumeSpecification は、EbsBlockDeviceConfig プロパティタイプのサブプロパティで
す。VolumeSecification は、EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのボリュームタイ
プ、IOPS、およびサイズ (GiB) を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Iops" : Integer,
"SizeInGB" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
Iops: Integer
SizeInGB: Integer
VolumeType: String

プロパティ
Iops
ボリュームがサポートする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: Replacement
SizeInGB
ギガバイナリバイト (GiB) 単位のボリュームサイズ。1 ～ 1024 の数値を指定できます。ボリュームタ
イプが EBS - 最適化である場合、最小値は 10 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
VolumeType
ボリュームタイプ。サポートされているボリュームタイプは、gp2、io1、standard です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceGroupConfig
InstanceGroupConfig を使用して、EMR クラスターのインスタンスグループを定義します。1 つのク
ラスターが、インスタンスグループとインスタンスフリートの両方を使用することはできません。詳細に
ついては、Amazon EMR 管理ガイド のインスタンスフリートまたはユニフォームインスタンスグループ
でクラスターを作成するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMR::InstanceGroupConfig",
"Properties" : {
"AutoScalingPolicy" : AutoScalingPolicy (p. 3256),
"BidPrice" : String,
"Configurations" : [ Configuration (p. 3259), ... ],
"EbsConfiguration" : EbsConfiguration (p. 3261),
"InstanceCount" : Integer,
"InstanceRole" : String,
"InstanceType" : String,
"JobFlowId" : String,
"Market" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::EMR::InstanceGroupConfig
Properties:
AutoScalingPolicy:
AutoScalingPolicy (p. 3256)
BidPrice: String
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Configurations:
- Configuration (p. 3259)
EbsConfiguration:
EbsConfiguration (p. 3261)
InstanceCount: Integer
InstanceRole: String
InstanceType: String
JobFlowId: String
Market: String
Name: String

プロパティ
AutoScalingPolicy
AutoScalingPolicy は、InstanceGroupConfig のサブプロパティです。AutoScalingPolicy
は、CloudWatch メトリクスの値に応じてインスタンスグループが動的に EC2 インスタンスを追加お
よび終了する方法を定義します。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのAmazon EMR で自動
スケーリングを使用するを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AutoScalingPolicy (p. 3256)
Update requires: No interruption
BidPrice
指定した場合、インスタンスグループがスポットインスタンスを使用することを示します。これは、
スポットインスタンスに対して支払える料金の上限です。オンデマンド料金と同じ金額を設定する場
合は、OnDemandPrice を指定します。または、金額を USD で指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Configurations

Note
Amazon EMR リリース 4.x 以降。
EMR クラスターのインスタンスグループに渡される設定のリスト。インスタンスグループ (マス
ター、コア、タスク) ごとに別々の設定を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3259) のリスト
Update requires: Replacement
EbsConfiguration
EbsConfiguration は、EMR クラスターインスタンスにアタッチする EBS ボリュームを決定しま
す。
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必須: いいえ
タイプ: EbsConfiguration (p. 3261)
Update requires: Replacement
InstanceCount
インスタンスグループのインスタンスの目標数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceRole
クラスターのインスタンスグループのロール。
許可された値: TASK
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceType
インスタンスグループを構成するすべてのインスタンスの EC2 インスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
JobFlowId
このインスタンスグループに関連付ける Amazon EMR クラスターの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Market
クラスターノードの作成に使用される EC2 インスタンスの Market タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: Replacement
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Name
インスタンスグループに付けられたわかりやすい名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : インスタンスグループの
ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
インスタンスグループ設定仕様の例。

タスクインスタンスグループの追加
次の例では、TestCluster という名前のクラスターにタスクインスタンスグループを追加します。

JSON
"TestInstanceGroupConfig": {
"Type": "AWS: : EMR: : InstanceGroupConfig",
"Properties": {
"InstanceCount": 2,
"InstanceType": "m3.xlarge",
"InstanceRole": "TASK",
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask2",
"JobFlowId": {
"Ref": "cluster"
}
}
}

YAML
TestInstanceGroupConfig:
Properties:
InstanceCount: 2
InstanceRole: TASK
InstanceType: m3.xlarge
JobFlowId:
Ref: cluster
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask2
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Type: "AWS::EMR::InstanceGroupConfig"

自動スケーリングポリシーの指定
次の例では、AutoScalingPolicy リソースの InstanceGroupConfig を定義します。

JSON
"MyInstanceGroupConfig": {
"Type": "AWS::EMR::InstanceGroupConfig",
"Properties": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
},
"InstanceRole": "TASK",
"Market": "ON_DEMAND",
"Name": "cfnTask",
"JobFlowId": {
"Ref": "MyCluster"
},
"AutoScalingPolicy": {
"Constraints": {
"MinCapacity": {
"Ref": "MinCapacity"
},
"MaxCapacity": {
"Ref": "MaxCapacity"
}
},
"Rules": [
{
"Name": "Scale-out",
"Description": "Scale-out policy",
"Action": {
"SimpleScalingPolicyConfiguration": {
"AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
"ScalingAdjustment": 1,
"CoolDown": 300
}
},
"Trigger": {
"CloudWatchAlarmDefinition": {
"Dimensions": [
{
"Key": "JobFlowId",
"Value": "${emr.clusterId}"
}
],
"EvaluationPeriods": 1,
"Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
"Period": 300,
"ComparisonOperator": "LESS_THAN",
"Statistic": "AVERAGE",
"Threshold": 15,
"Unit": "PERCENT",
"MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage"
}
}
},
{
"Name": "Scale-in",
"Description": "Scale-in policy",
"Action": {

API バージョン 2010-05-15
3254

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR
"SimpleScalingPolicyConfiguration": {
"AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
"ScalingAdjustment": -1,
"CoolDown": 300
}

}

}

}

]

}

},
"Trigger": {
"CloudWatchAlarmDefinition": {
"Dimensions": [
{
"Key": "JobFlowId",
"Value": "${emr.clusterId}"
}
],
"EvaluationPeriods": 1,
"Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
"Period": 300,
"ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
"Statistic": "AVERAGE",
"Threshold": 75,
"Unit": "PERCENT",
"MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage"
}
}

YAML
MyInstanceGroupConfig:
Type: 'AWS::EMR::InstanceGroupConfig'
Properties:
InstanceCount: 1
InstanceType: !Ref InstanceType
InstanceRole: TASK
Market: ON_DEMAND
Name: cfnTask
JobFlowId: !Ref MyCluster
AutoScalingPolicy:
Constraints:
MinCapacity: !Ref MinCapacity
MaxCapacity: !Ref MaxCapacity
Rules:
- Name: Scale-out
Description: Scale-out policy
Action:
SimpleScalingPolicyConfiguration:
AdjustmentType: CHANGE_IN_CAPACITY
ScalingAdjustment: 1
CoolDown: 300
Trigger:
CloudWatchAlarmDefinition:
Dimensions:
- Key: JobFlowId
Value: '${emr.clusterId}'
EvaluationPeriods: 1
Namespace: AWS/ElasticMapReduce
Period: 300
ComparisonOperator: LESS_THAN
Statistic: AVERAGE
Threshold: 15
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Unit: PERCENT
MetricName: YARNMemoryAvailablePercentage
- Name: Scale-in
Description: Scale-in policy
Action:
SimpleScalingPolicyConfiguration:
AdjustmentType: CHANGE_IN_CAPACITY
ScalingAdjustment: -1
CoolDown: 300
Trigger:
CloudWatchAlarmDefinition:
Dimensions:
- Key: JobFlowId
Value: '${emr.clusterId}'
EvaluationPeriods: 1
Namespace: AWS/ElasticMapReduce
Period: 300
ComparisonOperator: GREATER_THAN
Statistic: AVERAGE
Threshold: 75
Unit: PERCENT
MetricName: YARNMemoryAvailablePercentage

AWS::EMR::InstanceGroupConfig AutoScalingPolicy
AutoScalingPolicy は、CloudWatch メトリクスの値に応じてインスタンスグループが動的に EC2
インスタンスを追加および終了する方法を定義します。詳細については、Amazon EMR 管理ガイ
ドのAmazon EMR で自動スケーリングを使用するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Constraints" : ScalingConstraints (p. 3263),
"Rules" : [ ScalingRule (p. 3264), ... ]

YAML
Constraints:
ScalingConstraints (p. 3263)
Rules:
- ScalingRule (p. 3264)

プロパティ
Constraints
自動スケーリングポリシーの上限または下限 EC2 インスタンスの制限。自動スケーリングアクティビ
ティでは、インスタンスグループがこれらの上限を超えたり下回ったりすることはありません。
必須: はい
タイプ: ScalingConstraints (p. 3263)
Update requires: No interruption
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Rules
自動スケーリングポリシーを構成するスケールインおよびスケールアウトのルール。
必須: はい
タイプ: ScalingRule (p. 3264) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig CloudWatchAlarmDefinition
CloudWatchAlarmDefinition は、ScalingTrigger プロパティのサブプロパティであり、いつ自動
スケーリングアクティビティをトリガーするかを決定します。スケーリングアクティビティは、定義され
たアラーム条件を満たした時点から開始されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"Dimensions" : [ MetricDimension (p. 3262), ... ],
"EvaluationPeriods" : Integer,
"MetricName" : String,
"Namespace" : String,
"Period" : Integer,
"Statistic" : String,
"Threshold" : Double,
"Unit" : String

YAML
ComparisonOperator: String
Dimensions:
- MetricDimension (p. 3262)
EvaluationPeriods: Integer
MetricName: String
Namespace: String
Period: Integer
Statistic: String
Threshold: Double
Unit: String

プロパティ
ComparisonOperator
MetricName で指定されたメトリクスと Threshold で指定された値を比較する方法を決めます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL | LESS_THAN |
LESS_THAN_OR_EQUAL
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Update requires: No interruption
Dimensions
CloudWatch メトリクスディメンション。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 3262) のリスト
Update requires: No interruption
EvaluationPeriods
5 分単位で表された期間の数値で、アラームが自動スケーリングアクティビティをトリガーする前に
アラームの条件が存在している必要があります。デフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MetricName
アラームの条件を決定するために監視する CloudWatch メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
CloudWatch メトリクスの名前空間。デフォルト: AWS/ElasticMapReduce。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Period
統計を適用する時間 (秒)。EMR CloudWatch メトリクスは 5 分 (300 秒) ごとに出力されるた
め、EMR CloudWatch メトリクスを指定する場合は、300 を指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Statistic
アラームに関連付けられているメトリクスに適用する統計です。デフォルト: AVERAGE。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AVERAGE | MAXIMUM | MINIMUM | SAMPLE_COUNT | SUM
Update requires: No interruption
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Threshold
指定した [Statistic] の値と比較する値。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Unit
監視されている CloudWatch メトリクスに関連付けられた測定単位。Unit に指定される値
は、CloudWatch メトリクスの単位に対応している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BITS | BITS_PER_SECOND | BYTES | BYTES_PER_SECOND | COUNT
| COUNT_PER_SECOND | GIGA_BITS | GIGA_BITS_PER_SECOND | GIGA_BYTES |
GIGA_BYTES_PER_SECOND | KILO_BITS | KILO_BITS_PER_SECOND | KILO_BYTES
| KILO_BYTES_PER_SECOND | MEGA_BITS | MEGA_BITS_PER_SECOND | MEGA_BYTES
| MEGA_BYTES_PER_SECOND | MICRO_SECONDS | MILLI_SECONDS | NONE |
PERCENT | SECONDS | TERA_BITS | TERA_BITS_PER_SECOND | TERA_BYTES |
TERA_BYTES_PER_SECOND
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig Configuration
Configurations は、Amazon EMR クラスターでのアプリケーションの設定を指定する
AWS::EMR::Cluster リソースのプロパティです。
Configurations はオプションです。Configurations を使用して、クラスターの作成時に Amazon EMR に
バンドルされたアプリケーションとソフトウェアが EMR でカスタマイズされるようにすることができま
す。設定は、分類、プロパティ、オプションの入れ子になっている設定で構成されています。分類とは、
アプリケーション固有の設定ファイルのことです。プロパティは、そのファイル内で変更する設定です。
詳細については、「アプリケーションの設定」を参照してください。

Note
Amazon EMR リリース 4.0 以降にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Classification" : String,
"ConfigurationProperties" : {Key : Value, ...},
"Configurations" : [ Configuration (p. 3259), ... ]

YAML
Classification: String
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ConfigurationProperties:
Key : Value
Configurations:
- Configuration (p. 3259)

プロパティ
Classification
設定内の分類。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConfigurationProperties
設定分類では、設定ファイル内で変更する設定を表す一連のプロパティです。重複は許可されませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Configurations
設定オブジェクト内に適用する追加の設定のリスト。
必須: いいえ
タイプ: Configuration (p. 3259) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EMR::InstanceGroupConfig EbsBlockDeviceConfig
すべてのインスタンスに関連付けられるボリュームのカウントを含む、インスタンスグループに関連付け
られたリクエスト対象の EBS ブロックデバイスの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VolumeSpecification" : VolumeSpecification (p. 3267),
"VolumesPerInstance" : Integer

YAML
VolumeSpecification:
VolumeSpecification (p. 3267)
VolumesPerInstance: Integer
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プロパティ
VolumeSpecification
EBS ボリューム仕様。クラスター内の EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームに要求さ
れるボリュームタイプ、IOPS、サイズ (GiB) などが含まれます。
必須: はい
タイプ: VolumeSpecification (p. 3267)
Update requires: No interruption
VolumesPerInstance
インスタンスグループの各インスタンスに関連する、特定のボリューム設定済みの EBS ボリューム
数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig EbsConfiguration
Amazon EBS のクラスターインスタンスの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EbsBlockDeviceConfigs" : [ EbsBlockDeviceConfig (p. 3260), ... ],
"EbsOptimized" : Boolean

YAML
EbsBlockDeviceConfigs:
- EbsBlockDeviceConfig (p. 3260)
EbsOptimized: Boolean

プロパティ
EbsBlockDeviceConfigs
クラスターインスタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリューム仕様の配列。
必須: いいえ
タイプ: EbsBlockDeviceConfig (p. 3260) のリスト
Update requires: No interruption
EbsOptimized
Amazon EBS ボリュームが EBS によって最適化されているかどうかを示します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig MetricDimension
MetricDimension は、CloudWatchAlarmDefinition プロパティタイプのサブプロパティで
す。MetricDimension は、CloudWatch ディメンションを指定します。このディメンションは、Key
と Value のペアで指定します。このキーは、CloudWatch の Name として知られています。デフォ
ルトでは、Amazon EMR は Key が JobFlowID で、Value がクラスター ID を表す変数である
${emr.clusterId} の 1 つのディメンションを使用します。これにより、クラスターの作成時にクラス
ター ID が使用可能になったときに EMR の自動スケーリングルールがブートストラップできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
ディメンション名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
ディメンション値
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig ScalingAction
ScalingAction は、ScalingRule プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingAction は、ト
リガーされたときに自動スケーリングアクティビティが実行する調整のタイプ、およびその調整の周期性
を決定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Market" : String,
"SimpleScalingPolicyConfiguration" : SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3266)

YAML
Market: String
SimpleScalingPolicyConfiguration:
SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3266)

プロパティ
Market
インスタンスグループでは使用できません。インスタンスグループは、グループに対して指定された
市場タイプを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: No interruption
SimpleScalingPolicyConfiguration
トリガーされたときに自動スケーリングアクティビティが実行する調整のタイプ、およびその調整の
周期性。
必須: はい
タイプ: SimpleScalingPolicyConfiguration (p. 3266)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig ScalingConstraints
ScalingConstraints は、AutoScalingPolicy プロパティタイプのサブプロパティで
す。ScalingConstraints は、自動スケーリングポリシーの上限または下限 EC2 インスタンス制限を定
義します。自動スケーリングルールによってトリガーされた自動スケーリングアクティビティによって、
インスタンスグループがこれらの制限を超えたり下回ったりすることはありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer
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}

YAML
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer

プロパティ
MaxCapacity
インスタンスグループ内の EC2 インスタンスの上限。これを超えるスケーリングアクティビティの拡
大は許可されていません。スケールアウトアクティビティでは、この境界を超えてインスタンスが追
加されることはありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
インスタンスグループ内の EC2 インスタンスの下限。これ以下ではスケーリングアクティビティの縮
小は許可されていません。スケールインアクティビティがこの境界以下でインスタンスを削除するこ
とはありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig ScalingRule
ScalingRule は、AutoScalingPolicy プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingRule は、
アクティビティをトリガーする CloudWatch メトリクスアラーム、EC2 インスタンスの追加または削除方
法、調整の周期性など、スケーリングアクティビティのスケールインまたはスケールアウトルールを定義
します。インスタンスグループの自動スケーリングポリシーは、1 つ以上の自動スケーリングルールを含
むことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : ScalingAction (p. 3262),
"Description" : String,
"Name" : String,
"Trigger" : ScalingTrigger (p. 3265)

YAML
Action:
ScalingAction (p. 3262)
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Description: String
Name: String
Trigger:
ScalingTrigger (p. 3265)

プロパティ
Action
自動スケーリングアクティビティをトリガーする条件。
必須: はい
タイプ: ScalingAction (p. 3262)
Update requires: No interruption
Description
自動スケーリングルールのわかりやすく、より詳細な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
自動スケーリングルールを識別するために使用する名前。ルール名はスケーリングポリシー内で一意
である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Trigger
いつ自動スケーリングアクティビティをトリガーするかを決定する CloudWatch アラームの定義。
必須: はい
タイプ: ScalingTrigger (p. 3265)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig ScalingTrigger
ScalingTrigger は、ScalingRule プロパティタイプのサブプロパティです。ScalingTrigger は、
自動スケーリングアクティビティをトリガーする条件を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchAlarmDefinition" : CloudWatchAlarmDefinition (p. 3257)
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YAML
CloudWatchAlarmDefinition:
CloudWatchAlarmDefinition (p. 3257)

プロパティ
CloudWatchAlarmDefinition
CloudWatch メトリクスアラームの定義。定義されたアラーム条件が他のトリガーパラメータととも
に満たされると、スケーリングアクティビティが開始されます。
必須: はい
タイプ: CloudWatchAlarmDefinition (p. 3257)
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig SimpleScalingPolicyConfiguration
SimpleScalingPolicyConfiguration は、ScalingAction プロパティタイプのサブプロパティで
す。SimpleScalingPolicyConfiguration は、自動スケーリングアクションがインスタンスを追加ま
たは削除する方法、クールダウン期間、CloudWatch メトリクスのアラーム条件が満たされるたびに追加
される EC2 インスタンスの数を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdjustmentType" : String,
"CoolDown" : Integer,
"ScalingAdjustment" : Integer

YAML
AdjustmentType: String
CoolDown: Integer
ScalingAdjustment: Integer

プロパティ
AdjustmentType
スケーリングアクティビティがトリガーされるたびに EC2 インスタンスが追加
(ScalingAdjustment が正数の場合) または終了 (ScalingAdjustment が負数の場
合)。CHANGE_IN_CAPACITY はデフォルトです。CHANGE_IN_CAPACITY は、EC2 インスタンス
数が ScalingAdjustment ずつ増加または減少することを示します。これは整数の必要がありま
す。PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY は、インスタンス数が ScalingAdjustment で指定された
割合で増加または減少することを示します。これは整数の必要がありますたとえば、20 は、クラス
ター容量が 20% 増加することを示します。EXACT_CAPACITY は、スケーリングアクティビティが
ScalingAdjustment で指定された EC2 インスタンスの数を持つインスタンスグループになること
を示します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: CHANGE_IN_CAPACITY | EXACT_CAPACITY | PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY
Update requires: No interruption
CoolDown
スケーリングアクティビティが完了してから、トリガー関連の他のスケーリングアクティビティを開
始できるようになるまでの時間 (秒)。デフォルト値は 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScalingAdjustment
指定された AdjustmentType に基づいて、スケールインまたはスケールアウトする量。正の値
は、インスタンスグループの EC2 インスタンス数に加算され、負の数はインスタンスを削除しま
す。AdjustmentType が EXACT_CAPACITY に設定されている場合、その数は正の整数のみで
す。AdjustmentType が PERCENT_CHANGE_IN_CAPACITY に設定されている場合、値は割合を整
数で表します。たとえば、-20 は、クラスター容量の 20% の低下を示しています。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::EMR::InstanceGroupConfig VolumeSpecification
VolumeSpecification は、EbsBlockDeviceConfig プロパティタイプのサブプロパティで
す。VolumeSecification は、EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームのボリュームタイ
プ、IOPS、およびサイズ (GiB) を決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Iops" : Integer,
"SizeInGB" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
Iops: Integer
SizeInGB: Integer
VolumeType: String

プロパティ
Iops
ボリュームがサポートする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SizeInGB
ギガバイナリバイト (GiB) 単位のボリュームサイズ。1 ～ 1024 の数値を指定できます。ボリュームタ
イプが EBS - 最適化である場合、最小値は 10 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。サポートされているボリュームタイプは、gp2、io1、standard です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EMR::SecurityConfiguration
SecurityConfiguration リソースを使用して、データ暗号化、Kerberos 認証 (Amazon EMR リリース
バージョン 5.10.0 以降)、および EMRFS の Amazon S3 認証 (EMR 5.10.0 以降) を設定できます。アカウ
ント内の任意の数のクラスターにセキュリティ設定を再利用できます。詳細とセキュリティ設定 JSON オ
ブジェクトの例については、Amazon EMR 管理ガイドのセキュリティ設定を作成するを参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMR::SecurityConfiguration",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SecurityConfiguration" : Json
}

YAML
Type: AWS::EMR::SecurityConfiguration
Properties:
Name: String
SecurityConfiguration: Json

プロパティ
Name
セキュリティ設定の名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
SecurityConfiguration
JSON 形式でのセキュリティ設定の詳細。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : セキュリティ構成名
(mySecurityConfiguration など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::EMR::Step
Step を使用して、マスターノードでのみ実行される、クラスター (ジョブフロー) ステップを指定しま
す。ステップは、データ処理ジョブをクラスターに送信するために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMR::Step",
"Properties" : {
"ActionOnFailure" : String,
"HadoopJarStep" : HadoopJarStepConfig (p. 3271),
"JobFlowId" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::EMR::Step
Properties:
ActionOnFailure: String
HadoopJarStep:
HadoopJarStepConfig (p. 3271)
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JobFlowId: String
Name: String

プロパティ
ActionOnFailure
これは、クラスターステップが失敗したときに実行するアクションを指定します。指定できる値は
CANCEL_AND_WAIT および CONTINUE です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
HadoopJarStep
HadoopJarStepConfig プロパティタイプは、main 関数が実行される JAR ファイルからなるジョブ
フローのステップを指定します。主な関数は、クラスターがマスターノードでステップとして実行す
るジョブを送信し、ジョブが終了または失敗するのを待機してから以降のステップを実行します。
必須: はい
タイプ: HadoopJarStepConfig (p. 3271)
Update requires: Replacement
JobFlowId
クラスター (ジョブフロー) を一意に識別する文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
Name
クラスターステップの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : ステップの ID を 返しま
す。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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AWS::EMR::Step HadoopJarStepConfig
main 関数が実行される JAR ファイルからなるジョブフローのステップ。main 関数は Hadoop に実行させ
るジョブを送信し、そのジョブが終了または失敗するまで待機します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Args" : [ String, ... ],
"Jar" : String,
"MainClass" : String,
"StepProperties" : [ KeyValue (p. 3272), ... ]

YAML
Args:
- String
Jar: String
MainClass: String
StepProperties:
- KeyValue (p. 3272)

プロパティ
Args
JAR ファイルの main 関数の実行時に渡されるコマンドライン引数のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Jar
ステップ内で実行される JAR ファイルへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
MainClass
指定した Java ファイルのメインクラスの名前。指定しない場合、JAR ファイルのマニフェストファ
イルでメインクラスを指定する必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
StepProperties
ステップの実行時に設定される Java プロパティのリスト。これらのプロパティを使用して、main 関
数にキーと値のペアを渡すことができます。
必須: いいえ
タイプ: KeyValue (p. 3272) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::EMR::Step KeyValue
KeyValue は、HadoopJarStepConfig プロパティタイプのサブプロパティです。KeyValue は、パラ
メータをステップに渡すために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアの一意な識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
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Value
識別されたキーの値の部分。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

AWS::EMR::Studio
AWS::EMR::Studio リソースは Amazon EMR Studio を指定します。EMR Studio は、Amazon EMR ク
ラスターで実行される、フルマネージド型の Jupyter ノートブック用のウェブベースの統合開発環境で
す。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMR::Studio",
"Properties" : {
"AuthMode" : String,
"DefaultS3Location" : String,
"Description" : String,
"EngineSecurityGroupId" : String,
"Name" : String,
"ServiceRole" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserRole" : String,
"VpcId" : String,
"WorkspaceSecurityGroupId" : String
}

YAML
Type: AWS::EMR::Studio
Properties:
AuthMode: String
DefaultS3Location: String
Description: String
EngineSecurityGroupId: String
Name: String
ServiceRole: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag
UserRole: String
VpcId: String
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WorkspaceSecurityGroupId: String

プロパティ
AuthMode
Studio がシングルサインオン (SSO) を使用するか IAM を使用してユーザーを認証するかを指定しま
す。Amazon EMR Studio は、現在 SSO 認証のみをサポートしています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: IAM | SSO
Update requires: Replacement
DefaultS3Location
EMR Studio WorkSpace とノートブックファイルをバックアップする Amazon S3 の場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
Description
Amazon EMR Studio の詳細な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
EngineSecurityGroupId
Amazon EMR Studio Engine のセキュリティグループの ID。Engine セキュリティグループ
は、Workspace セキュリティグループからのインバウンドネットワークトラフィックが許可さ
れ、VpcId で指定された同じ VPC 内に存在する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
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Update requires: Replacement
Name
Amazon EMR Studio のわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
ServiceRole
Amazon EMR Studio が引き受ける IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。サービスロール
は、Amazon EMR Studio が他の AWS のサービスと相互運用するための手段を提供します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
SubnetIds
Amazon EMR Studio に関連付けるサブネット ID のリスト。Studio には、最大 5 つのサブネットを
設定できます。サブネットは、VpcId で指定された VPC に属している必要があります。Studio ユー
ザーは、指定されたサブネットのいずれかに Workspace を作成できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UserRole
Studio にログインしたユーザーとグループが引き受ける IAM ユーザーロールの Amazon リソース
ネーム (ARN)。この IAM ロールにアタッチされたアクセス許可は、セッションポリシーを使用して、
ユーザーまたはグループごとにスコープダウンできます。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 10280
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
VpcId
Studio に関連付ける Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
WorkspaceSecurityGroupId
Amazon EMR Studio に関連付けられた Workspace セキュリティグループの ID。Workspace セキュ
リティグループは、Engine セキュリティグループのリソースおよびインターネットへのアウトバウン
ドネットワークトラフィックを許可します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ID。以下に例を
示します。
{ "Ref": "es-EXAMPLE12345678XXXXXXXXXXX" }
Ref は Amazon EMR Studio の ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
Amazon EMR Studio の Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:elasticmapreduce:useast-1:653XXXXXXXXX:studio/es-EXAMPLE12345678XXXXXXXXXXX。
StudioId
Amazon EMR Studio の ID。例: es-EXAMPLE12345678XXXXXXXXXXX。
Url
Amazon EMR Studio の一意のアクセス URL。例: https://esEXAMPLE12345678XXXXXXXXXXX.emrstudio-prod.us-east-1.amazonaws.com。

AWS::EMR::StudioSessionMapping
AWS::EMR::StudioSessionMapping リソースは Amazon EMR リソースタイプで、ユーザーまたはグ
ループを StudioId で指定された Amazon EMR Studio にマッピングし、そのユーザーまたはグループに
対して Studio の許可を定義するセッションポリシーを適用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMR::StudioSessionMapping",
"Properties" : {
"IdentityName" : String,
"IdentityType" : String,
"SessionPolicyArn" : String,
"StudioId" : String
}

YAML
Type: AWS::EMR::StudioSessionMapping
Properties:
IdentityName: String
IdentityType: String
SessionPolicyArn: String
StudioId: String

プロパティ
IdentityName
ユーザーまたはグループの名前。詳細については、IAM Identity Center ID ストア API リファレンスの
UserName および DisplayName を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
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パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement
IdentityType
Amazon EMR Studio にマップする ID がユーザーまたはグループのどちらであるかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GROUP | USER
Update requires: Replacement
SessionPolicyArn
ユーザーまたはグループに適用されるセッションポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。セッ
ションポリシーにより、複数の IAM ユーザーロールを使用することなく、Studio ユーザーのアクセス
許可を絞り込むことができます。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのセッションポリシーを
使用して EMR Studio ユーザーロールを作成するを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: No interruption
StudioId
ユーザーまたはグループのマッピング先となる Amazon EMR Studio の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*
Update requires: Replacement

Amazon EMR on EKS リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::EMRContainers::VirtualCluster (p. 3278)

AWS::EMRContainers::VirtualCluster
AWS::EMRContainers::VirtualCluster リソースは、仮想クラスターを指定します。仮想クラス
ターは、Amazon EMR on EKS で管理されたエンティティです。仮想クラスターを作成、説明、一覧表
示、および削除できます。システム内の追加のリソースは消費されません。1 つの仮想クラスターは、1
API バージョン 2010-05-15
3278

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EMR on EKS

つの Kubernetes 名前空間にマップされます。この関係により、Kubernetes 名前空間をモデル化するのと
同じ方法で仮想クラスターをモデル化して、要件を満たすことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EMRContainers::VirtualCluster",
"Properties" : {
"ContainerProvider" : ContainerProvider (p. 3281),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::EMRContainers::VirtualCluster
Properties:
ContainerProvider:
ContainerProvider (p. 3281)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ContainerProvider
仮想クラスターのコンテナプロバイダー。
必須: はい
タイプ: ContainerProvider (p. 3281)
Update requires: Replacement
Name
仮想クラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref は仮想クラスターの ID を返します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:emr-containers:useast-1:123456789012:/virtualclusters/ab4rp1abcs8xz47n3x0example など)。
Id
仮想クラスターの ID (ab4rp1abcs8xz47n3x0example など)。

例
仮想クラスターの指定
JSON
{

"Resources": {
"TestVirtualCluster": {
"Type": "AWS::EMRContainers::VirtualCluster",
"Properties": {
"Name": "VirtualClusterName",
"ContainerProvider": {
"Type": "EKS",
"Id": "EKSClusterName",
"Info": {
"EksInfo": {
"Namespace": "EKSNamespace"
}
}
},
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"PrimaryId": {
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}

}

}

"Value": null

YAML
Resources:
TestVirtualCluster:
Type: 'AWS::EMRContainers::VirtualCluster'
Properties:
Name: 'VirtualClusterName'
ContainerProvider:
Type: 'EKS'
Id: 'EKSClusterName'
Info:
EksInfo:
Namespace: 'EKSNamespace'
Tags:
- Key: Key1
Value: Value1
Outputs:
PrimaryId:
Value: !Ref TestVirtualCluster

AWS::EMRContainers::VirtualCluster ContainerInfo
ジョブ実行またはマネージドエンドポイントに使用されるコンテナに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EksInfo" : EksInfo (p. 3282)

YAML
EksInfo:
EksInfo (p. 3282)

プロパティ
EksInfo
EKS クラスターに関する情報。
必須: はい
タイプ: EksInfo (p. 3282)
Update requires: Replacement

AWS::EMRContainers::VirtualCluster ContainerProvider
コンテナプロバイダーに関する情報。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Info" : ContainerInfo (p. 3281),
"Type" : String

YAML
Id: String
Info:
ContainerInfo (p. 3281)
Type: String

プロパティ
Id
コンテナクラスターの ID。
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[0-9A-Za-z][A-Za-z0-9\-_]*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Info
コンテナクラスターに関する情報。
必須: はい
タイプ: ContainerInfo (p. 3281)
Update requires: Replacement
Type
コンテナプロバイダのタイプ。現在、サポートされているタイプは EKS のみです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EKS
Update requires: Replacement

AWS::EMRContainers::VirtualCluster EksInfo
EKS クラスターに関する情報。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Namespace" : String

YAML
Namespace: String

プロパティ
Namespace
EKS クラスターの名前空間。
最小: 1
最大: 63
パターン: [a-z0-9]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

Amazon OpenSearch Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::Elasticsearch::Domain (p. 3283)

AWS::Elasticsearch::Domain
AWS::Elasticsearch::Domain リソースは、Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) ドメインを作成し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Elasticsearch::Domain",
"Properties" : {
"AccessPolicies" : Json,

API バージョン 2010-05-15
3283

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpenSearch Service

}

}

"AdvancedOptions" : {Key : Value, ...},
"AdvancedSecurityOptions" : AdvancedSecurityOptionsInput (p. 3294),
"CognitoOptions" : CognitoOptions (p. 3294),
"DomainEndpointOptions" : DomainEndpointOptions (p. 3296),
"DomainName" : String,
"EBSOptions" : EBSOptions (p. 3297),
"ElasticsearchClusterConfig" : ElasticsearchClusterConfig (p. 3299),
"ElasticsearchVersion" : String,
"EncryptionAtRestOptions" : EncryptionAtRestOptions (p. 3301),
"LogPublishingOptions" : {Key : Value, ...},
"NodeToNodeEncryptionOptions" : NodeToNodeEncryptionOptions (p. 3304),
"SnapshotOptions" : SnapshotOptions (p. 3305),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VPCOptions" : VPCOptions (p. 3305)

YAML
Type: AWS::Elasticsearch::Domain
Properties:
AccessPolicies: Json
AdvancedOptions:
Key : Value
AdvancedSecurityOptions:
AdvancedSecurityOptionsInput (p. 3294)
CognitoOptions:
CognitoOptions (p. 3294)
DomainEndpointOptions:
DomainEndpointOptions (p. 3296)
DomainName: String
EBSOptions:
EBSOptions (p. 3297)
ElasticsearchClusterConfig:
ElasticsearchClusterConfig (p. 3299)
ElasticsearchVersion: String
EncryptionAtRestOptions:
EncryptionAtRestOptions (p. 3301)
LogPublishingOptions:
Key : Value
NodeToNodeEncryptionOptions:
NodeToNodeEncryptionOptions (p. 3304)
SnapshotOptions:
SnapshotOptions (p. 3305)
Tags:
- Tag
VPCOptions:
VPCOptions (p. 3305)

プロパティ
AccessPolicies
Amazon ES ドメインにアクセスできるユーザーとユーザーの許可を指定する AWS Identity and
Access Management (IAM) ポリシードキュメント。詳細については、Amazon Elasticsearch Service
開発者ガイドの「アクセス ポリシーの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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AdvancedOptions
Amazon ES ドメインに指定する追加のオプション。詳細については、Amazon Elasticsearch Service
開発者ガイドの「詳細オプションの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
AdvancedSecurityOptions
きめ細かなアクセスコントロールのオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: AdvancedSecurityOptionsInput (p. 3294)
Update requires: Replacement
CognitoOptions
Kibana の Amazon Cognito 認証を使用するように Amazon ES を設定します。
必須: いいえ
タイプ: CognitoOptions (p. 3294)
Update requires: No interruption
DomainEndpointOptions
すべてのトラフィックに HTTPS を要求するかどうか、デフォルトのエンドポイントではなくカスタ
ムエンドポイントを使用するかどうかなど、ドメインエンドポイントの追加オプションを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: DomainEndpointOptions (p. 3296)
Update requires: No interruption
DomainName
Amazon ES ドメインの名前。有効な値については、Amazon Elasticsearch Service 開発者ガイドの
「ドメイン名」データ型を参照してください。名前を指定しないと、AWS CloudFormation は一意の
物理 ID を生成し、その ID をドメイン名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参
照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EBSOptions
Amazon ES ドメインのデータノードにアタッチされる Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームの設定。詳細については、Amazon Elasticsearch Service 開発者ガイドの「EBS ベースのス
トレージの設定」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: EBSOptions (p. 3297)
Update requires: No interruption
ElasticsearchClusterConfig
ElasticsearchClusterConfig は、Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) ドメインのクラスターを
設定する AWS::Elasticsearch::Domain リソースのプロパティです。
必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchClusterConfig (p. 3299)
Update requires: No interruption
ElasticsearchVersion
使用する &ES-OPEN; のバージョン。例: 2.3。指定されない場合、デフォルトとして 1.5 が使用され
ます。Amazon ES サポートするバージョンについては、Amazon Elasticsearch Service 開発者ガイ
ドの CreateElasticsearchDomain アクションの Elasticsearch-Version パラメータを参照してくださ
い。
UpgradeElasticsearchVersion 更新ポリシーを true に設定した場合は、中断することなく
ElasticsearchVersion を更新できます。UpgradeElasticsearchVersion が false に設定さ
れているか、指定されていない場合、ElasticsearchVersion を更新 すると 置き換え が行われま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
EncryptionAtRestOptions
ドメインで保管時のデータを暗号化するかどうかと、暗号化する場合は使用する AWS Key
Management Service キー。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionAtRestOptions (p. 3301)
Update requires: Some interruptions
LogPublishingOptions
発行するログのタイプに応じ
て、SEARCH_SLOW_LOGS、ES_APPLICATION_LOGS、INDEX_SLOW_LOGS、AUDIT_LOGS のうち 1
つ以上のキーを持つオブジェクト。各キーには有効な LogPublishingOption 値が必要です。完全
な構文については、こちらを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LogPublishingOption (p. 3302) のマップ
Update requires: No interruption
NodeToNodeEncryptionOptions
ノード間の暗号化が有効かどうかを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: NodeToNodeEncryptionOptions (p. 3304)
Update requires: Some interruptions
SnapshotOptions
DEPRECATED.Amazon ES ドメインインデックスの自動スナップショット設定。
必須: いいえ
タイプ: SnapshotOptions (p. 3305)
Update requires: No interruption
Tags
Amazon ES ドメインに関連付ける任意のタグのセット(キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VPCOptions
Amazon ES ドメインの Virtual Private Cloud (VPC) 設定。詳細については、Amazon Elasticsearch
Service 開発者ガイドの「Amazon Elasticsearch Service ドメインの VPC サポート」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: VPCOptions (p. 3305)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、参照番号はリソース名 (mystackelasticsea-abc1d2efg3h4.) を返します。Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照して
ください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。詳細については、「Fn::GetAtt」を参照して
ください。以下には、利用可能な属性とサンプル戻り値のリストが示されます。
Arn
ドメインの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:es:uswest-2:123456789012:domain/mystack-elasti-1ab2cdefghij など)。この返された値
は、AWS::Elasticsearch::Domain.DomainArn により返される値と同じです。
DomainArn
ドメインの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:es:uswest-2:123456789012:domain/mystack-elasti-1ab2cdefghij など)。この返された値
は、AWS::Elasticsearch::Domain.Arn により返される値と同じです。
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DomainEndpoint
Elasticsearch API へのリクエストに使用されるドメイン固有のエンドポイント (search-mystackelasti-1ab2cdefghij-ab1c2deckoyb3hofw7wpqa3cm.us-west-1.es.amazonaws.com な
ど)。

例
2 つのデータノードと 3 つのマスターノードを含む Amazon ES ドメインを作成します。
次の例では、2 つのデータノードと 3 つの専用マスターノードが含まれている Elasticsearch 7.10 を実
行する Amazon ES ドメインを作成します。ドメインには 40 GiB のストレージがあり、アプリケーショ
ンログのログ公開、スローログの検索、スローログのインデックス作成が可能です。アクセスポリシー
は、AWS account のルートユーザーが、ドキュメントのインデックス作成やインデックスの検索など、ド
メインに対するすべての HTTP リクエストを実行することを許可します。

JSON
"ElasticsearchDomain": {
"Type":"AWS::Elasticsearch::Domain",
"Properties": {
"DomainName": "test",
"ElasticsearchVersion": "7.10",
"ElasticsearchClusterConfig": {
"DedicatedMasterEnabled": true,
"InstanceCount": "2",
"ZoneAwarenessEnabled": true,
"InstanceType": "m3.medium.elasticsearch",
"DedicatedMasterType": "m3.medium.elasticsearch",
"DedicatedMasterCount": "3"
},
"EBSOptions":{
"EBSEnabled": true,
"Iops": "0",
"VolumeSize": "20",
"VolumeType": "gp2"
},
"AccessPolicies": {
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/es-user"
},
"Action":"es:*",
"Resource": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test/*"
}
]
},
"LogPublishingOptions": {
"ES_APPLICATION_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/
aws/aes/domains/es-application-logs",
"Enabled": true
},
"SEARCH_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/
aws/aes/domains/es-slow-logs",
"Enabled": true
},
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"INDEX_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/
aws/aes/domains/es-index-slow-logs",
"Enabled": true
}
},
"AdvancedOptions": {
"rest.action.multi.allow_explicit_index": true
}
}
}

YAML
ElasticsearchDomain:
Type: AWS::Elasticsearch::Domain
Properties:
DomainName: 'test'
ElasticsearchVersion: '7.10'
ElasticsearchClusterConfig:
DedicatedMasterEnabled: true
InstanceCount: '2'
ZoneAwarenessEnabled: true
InstanceType: 'm3.medium.elasticsearch'
DedicatedMasterType: 'm3.medium.elasticsearch'
DedicatedMasterCount: '3'
EBSOptions:
EBSEnabled: true
Iops: '0'
VolumeSize: '20'
VolumeType: 'gp2'
AccessPolicies:
Version: '2012-10-17'
Statement:
Effect: 'Allow'
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::123456789012:user/es-user'
Action: 'es:*'
Resource: 'arn:aws:es:us-east-1:846973539254:domain/test/*'
LogPublishingOptions:
ES_APPLICATION_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
aes/domains/es-application-logs'
Enabled: true
SEARCH_SLOW_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
aes/domains/es-slow-logs'
Enabled: true
INDEX_SLOW_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
aes/domains/es-index-slow-logs'
Enabled: true
AdvancedOptions:
rest.action.multi.allow_explicit_index: true

VPC オプションがあるドメインを作成します。
次の例では、VPC オプションを持つドメインを作成します。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "ElasticsearchDomain resource",
"Parameters": {
"DomainName": {
"Description": "User defined Elasticsearch Domain name",
"Type": "String"
},
"ElasticsearchVersion": {
"Description": "User defined Elasticsearch Version",
"Type": "String"
},
"InstanceType": {
"Type": "String"
},
"AvailabilityZone": {
"Type": "String"
},
"CidrBlock": {
"Type": "String"
},
"GroupDescription": {
"Type": "String"
},
"SGName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ElasticsearchDomain": {
"Type": "AWS::Elasticsearch::Domain",
"Properties": {
"DomainName": {
"Ref": "DomainName"
},
"ElasticsearchVersion": {
"Ref": "ElasticsearchVersion"
},
"ElasticsearchClusterConfig": {
"InstanceCount": "1",
"InstanceType": {
"Ref": "InstanceType"
}
},
"EBSOptions": {
"EBSEnabled": true,
"Iops": "0",
"VolumeSize": "10",
"VolumeType": "standard"
},
"AccessPolicies": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:*",
"Resource": "*"
}
]
},
"AdvancedOptions": {
"rest.action.multi.allow_explicit_index": true
},
"Tags": [
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{

"Key": "foo",
"Value": "bar"

}
],
"VPCOptions": {
"SubnetIds": [
{
"Ref": "subnet"
}
],
"SecurityGroupIds": [
{
"Ref": "mySecurityGroup"
}
]
}

}
},
"vpc": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
}
},
"subnet": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "vpc"
},
"CidrBlock": {
"Ref": "CidrBlock"
},
"AvailabilityZone": {
"Ref": "AvailabilityZone"
}
}
},
"mySecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": {
"Ref": "GroupDescription"
},
"VpcId": {
"Ref": "vpc"
},
"GroupName": {
"Ref": "SGName"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"FromPort": 443,
"IpProtocol": "tcp",
"ToPort": 443,
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
]
}
}

},
"Outputs": {
"DomainArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
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"ElasticsearchDomain",
"DomainArn"

}

}

]
}
},
"DomainEndpoint": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"ElasticsearchDomain",
"DomainEndpoint"
]
}
},
"SecurityGroupId": {
"Value": {
"Ref": "mySecurityGroup"
}
},
"SubnetId": {
"Value": {
"Ref": "subnet"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: ElasticsearchDomain resource
Parameters:
DomainName:
Description: User-defined Elasticsearch domain name
Type: String
ElasticsearchVersion:
Description: User-defined Elasticsearch version
Type: String
InstanceType:
Type: String
AvailabilityZone:
Type: String
CidrBlock:
Type: String
GroupDescription:
Type: String
SGName:
Type: String
Resources:
ElasticsearchDomain:
Type: 'AWS::Elasticsearch::Domain'
Properties:
DomainName:
Ref: DomainName
ElasticsearchVersion:
Ref: ElasticsearchVersion
ElasticsearchClusterConfig:
InstanceCount: '1'
InstanceType:
Ref: InstanceType
EBSOptions:
EBSEnabled: true
Iops: '0'
VolumeSize: '10'
VolumeType: 'standard'
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AccessPolicies:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Deny
Principal:
AWS: '*'
Action: 'es:*'
Resource: '*'
AdvancedOptions:
rest.action.multi.allow_explicit_index: true
Tags:
- Key: foo
Value: bar
VPCOptions:
SubnetIds:
- Ref: subnet
SecurityGroupIds:
- Ref: mySecurityGroup
vpc:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
subnet:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
VpcId:
Ref: vpc
CidrBlock:
Ref: CidrBlock
AvailabilityZone:
Ref: AvailabilityZone
mySecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription:
Ref: GroupDescription
VpcId:
Ref: vpc
GroupName:
Ref: SGName
SecurityGroupIngress:
- FromPort: 443
IpProtocol: tcp
ToPort: 443
CidrIp: 0.0.0.0/0
Outputs:
DomainArn:
Value:
'Fn::GetAtt':
- ElasticsearchDomain
- DomainArn
DomainEndpoint:
Value:
'Fn::GetAtt':
- ElasticsearchDomain
- DomainEndpoint
SecurityGroupId:
Value:
Ref: mySecurityGroup
SubnetId:
Value:
Ref: subnet
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AWS::Elasticsearch::Domain AdvancedSecurityOptionsInput
きめ細かなアクセスコントロールのオプションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Enabled" : Boolean,
"InternalUserDatabaseEnabled" : Boolean,
"MasterUserOptions" : MasterUserOptions (p. 3303)

YAML
Enabled: Boolean
InternalUserDatabaseEnabled: Boolean
MasterUserOptions:
MasterUserOptions (p. 3303)

プロパティ
Enabled
きめ細かなアクセスコントロールを有効にするには True。また、保管中のデータの暗号化とノード間
暗号化を有効にする必要もあります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
InternalUserDatabaseEnabled
内部ユーザーデータベースを有効にするには true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MasterUserOptions
マスターユーザーに関する情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: MasterUserOptions (p. 3303)
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain CognitoOptions
Kibana の Amazon Cognito 認証を使用するように Amazon ES を設定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Enabled" : Boolean,
"IdentityPoolId" : String,
"RoleArn" : String,
"UserPoolId" : String

YAML
Enabled: Boolean
IdentityPoolId: String
RoleArn: String
UserPoolId: String

プロパティ
Enabled
Kibana の Amazon Cognito 認証を有効または無効にするかどうか。「Kibana の Amazon Cognito 認
証」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IdentityPoolId
Amazon ES で Kibana 認証に使用する Amazon Cognito ID プール ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon ES でユーザープールと ID プールの設定を許可する AmazonESCognitoAccess ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserPoolId
Amazon ES で Kibana 認証に使用する Amazon Cognito ユーザープール ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Elasticsearch::Domain ColdStorageOptions
コールドストレージのオプションを指定します。詳細については、Cold storage for Amazon Elasticsearch
Service を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
ドメインでコールドストレージを有効または無効にするかどうか。コールドストレージを有効にする
には、UltraWarm ストレージを有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain DomainEndpointOptions
すべてのトラフィックに HTTPS を要求するかどうか、デフォルトのエンドポイントではなくカスタムエ
ンドポイントを使用するかどうかなど、ドメインエンドポイントの追加オプションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomEndpoint" : String,
"CustomEndpointCertificateArn" : String,
"CustomEndpointEnabled" : Boolean,
"EnforceHTTPS" : Boolean,
"TLSSecurityPolicy" : String

YAML
CustomEndpoint: String
CustomEndpointCertificateArn: String
CustomEndpointEnabled: Boolean
EnforceHTTPS: Boolean

API バージョン 2010-05-15
3296

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpenSearch Service
TLSSecurityPolicy: String

プロパティ
CustomEndpoint
カスタムエンドポイントの完全修飾 URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomEndpointCertificateArn
ドメインの SSL/TLS 証明書の AWS Certificate Manager ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomEndpointEnabled
True を指定すると、ドメインのカスタムエンドポイントが有効になります。有効にする場
合、CustomEndpoint と CustomEndpointCertificateArn の値も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnforceHTTPS
ドメインへのすべてのトラフィックが HTTPS 経由で到着することを要求する場合は true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TLSSecurityPolicy
ドメインへのトラフィックに必要な最小 TLS バージョン。有効な値は TLS 1.0 (デフォルト) または
1.2 です。
• Policy-Min-TLS-1-0-2019-07
• Policy-Min-TLS-1-2-2019-07
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain EBSOptions
Amazon ES ドメインのデータノードにアタッチされる Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームの設定。詳細については、Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの「EBS ベースの
ストレージの設定」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EBSEnabled" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
EBSEnabled: Boolean
Iops: Integer
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
EBSEnabled
Amazon EBS ボリュームを Amazon EBS ドメインのデータノードにアタッチするかどうかを指定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Iops
ボリュームがサポートする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。このプロパティは、プロビ
ジョンド IOPS (SSD) EBS ボリュームタイプにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeSize
各データノードの EBS ボリュームのサイズ (GiB) を指定します。EBS ボリュームの最小サイズと最
大サイズは、EBS ボリュームタイプとそれがアタッチされるインスタンスタイプによって異なりま
す。詳細については、Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの「EBS ベースのストレー
ジの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
Amazon ES ドメインで使用する EBS ボリュームタイプ (standard、gp2、io1 など)。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS ボリュームの種類」を参照
してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain ElasticsearchClusterConfig
Amazon ES ドメインのクラスター設定。インスタンスタイプやインスタンス数などのオプションを指定で
きます。詳細については、Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの「Amazon ES ドメインの
設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColdStorageOptions" : ColdStorageOptions (p. 3296),
"DedicatedMasterCount" : Integer,
"DedicatedMasterEnabled" : Boolean,
"DedicatedMasterType" : String,
"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"WarmCount" : Integer,
"WarmEnabled" : Boolean,
"WarmType" : String,
"ZoneAwarenessConfig" : ZoneAwarenessConfig (p. 3306),
"ZoneAwarenessEnabled" : Boolean

YAML
ColdStorageOptions:
ColdStorageOptions (p. 3296)
DedicatedMasterCount: Integer
DedicatedMasterEnabled: Boolean
DedicatedMasterType: String
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
WarmCount: Integer
WarmEnabled: Boolean
WarmType: String
ZoneAwarenessConfig:
ZoneAwarenessConfig (p. 3306)
ZoneAwarenessEnabled: Boolean

プロパティ
ColdStorageOptions
ドメインのコールドストレージオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ColdStorageOptions (p. 3296)
Update requires: No interruption
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DedicatedMasterCount
マスターノードに使用するインスタンスの数。このプロパティを指定する場合
は、DedicatedMasterEnabled プロパティに true を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DedicatedMasterEnabled
Amazon ES ドメインに専用マスターノードを使用するかどうかを指定します。専用マスターノード
は、クラスター管理タスクを実行するクラスターノードですが、データを保持したりデータのアップ
ロードリクエストに応答したりはしません。専用マスターノードは、クラスター管理タスクの負荷を
軽減し、検索クラスターの安定性を向上させます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DedicatedMasterType
専用マスターノードをホストするコンピュータのハードウェア設定
(m3.medium.elasticsearch)。このプロパティを指定する場合は、DedicatedMasterEnabled
プロパティに true を指定する必要があります。有効な値については、「Amazon Elasticsearch
Service デベロッパーガイド」の「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceCount
Amazon ES ドメインで使用するデータノード (インスタンス) の数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceType
データノードのインスタンスタイプ (m3.medium.elasticsearch など)。有効な値については、
「Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイド」の「サポートされるインスタンスタイプ」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WarmCount
クラスターのウォームノード数。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
WarmEnabled
クラスターのウォームストレージを有効にするかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
WarmType
クラスターのウォームノードのインスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ZoneAwarenessConfig
ゾーン対応の設定オプションを指定します。ZoneAwarenessEnabled が true の場合にのみ使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ZoneAwarenessConfig (p. 3306)
Update requires: No interruption
ZoneAwarenessEnabled
Amazon ES ドメインのゾーン対応を有効にするかどうかを指定します。ゾーン対応を有効にする
と、Amazon ES は、同じリージョンの 2 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) に対して、クラスター
に属するノードとレプリカインデックスシャードを割り当て、ノードまたはデータセンターの障害時
にデータの損失を防ぎ、ダウンタイムを最小化します。クラスターにレプリカインデックスシャード
がない場合やクラスターが 1 つのノードで構成される場合は、ゾーン対応を有効にしないでくださ
い。詳細については、Amazon Elasticsearch Service 開発者ガイドの「マルチ AZ ドメインの設定」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain EncryptionAtRestOptions
ドメインで保管時のデータを暗号化するかどうかと、暗号化する場合は使用する AWS Key Management
Service キー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
3301

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpenSearch Service

}

"Enabled" : Boolean,
"KmsKeyId" : String

YAML
Enabled: Boolean
KmsKeyId: String

プロパティ
Enabled
保管時に暗号化するには true を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Some interruptions
KmsKeyId
KMS キー ID。形式は 1a2a3a4-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの 「CreateElasticsearchDomain」。

AWS::Elasticsearch::Domain LogPublishingOption
Amazon ES ドメインが Elasticsearch アプリケーション、検索スローログ、インデックススロー
ログのいずれを Amazon CloudWatch に発行するかを指定します。発行するログのタイプに応じ
て、SEARCH_SLOW_LOGS、ES_APPLICATION_LOGS、INDEX_SLOW_LOGS、AUDIT_LOGS のいずれか
を名前とするオブジェクトを各オプションとして指定する必要があります。完全な構文については、こち
らを参照してください。
これに加えて、スローログを有効にするには、Elasticsearch REST API を使用してスローログのコレク
ションを有効にする必要があります。詳細については、「スローログの Elasticsearch ログしきい値の設
定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CloudWatchLogsLogGroupArn" : String,
"Enabled" : Boolean
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}

YAML
CloudWatchLogsLogGroupArn: String
Enabled: Boolean

プロパティ
CloudWatchLogsLogGroupArn
発行先の CloudWatch ロググループを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
true の場合、CloudWatch へのログの発行が有効になります。
デフォルト: false.
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの「ログの設定」および「LogPublishingOptions」。

AWS::Elasticsearch::Domain MasterUserOptions
マスターユーザーに関する情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MasterUserARN" : String,
"MasterUserName" : String,
"MasterUserPassword" : String

YAML
MasterUserARN: String
MasterUserName: String
MasterUserPassword: String
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プロパティ
MasterUserARN
マスターユーザーの ARN。InternalUserDatabaseEnabled が AdvancedSecurityOptions で
false である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MasterUserName
マスターユーザーのユーザー名。InternalUserDatabaseEnabled が
AdvancedSecurityOptions で true である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MasterUserPassword
マスターユーザーのパスワード。InternalUserDatabaseEnabled が
AdvancedSecurityOptions で true である場合にのみ指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain NodeToNodeEncryptionOptions
ノード間の暗号化が有効かどうかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
ノード間の暗号化が有効になっているかどうか (ブール値として) を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: Some interruptions

AWS::Elasticsearch::Domain SnapshotOptions
DEPRECATED.Elasticsearch 5.3 以降を実行しているドメインの場合、Amazon ES は 1 時間ごとに自動
的にスナップショットを作成するため、この設定は適用されません。Elasticsearch の以前のバージョンを
実行しているドメインでは、Amazon ES は 1 日ごとに自動的にスナップショットを作成します。
Amazon ES ドメインインデックスの自動スナップショット設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AutomatedSnapshotStartHour" : Integer

YAML
AutomatedSnapshotStartHour: Integer

プロパティ
AutomatedSnapshotStartHour
Amazon ES ドメインでサービスがインデックスの自動スナップショットを毎日作成する時間 (UTC)。
たとえば、0 と指定すると、Amazon ES は毎日午前 0 時と午前 1 時の間に自動スナップショットを作
成します。0 から 43200 までの値を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Elasticsearch::Domain VPCOptions
Amazon ES ドメインの Virtual Private Cloud (VPC) 設定。詳細については、Amazon Elasticsearch
Service デベロッパーガイドの「Amazon Elasticsearch Service ドメインの VPC サポート」を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]
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YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
ドメインの VPC エンドポイントに関連付けられるセキュリティグループ ID のリスト。セキュリティ
グループ ID を指定しない場合、Amazon ES は VPC にデフォルトのセキュリティグループを使用し
ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
ドメインが使用するアベイラビリティーゾーンごとに 1 つのサブネット ID を指定します。たとえ
ば、3 つのアベイラビリティーゾーンのドメインに 3 つのサブネット ID を指定する必要があります。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Elasticsearch Service デベロッパーガイドの「Amazon Elasticsearch Service ドメインの VPC
サポート」。

AWS::Elasticsearch::Domain ZoneAwarenessConfig
ゾーン対応の設定オプションを指定します。ZoneAwarenessEnabled が true の場合にのみ使用しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailabilityZoneCount" : Integer

YAML
AvailabilityZoneCount: Integer
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プロパティ
AvailabilityZoneCount
複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) を有効にした場合、ドメインで使用する AZ の数。
有効な値は、2 および 3 です。デフォルトは 2。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

Amazon EventBridge リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Events::ApiDestination (p. 3307)
• AWS::Events::Archive (p. 3310)
• AWS::Events::Connection (p. 3312)
• AWS::Events::EventBus (p. 3316)
• AWS::Events::EventBusPolicy (p. 3318)
• AWS::Events::Rule (p. 3325)

AWS::Events::ApiDestination
API 送信先を作成します。これは、イベントのターゲットとして設定された HTTP 呼び出しエンドポイン
トです。
OAuth 認証で ApiDesinations を使用する場合は、次のベストプラクティスを推奨します。
• OAuth 認証情報を使用して Secrets Manager でシークレットを作成します。
• CloudFormation 動的リファレンス構文を使用して、AWS::Events::Connection の CloudFormation
テンプレートのそのシークレットを参照します。詳細については、Secrets Manager secrets を参照して
ください。
Connection リソースが作成されると、シークレットは、「Service Linked Secrets」(サービスにリン
クされたシークレット) を使用して、EventBridge に渡されてお客様のアカウントに保存されます。こ
れにより、2 つのシークレットが効果的に作成されます。これにより、元のシークレットがイベントが
ApiDestination に送信されるたびにアクセスされるのではなく、CloudFormation テンプレートの作成時
または更新時にのみアクセスされるため、コストが最小限に抑えられます。EventBridge によってカスタ
マーアカウントに保存されるシークレットは、ApiDestination に送信される各イベントに使用されるシー
クレットであり、AWS は手数料を負担する責任を負います。

Note
EventBridge によってお客様のアカウントに保存されているシークレットは、直接更新すること
はできません (CloudFormation テンプレートが更新された場合のみ)。
シークレットを使用する CloudFormation テンプレートの例については、Examples を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Events::ApiDestination",
"Properties" : {
"ConnectionArn" : String,
"Description" : String,
"HttpMethod" : String,
"InvocationEndpoint" : String,
"InvocationRateLimitPerSecond" : Integer,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Events::ApiDestination
Properties:
ConnectionArn: String
Description: String
HttpMethod: String
InvocationEndpoint: String
InvocationRateLimitPerSecond: Integer
Name: String

プロパティ
ConnectionArn
API 送信先に使用する接続の ARN。接続先エンドポイントは、接続に指定された認証タイプをサポー
トしている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: ^arn:aws([a-z]|\-)*:events:([a-z]|\d|\-)*:([0-9]{12})?:connection\/
[\.\-_A-Za-z0-9]+\/[\-A-Za-z0-9]+$
Update requires: No interruption
Description
作成する API 送信先の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
HttpMethod
HTTP 呼び出しエンドポイントへのリクエストに使用するメソッド。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DELETE | GET | HEAD | OPTIONS | PATCH | POST | PUT
Update requires: No interruption
InvocationEndpoint
API 送信先の HTTP 呼び出しエンドポイントへの URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^((%[0-9A-Fa-f]{2}|[-()_.!~*';/?:@\x26=+$,A-Za-z0-9])+)
([).!';/?:,])?$
Update requires: No interruption
InvocationRateLimitPerSecond
HTTP 呼び出しエンドポイントに送信する 1 秒あたりのリクエストの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Name
作成する API 送信先の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リクエストによって作成さ
れた API 送信先の名前。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リクエストによって作成された API 送信先の ARN。

AWS::Events::Archive
指定した設定でイベントのアーカイブを作成します。アーカイブを作成すると、受信イベントがアーカイ
ブへすぐに送信され始めないことがあります。変更が有効になるまで、しばらくお待ちください。アーカ
イブに送信されるイベントをフィルタリングするパターンを指定しない場合、再生されたイベントを除く
すべてのイベントがアーカイブに送信されます。再生されたイベントはアーカイブに送信されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Events::Archive",
"Properties" : {
"ArchiveName" : String,
"Description" : String,
"EventPattern" : Json,
"RetentionDays" : Integer,
"SourceArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Events::Archive
Properties:
ArchiveName: String
Description: String
EventPattern: Json
RetentionDays: Integer
SourceArn: String

プロパティ
ArchiveName
作成するアーカイブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 48
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
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Description
アーカイブの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
EventPattern
アーカイブに送信されるイベントをフィルタリングするために使用するイベントパターン。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RetentionDays
イベントを保持する日数。デフォルト値は 0 です。0 に設定すると、イベントは無期限に保持されま
す
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
SourceArn
アーカイブにイベントを送信するイベントバスの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アーカイブ名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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ArchiveName
アーカイブ名。
Arn
作成されたアーカイブの ARN。

例
アーカイブの作成
次の例では、デフォルトのイベントバスから送信されるすべての EC2 イベントのアーカイブを作成しま
す。これは、アーカイブ内のイベントを 10 日間保持します。

JSON
{

}

"SampleArchive":
"Type" : "AWS::Events::Archive",
"Properties" : {
"ArchiveName" : "MyArchive",
"Description" : "Archive for all EC2 events",
"EventPattern" : {
"source": [
"aws.ec2"
]
},
"RetentionDays" : "10",
"SourceArn" : "arn:aws:events:us-west-2:123456789012:event-bus/default"
}

YAML
SampleArchive:
Type: 'AWS::Events::Archive'
Properties:
ArchiveName: MyArchive
Description: Archive for all EC2 events
EventPattern:
source:
- "aws.ec2"
RetentionDays: 10
SourceArn: 'arn:aws:events:us-west-2:123456789012:event-bus/default'

AWS::Events::Connection
接続を作成します。接続は、API 送信先 HTTP エンドポイントでの認証に使用する承認タイプと認証情報
を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Events::Connection",
"Properties" : {
"AuthorizationType" : String,
"AuthParameters" : Json,
"Description" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Events::Connection
Properties:
AuthorizationType: String
AuthParameters: Json
Description: String
Name: String

プロパティ
AuthorizationType
接続に使用する認証のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: API_KEY | BASIC | OAUTH_CLIENT_CREDENTIALS
Update requires: No interruption
AuthParameters
エンドポイントで認証するために使用する認証パラメータを含む
CreateConnectionAuthRequestParameters オブジェクト。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Description
作成する接続の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption
Name
作成する接続の名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リクエストによって作成さ
れた接続の名前。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リクエストによって作成された接続の ARN。
SecretArn
接続用に作成されたシークレットの ARN。

例
ApiKey 承認パラメータを使用して接続を作成する
次の例では、ApiKey 承認を使用して pagerduty-connection という名前の接続を作成し、Secrets Manager
からのシークレットを保存します。

JSON
{

"PagerDutyConection":
"Type" : "AWS::Events::Connection",
"Properties" : {
"Name" : "pagerduty-connection",
"AuthorizationType" : "API_KEY",
"AuthParameters" : {
"ApiKeyAuthParameters" : {
"ApiKeyName" : "Authorization",
"ApiKeyValue" : "{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:pagerdutyApiToken-S9SoDa}}"},
"AdditionalParameters" : {
"BodyParameters" : {
"routing_key" : "my-pagerduty-integration-key",
},
},
},
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}

}

YAML
PagerDutyConection:
Type: AWS::Events::Connection
Properties:
Name: 'pagerduty-connection'
AuthorizationType: API_KEY
AuthParameters:
ApiKeyAuthParameters:
ApiKeyName: Authorization
ApiKeyValue: '{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:pagerdutyApiToken-S9SoDa}}'
AdditionalParameters:
BodyParameters:
routing_key: 'my-pagerduty-integration-key'

OAuth 承認パラメータを使用して接続を作成する
次の例では、OAuth 承認を使用して auth0-connection という名前の接続を作成し、Secrets Manager から
のシークレットを保存します。

JSON
{

"Auth0Conection":
"Type" : "AWS::Events::Connection",
"Properties": {
"Name" : "auth0-connection",
"AuthorizationType" : "OAUTH",
"AuthParameters" : {
"OAuthParameters: {
"ClientParameters" : {
"ClientId": "{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:auth0ClientId}}",
"ClientSecret": "{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:auth0ClientSecret}}",
},
"AuthorizationEndpoint" : "https://yourUserName.us.auth0.com/oauth/token",
"HttpMethod" : "POST",
"AdditionalParameters" : {
"BodyParameters: {
"audience" : "my-auth0-identifier",
},
},
},
},
}
}

YAML
Auth0Conection:
Type: AWS::Events::Connection
Properties:
Name: 'auth0-connection'
AuthorizationType: OAUTH
AuthParameters:
OAuthParameters:
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ClientParameters:
ClientId: '{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:auth0ClientId}}'
ClientSecret: '{{resolve:secretsmanager:arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:auth0ClientSecret}}'
AuthorizationEndpoint: 'https://yourUserName.us.auth0.com/oauth/token'
HttpMethod: POST
AdditionalParameters:
BodyParameters:
audience: 'my-auth0-identifier'
#Note: This AdditionalParameters field is a child of OAuthParameters entry, meaning
it's only sent with the token exchange

AWS::Events::EventBus
アカウント内に新しいイベントバスを作成します。これは、カスタムアプリケーションおよびサービスか
らイベントを受信するために使用できるカスタムイベントバスにしたり、パートナーイベントソースと一
致するパートナーイベントバスにしたりすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Events::EventBus",
"Properties" : {
"EventSourceName" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Events::EventBus
Properties:
EventSourceName: String
Name: String

プロパティ
EventSourceName
パートナーイベントバスを作成する場合、これは、新しいイベントバスが照合されるパートナーイベ
ントソースを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: aws\.partner(/[\.\-_A-Za-z0-9]+){2,}
Update requires: Replacement
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Name
新しいイベントバスの名前。
イベントバス名に / の文字を含めることはできません。この名前 default はアカウントのデフォルト
のイベントバスに既に使用されているため、カスタムイベントバスには使用できません。
これがパートナーイベントバスの場合、名前は、このイベントバスが一致するパートナーイベント
ソースの名前と完全に一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [/\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
新しいイベントバスの名前。

Fn::GetAtt
使用するタスク定義の ARN。タスク定義を指定しない場合は、デフォルトでリソースの作成時の最新のリ
ビジョンに設定されます。
Arn
イベントバスの ARN (arn:aws:events:us-east-2:123456789012:event-bus/
aws.partner/PartnerName/acct1/repo1 など) 。
Name
イベントバスの名前 (PartnerName/acct1/repo1 など) 。
Policy
JSON 形式のイベントバスのポリシー。

例
パートナーイベントバスの作成
次の例では、aws.partner/PartnerName/acct1/repo1 という名前のパートナーイベントバスを作成
します。

JSON
"SamplePartnerEventBus": {
"Type": "AWS::Events::EventBus",
"Properties": {
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}

}

"EventSourceName": "aws.partner/PartnerName/acct1/repo1",
"Name": "aws.partner/PartnerName/acct1/repo1"

YAML
SamplePartnerEventBus:
Type: AWS::Events::EventBus
Properties:
EventSourceName: "aws.partner/PartnerName/acct1/repo1"
Name: "aws.partner/PartnerName/acct1/repo1"

カスタムイベントバスを作成する
次の例では、MyCustomEventBus という名前のカスタムイベントバスを作成します。

JSON
"SampleCustomEventBus": {
"Type": "AWS::Events::EventBus",
"Properties": {
"Name": "MyCustomEventBus"
}
}

YAML
SampleCustomEventBus:
Type: AWS::Events::EventBus
Properties:
Name: "MyCustomEventBus"

AWS::Events::EventBusPolicy
PutPermission の実行により、指定した AWS アカウントまたは AWS 組織が、指定したイベントバ
スにイベントを配置することが許可されます。アカウント内の Amazon EventBridge (CloudWatch Events)
ルールは、アカウント内のイベントバスに到着したこれらのイベントによってトリガーされます。
別のアカウントがお客様のアカウントにイベントを送信するには、その外部アカウントに、ターゲットと
してアカウントのイベントバスを備えた EventBridge ルールが必要です。
複数の AWS アカウントがイベントバスにイベントを配置できるようにするには、これらのアカウントご
とに PutPermission を 1 回実行します。または、すべてのアカウントが同じ AWS 組織のメンバーであ
る場合は、Principal を「*」として指定し、Condition で AWS 組織 ID を指定して PutPermission
を 1 回実行し、その組織内のすべてのアカウントに許可を付与できます。
組織を使用して、許可を付与する場合、その組織のアカウントは PutTarget を使用してアカウントのイ
ベントバスをターゲットとして追加する際に、適切な許可で RoleArn を指定する必要があります。詳細
については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの AWS アカウント間のイベントの送受信を参
照してください。
イベントバスの許可ポリシーのサイズは 10 KB を超えることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Events::EventBusPolicy",
"Properties" : {
"Action" : String,
"Condition" : Condition (p. 3324),
"EventBusName" : String,
"Principal" : String,
"Statement" : Json,
"StatementId" : String
}

YAML
Type: AWS::Events::EventBusPolicy
Properties:
Action: String
Condition:
Condition (p. 3324)
EventBusName: String
Principal: String
Statement: Json
StatementId: String

プロパティ
Action
他のアカウントに実行を許可しているアクション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: events:[a-zA-Z]+
Update requires: No interruption
Condition
このパラメータを使用すると、特定の AWS 組織のメンバーであるなど、特定の条件を満たすアカウ
ントに許可を制限できます。AWS Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユー
ザーガイドの What Is AWS Organizations を参照してください。
AWS 組織 ID で Condition を指定し、Principal の値として「*」を指定した場合、指定した組織
内のすべてのアカウントに許可を付与します。
Condition は JSON 文字列で、Type、Key、および Value フィールドを含める必要があります。
必須: いいえ
タイプ: Condition (p. 3324)
Update requires: No interruption
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EventBusName
ルールに関連付けられているイベントバスの名前。これを省略すると、デフォルトのイベントバスが
使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
Principal
デフォルトのイベントバスにイベントを配置することを許可している 12 桁の AWS アカウント ID。
任意のアカウントがデフォルトのイベントバスにイベントを配置することを許可するには、「*」を指
定します。
Condition を指定せずに「*」を指定した場合、望ましくないイベントと一致する可能性のあるルー
ルは作成しないようにします。より安全なルールを作成するには、各ルールのイベントパターンに、
イベントの受信元の特定のアカウント ID を持つaccount フィールドが必ず含まれるようにします。
アカウントフィールドのあるルールが、他のアカウントから送信されたどのイベントとも一致しませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 12
パターン: (\d{12}|\*)
Update requires: No interruption
Statement
許可ポリシーステートメントを記述する JSON 文字列。StatementId、Action、Principal、ま
たは Condition パラメータを使用する代わりに、リクエストに Policy パラメータを含めることが
できます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
StatementId
許可を付与しようとしている外部アカウントの識別子文字列。後でこの外部アカウントの許可を取り
消す場合は、RemovePermission を実行するときにこの StatementId を指定します。

Note
各 StatementId は一意でなければなりません。
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
3320

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge

タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [a-zA-Z0-9-_]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : イベントバスポリシー ID
(EventBusPolicy-1aBCdeFGh2J3 など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
アクセス許可を 1 つのアカウントに付与する
次の例では、アカウント ID が 111122223333 の AWS アカウントにアクセス許可を付与します。

JSON
"SampleEventBusPolicy": {
"Type": "AWS::Events::EventBusPolicy",
"Properties": {
"StatementId": "MyStatement",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal" : {"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "events:PutEvents",
"Resource": "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default"
}
}
}

YAML
SampleEventBusPolicy:
Type: AWS::Events::EventBusPolicy
Properties:
StatementId: "MyStatement"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
AWS: "arn:aws:iam::111122223333:root"
Action: "events:PutEvents"
Resource: "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default"

組織にアクセス許可を付与する
以下の例では、組織 ID が o-1234567890 の組織内のすべての AWS アカウントにアクセス許可を付与し
ます。
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JSON
"SampleEventBusPolicy": {
"Type": "AWS::Events::EventBusPolicy",
"Properties": {
"StatementId": "MyStatement",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal" : "*",
"Action": "events:PutEvents",
"Resource": "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:PrincipalOrgID": "o-1234567890"}
}
}
}
}

YAML
SampleEventBusPolicy:
Type: AWS::Events::EventBusPolicy
Properties:
StatementId: "MyStatement"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal: "*"
Action: "events:PutEvents"
Resource: "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default"
Condition:
StringEquals:
"aws:PrincipalOrgID": "o-1234567890"

複数のプリンシパルとアクションを使用したポリシーの拒否
次の例は、複数のプリンシパルとアクションを使用する拒否ポリシーステートメントを示しています。

JSON
"SampleDenyEventBusPolicy": {
"Type": "AWS::Events::EventBusPolicy",
"Properties": {
"StatementId": "MyDenyStatement",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Principal" :
{"AWS" : ["arn:aws:iam::111122223333:user/alice",
"arn:aws:iam::111122223333:user/bob"]},
"Action": [
"events:PutEvents",
"events:PutRule"
],
"Resource": "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default"
}
}
}

YAML
SampleDenyEventBusPolicy:
Type: AWS::Events::EventBusPolicy
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Properties:
StatementId: "MyDenyStatement"
Statement:
Effect: "Deny"
Principal:
AWS:
- "arn:aws:iam::111122223333:user/alice"
- "arn:aws:iam::111122223333:user/bob"
Action:
- "events:PutEvents"
- "events:PutRule"
Resource: "arn:aws:events:us-east-1:111122223333:event-bus/default"

カスタムイベントバスを使用して Organization に許可を付与する
以下の例では、カスタムイベントバスを使用して、組織 ID が o-1234567890 の組織内のすべての AWS
アカウントに許可を付与します。

JSON
"SampleCustomEventBus": {
"Type": "AWS::Events::EventBus",
"Properties": {
"Name": "MyCustomEventBus"
}
},
"SampleCustomEventBusPolicy": {
"Type": "AWS::Events::EventBusPolicy",
"Properties": {
"EventBusName": {
"Ref": "SampleCustomEventBus"
},
"StatementId": "MyCustomEventBusStatement",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal" : "*",
"Action": "events:PutEvents",
"Resource": {
"Fn::GetAtt": [
"SampleCustomEventBus",
"Arn"
]
},
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:PrincipalOrgID": "o-1234567890"}
}
}
}
}

YAML
SampleCustomEventBus:
Type: AWS::Events::EventBus
Properties:
Name: "MyCustomEventBus"
SampleCustomEventBusPolicy:
Type: AWS::Events::EventBusPolicy
Properties:
EventBusName:
Ref: "SampleCustomEventBus"
StatementId: "MyCustomEventBusStatement"
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Statement:
Effect: "Allow"
Principal: "*"
Action: "events:PutEvents"
Resource: !GetAtt "SampleCustomEventBus.Arn"
Condition:
StringEquals:
"aws:PrincipalOrgID": "o-1234567890"

AWS::Events::EventBusPolicy 条件
条件を満たすアカウントだけに付与するイベントバスのアクセス許可を制限するために使用できる JSON
文字列。現在、サポートされている唯一の条件は特定の AWS 組織のメンバーシップです。文字列は
Type、Key、Value の各フィールドが含まれている必要があります。Value フィールドには、AWS 組織
の ID を指定します。以下は、Condition の値の例です。
'{"Type" : "StringEquals", "Key": "aws:PrincipalOrgID", "Value":
"o-1234567890"}'

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Type: String
Value: String

プロパティ
Key
条件のキーを指定します。現在サポートされているキーは、aws:PrincipalOrgID のみです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
条件のタイプを指定します。現在、サポートされている値は StringEquals のみです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーの値を指定します。現在、これは組織の ID である必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule
指定されたルールを作成または更新します。ルールは、デフォルトで、または状態の値に従って有効化さ
れています。DisableRule を使用してルールを無効にできます。
1 つのルールは、1 つのイベントバスからのイベントを監視します。AWS のサービスによって生成された
イベントは、アカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。SaaS パートナーサービスまたはア
プリケーションによって生成されたイベントは、一致するパートナーイベントバスに移動します。カスタ
ムアプリケーションまたはサービスがある場合は、デフォルトのイベントバスまたは作成したカスタムイ
ベントバスのどちらにそのイベントを移動するかを指定できます。詳細については、CreateEventBus を参
照してください。
既存のルールを更新すると、そのルールはこの PutRule コマンドで指定した内容に置き換えられま
す。PutRule で引数を省略した場合、それらの引数の古い値は保持されません。代わりに、それらの値は
Null 値に置き換えられます。
ルールを作成または更新すると、受信イベントはすぐに、新しいルールまたは更新されたルールへのマッ
チングを開始しないことがあります。変更が有効になるまで、しばらくお待ちください。
ルールには、少なくとも EventPattern または ScheduleExpression を含める必要がありま
す。EventPattern を含むルールは、一致するイベントが確認されときにトリガーされま
す。ScheduleExpression を含むルールは、指定されたスケジュールに基づいて自己トリガーします。ルー
ルには、EventPattern と ScheduleExpression の両方を含めることができます。その場合、ルールは一致
するイベントとスケジュールでトリガーされます。
AWS のほとんどのサービスでは、Amazon リソースネーム (ARN) 内の : または / は同じ文字として扱われ
ます。ただし、EventBridge では、イベントパターンおよびルールで完全一致が使用されます。イベント
パターンの作成時に正しい ARN 文字を使用して、一致させるイベント内の ARN 構文とそれらの文字が一
致するようにしてください。
EventBridge では、ルールが繰り返し開始される無限ループにつながるルールを作成する可能性がありま
す。たとえば、S3 バケットで ACL が変更されたことを検出し、ソフトウェアをトリガーして ACL を目的
の状態に変更するルールがあるとします。このルールが慎重に記述されていない場合は、その後 ACL を変
更するとルールが再び開始され、無限ループが作成されます。
これを防ぐには、トリガーされたアクションが同じルールを再び開始しないようにルールを記述します。
たとえば、変更された後ではなく、エラー状態にある ACL が見つかった場合にのみ、ルールが開始される
ようにします。
無限ループにより、予想よりも高い料金がすぐに発生する可能性があります。指定した制限を料金が超え
るとアラートで知らせる予算設定を使用することをお勧めします。詳細については、「予算によるコスト
の管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Events::Rule",
"Properties" : {
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}

}

"Description" : String,
"EventBusName" : String,
"EventPattern" : Json,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"ScheduleExpression" : String,
"State" : String,
"Targets" : [ Target (p. 3352), ... ]

YAML
Type: AWS::Events::Rule
Properties:
Description: String
EventBusName: String
EventPattern: Json
Name: String
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
State: String
Targets:
- Target (p. 3352)

プロパティ
Description
ルールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
Update requires: No interruption
EventBusName
ルールに関連付けられているイベントバスの名前または ARN。これを省略すると、デフォルトのイベ
ントバスが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [/\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
EventPattern
ルールのイベントパターン。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの Events and
Event Patterns を参照してください。
必須: 条件付き
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タイプ: Json
Update requires: No interruption
Name
ルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: Replacement
RoleArn
ターゲットの呼び出しに使用されるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
他のアカウントのイベントバスをターゲットとして設定していて、そのアカウントが直接アカウント
ID ではなく組織を通じて自分のアカウントにアクセス許可を与えている場合は、このパラメータでは
なく、Target 構造で適切なアクセス許可を持つ RoleArn を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
スケジュール式。たとえば、"cron(0 20 * * ? *)"、"rate(5 minutes)" です。詳細については、Creating
an Amazon EventBridge rule that runs on a schedule を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
State
ルールの状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
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Targets
指定されたターゲットを指定されたルールに追加、またはターゲットがルールに関連付けられている
場合は、ターゲットを更新します。
ターゲットは、ルールがトリガーされたときに呼び出されるリソースです。
Events のターゲットとして次の項目を設定できます。
• API 送信先
• Amazon API Gateway REST API エンドポイント
• API Gateway
• AWS Batch ジョブキュー
• CloudWatch Logs ロググループ
• CodeBuild プロジェクト
• CodePipeline
• Amazon EC2 CreateSnapshot API コール
• EC2 Image Builder
• Amazon EC2 RebootInstances API コール
• Amazon EC2 StopInstances API コール
• Amazon EC2 TerminateInstances API コール
• Amazon ECS タスク
• 別の AWS アカウントまたはリージョン内のイベントバス。
ルールのターゲットとして、米国東部 (バージニア北部) us-east-1、米国西部 (オレゴン) uswest-2、または欧州 (アイルランド) eu-west-1 リージョンでイベントバスを使用できます。
• Firehose 配信ストリーム (Kinesis Data Firehose)
• Inspector 評価テンプレート (Amazon Inspector)
• Kinesis ストリーム (Kinesis Data Stream)
• AWS Lambda 関数
• Redshift クラスター (Data API ステートメントの実行)
• Amazon SNS トピック
• Amazon SQS キュー (FIFO キューを含む)
• SSM オートメーション
• SSM OpsItem
• SSM Run Command
• Step Functions ステートマシン
組み込みターゲットでのルール作成は、AWS Management Console でのみサポートされていま
す。組み込みターゲットは、EC2 CreateSnapshot API call、EC2 RebootInstances API
call、EC2 StopInstances API call、および EC2 TerminateInstances API call です。
一部のターゲットタイプでは、PutTargets はターゲット固有のパラメータを提供します。ターゲッ
トが Kinesis データストリームの場合は、KinesisParameters 引数を使用して、イベントの移動先
となるシャードをオプションで指定できます。1 つのルールを使用して複数の EC2 インスタンスでコ
マンドを呼び出すには、RunCommandParameters フィールドを使用できます。
Amazon EventBridge が、ユーザー所有のリソースに対して API コールを行うには、適切な許可が必
要です。AWS Lambda および Amazon SNS リソースの場合、EventBridge はリソースベースのポリ
シーに依存します。EC2 インスタンス、Kinesis Data Streams、AWS Step Functions ステートマシ
ン、および API Gateway REST API の場合、EventBridge は PutTargets の RoleARN 引数で指定し
た IAM ロールに依存します。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの Authentication
and Access Control を参照してください。
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別の AWS アカウントが同じリージョンにあり、 (PutPermission を使用して) 許可を付与して
いる場合は、そのアカウントにイベントを送信できます。アカウント内のルールのターゲットとし
て、そのアカウントのイベントバスを設定します。一致したイベントを他のアカウントに送信するに
は、PutTargets の実行時にそのアカウントのイベントバスを Arn 値として指定します。お客様の
アカウントが別のアカウントにイベントを送信する場合、アカウントでは、送信されるイベントごと
に料金が発生します。別のアカウントに送信される各イベントは、カスタムイベントとしての料金が
発生します。イベントを受信したアカウントは、料金が請求されません。詳細については、Amazon
EventBridge の料金を参照してください。

Note
ターゲットが別の AWS アカウントのイベントバスの場合、Input、InputPath、および
InputTransformer は PutTarget で使用できません。
他のアカウントのイベントバスをターゲットとして設定していて、そのアカウントが直接アカウント
ID ではなく組織を通じて自分のアカウントにアクセス許可を与えている場合は、Target 構造で適切
な許可を持つ RoleArn を指定する必要があります。詳細については、Amazon CloudWatch Events
ユーザーガイドの AWS アカウント間のイベントの送受信を参照してください。
クロスアカウントイベントを有効にする方法の詳細については、PutPermission を参照してくださ
い。
Input、 InputPath、InputTransformer は、ターゲットの相互に排他的なオプションのパラメータで
す。一致したイベントを理由としてルールがトリガーされると、次のようになります。
• ターゲットに次の引数が指定されていない場合、イベント全体が JSON 形式でターゲットに渡され
ます (ただし、ターゲットが Amazon EC2 Run Command または Amazon ECS タスクである場合を
除きます。この場合は、イベントから何もターゲットに渡されません)。
• Input が有効な JSON の形式で指定されている場合、一致したイベントはこの定数でオーバーライ
ドされます。
• InputPath が JSONPath の形式で指定されている場合 (例: $.detail)、パスで指定されたイベント
の一部のみがターゲットに渡されます (例: イベントの詳細部分のみが渡されます)。
• InputTransformer が指定されている場合、指定された 1 つ以上の JSONPath がイベントから抽出さ
れ、ターゲットへの入力として指定するテンプレートの値として使用されます。
InputPath または InputTransformer を指定する場合は、ブラケット表記ではなく JSON ドット
表記を使用する必要があります。
ルールにターゲットを追加し、関連付けられたルールがすぐにトリガーされると、新規または更新さ
れたターゲットがすぐに呼び出されないことがあります。変更が有効になるまで、しばらくお待ちく
ださい。
同時に多くのリクエストがなされると、このアクションは部分的に失敗することがあります。その場
合、FailedEntryCount は応答でゼロ以外の値になり、FailedEntries の各エントリは、失敗し
たターゲットの ID とエラーコードを提供します。
必須: いいえ
タイプ: Target (p. 3352) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : イベントルール ID
(mystack-ScheduledRule-ABCDEFGHIJK など)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
ルールの ARN (arn:aws:events:us-east-2:123456789012:rule/example など)。

例
ターゲットに対してデッドレターキューを含めるルールの作成
次の例は、すべての EC2 イベントを SQS キューに送信し、ルールのターゲットに対してデッドレター
キューと再試行ポリシーの設定を含める方法を示しています。

JSON
{

}

"MyNewEventsRule": {
"Type": "AWS::Events::Rule",
"Properties": {
"Description": "Test Events Rule",
"Name": "mynewabc",
"EventPattern": {
"source": [
"aws.ec2"
]
},
"State": "ENABLED",
"Targets": [
{
"Arn": "arn:aws:sqs:us-west-2:081035103721:demoSQS",
"Id": "Id1234",
"RetryPolicy": {
"MaximumRetryAttempts": 4,
"MaximumEventAgeInSeconds": 400
},
"DeadLetterConfig": {
"Arn": "arn:aws:sqs:us-west-2:081035103721:demoDLQ"
}
}
]
}
}

YAML
MyNewEventsRule:
Type: 'AWS::Events::Rule'
Properties:
Description: Test Events Rule
Name: mynewabc
EventPattern:
source:
- aws.ec2
State: ENABLED
Targets:
- Arn: 'arn:aws:sqs:us-west-2:081035103721:demoSQS'
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Id: Id1234
RetryPolicy:
MaximumRetryAttempts: 4
MaximumEventAgeInSeconds: 400
DeadLetterConfig:
Arn: 'arn:aws:sqs:us-west-2:081035103721:demoDLQ'

Lambda 関数を定期的に呼び出す
次の例では、10 分ごとに指定の Lambda 関数を実行するルールを作成しま
す。PermissionForEventsToInvokeLambda リソースは EventBridge に関連機能を実行する許可を付
与します。

JSON
"ScheduledRule": {
"Type": "AWS::Events::Rule",
"Properties": {
"Description": "ScheduledRule",
"ScheduleExpression": "rate(10 minutes)",
"State": "ENABLED",
"Targets": [{
"Arn": { "Fn::GetAtt": ["LambdaFunction", "Arn"] },
"Id": "TargetFunctionV1"
}]
}
},
"PermissionForEventsToInvokeLambda": {
"Type": "AWS::Lambda::Permission",
"Properties": {
"FunctionName": { "Ref": "LambdaFunction" },
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Principal": "events.amazonaws.com",
"SourceArn": { "Fn::GetAtt": ["ScheduledRule", "Arn"] }
}
}

YAML
ScheduledRule:
Type: AWS::Events::Rule
Properties:
Description: "ScheduledRule"
ScheduleExpression: "rate(10 minutes)"
State: "ENABLED"
Targets:
Arn:
Fn::GetAtt:
- "LambdaFunction"
- "Arn"
Id: "TargetFunctionV1"
PermissionForEventsToInvokeLambda:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName: !Ref "LambdaFunction"
Action: "lambda:InvokeFunction"
Principal: "events.amazonaws.com"
SourceArn:
Fn::GetAtt:
- "ScheduledRule"
- "Arn"
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Lambda 関数をイベントに応じて呼び出す
次の例では、EC2 インスタンスの状態が停止中に変わると指定された Lambda 関数を実行するルールを作
成します。

JSON
"EventRule": {
"Type": "AWS::Events::Rule",
"Properties": {
"Description": "EventRule",
"EventPattern": {
"source": [
"aws.ec2"
],
"detail-type": [
"EC2 Instance State-change Notification"
],
"detail": {
"state": [
"stopping"
]
}
},
"State": "ENABLED",
"Targets": [{
"Arn": { "Fn::GetAtt": ["LambdaFunction", "Arn"] },
"Id": "TargetFunctionV1"
}]
}
},
"PermissionForEventsToInvokeLambda": {
"Type": "AWS::Lambda::Permission",
"Properties": {
"FunctionName": { "Ref": "LambdaFunction" },
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Principal": "events.amazonaws.com",
"SourceArn": { "Fn::GetAtt": ["EventRule", "Arn"] }
}
}

YAML
EventRule:
Type: AWS::Events::Rule
Properties:
Description: "EventRule"
EventPattern:
source:
- "aws.ec2"
detail-type:
- "EC2 Instance State-change Notification"
detail:
state:
- "stopping"
State: "ENABLED"
Targets:
Arn:
Fn::GetAtt:
- "LambdaFunction"
- "Arn"
Id: "TargetFunctionV1"
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PermissionForEventsToInvokeLambda:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName:
Ref: "LambdaFunction"
Action: "lambda:InvokeFunction"
Principal: "events.amazonaws.com"
SourceArn:
Fn::GetAtt:
- "EventRule"
- "Arn"

ログエントリに応じてトピックを通知する
次の例では、Amazon Simple Notification Service ログエントリに Root ユーザーによる呼び出しが含まれ
る場合に AWS CloudTrail トピックを通知するルールを作成します。EventTopicPolicy リソースは関
連する Amazon SNS トピックに通知する Amazon EventBridge 許可を付与します。

JSON
"OpsEventRule": {
"Type": "AWS::Events::Rule",
"Properties": {
"Description": "EventRule",
"EventPattern": {
"detail-type": [ "AWS API Call via CloudTrail" ],
"detail": {
"userIdentity": {
"type": [ "Root" ]
}
}
},
"State": "ENABLED",
"Targets": [
{
"Arn": { "Ref": "MySNSTopic" },
"Id": "OpsTopic"
}
]
}
}
"EventTopicPolicy": {
"Type": "AWS::SNS::TopicPolicy",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "events.amazonaws.com" },
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "*"
}
]
},
"Topics": [ { "Ref": "MySNSTopic" } ]
}
}

YAML
OpsEventRule:
Type: AWS::Events::Rule
Properties:
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Description: "EventRule"
EventPattern:
detail-type:
- "AWS API Call via CloudTrail"
detail:
userIdentity:
type:
- "Root"
State: "ENABLED"
Targets:
Arn:
Ref: "MySNSTopic"
Id: "OpsTopic"
EventTopicPolicy:
Type: 'AWS::SNS::TopicPolicy'
Properties:
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: events.amazonaws.com
Action: 'sns:Publish'
Resource: '*'
Topics:
- !Ref MySNSTopic

AWS::Events::Rule AwsVpcConfiguration
この構造は、タスクの VPC サブネットとセキュリティグループを指定し、パブリック IP アドレスを使用
するかどうかを指定します。この構造は、awsvpc ネットワークモードを使用する ECS タスクにのみ関連
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssignPublicIp" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
AssignPublicIp: String
SecurityGroups:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
AssignPublicIp
タスクの Elastic Network Interface がパブリック IP アドレスを受け取るかどうかを指定しま
す。ENABLED は、EcsParameters の LaunchType が FARGATE に設定されている場合にのみ指定
できます。
API バージョン 2010-05-15
3334

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge

必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
SecurityGroups
タスクに関連付けられたセキュリティグループを指定します。これらのセキュリティグループはすべ
て同じ VPC 内にある必要があります。最大 5 つのセキュリティグループを指定できます。セキュリ
ティグループを指定しないと、VPC のデフォルトのセキュリティグループが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Subnets
タスクに関連付けられたサブネットを指定します。これらのサブネットはすべて同じ VPC 内にある必
要があります。最大 16 個のサブネットを指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule BatchArrayProperties
送信されたジョブの配列プロパティ（配列のサイズなど）。配列のサイズは 2～10,000 の範囲で指定でき
ます。ジョブの配列プロパティを指定した場合は、配列ジョブになります。このパラメータは、ターゲッ
トが AWS Batch ジョブの場合にのみ使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Size" : Integer

YAML
Size: Integer

プロパティ
Size
配列のサイズ（配列バッチジョブの場合）。有効な値は、2～10,000 の整数です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule BatchParameters
ターゲットが AWS Batch ジョブの場合に使用されるカスタムパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArrayProperties" : BatchArrayProperties (p. 3335),
"JobDefinition" : String,
"JobName" : String,
"RetryStrategy" : BatchRetryStrategy (p. 3337)

YAML
ArrayProperties:
BatchArrayProperties (p. 3335)
JobDefinition: String
JobName: String
RetryStrategy:
BatchRetryStrategy (p. 3337)

プロパティ
ArrayProperties
送信されたジョブの配列プロパティ（配列のサイズなど）。配列のサイズは 2～10,000 の範囲で指定
できます。ジョブの配列プロパティを指定した場合は、配列ジョブになります。このパラメータは、
ターゲットが AWS Batch ジョブの場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: BatchArrayProperties (p. 3335)
Update requires: No interruption
JobDefinition
イベントターゲットが AWS Batch ジョブの場合に使用する ARN またはジョブ定義の名前。このジョ
ブ定義はすでに存在している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JobName
ターゲットが AWS Batch ジョブの場合、このジョブの実行に使用する名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
RetryStrategy
ターゲットが AWS Batch ジョブの場合、失敗したジョブに使用する再試行戦略。再試行戦略は、失
敗したジョブ実行を再試行する回数です。有効な値は 1～10 です。ここで再試行戦略を指定すると、
ジョブ定義で定義された再試行戦略をオーバーライドします。
必須: いいえ
タイプ: BatchRetryStrategy (p. 3337)
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule BatchRetryStrategy
ターゲットが AWS Batch ジョブの場合、失敗したジョブに使用する再試行戦略。ここで再試行戦略を指
定すると、ジョブ定義で定義された再試行戦略をオーバーライドします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Attempts" : Integer

YAML
Attempts: Integer

プロパティ
Attempts
ジョブが失敗した場合に再試行する回数。有効な値は 1～10 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule DeadLetterConfig
デッドレターキュー設定に関する情報を含む DeadLetterConfig オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
デッドレターキューのターゲットとして指定した SQS キューの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule EcsParameters
ターゲットが Amazon ECS タスクの場合に使用されるカスタムパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Group" : String,
"LaunchType" : String,
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 3346),
"PlatformVersion" : String,
"TaskCount" : Integer,
"TaskDefinitionArn" : String

YAML
Group: String
LaunchType: String
NetworkConfiguration:
NetworkConfiguration (p. 3346)
PlatformVersion: String
TaskCount: Integer
TaskDefinitionArn: String

プロパティ
Group
タスクの ECS タスクグループを指定します。最大長は 255 文字です。
API バージョン 2010-05-15
3338

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchType
タスクが実行されている起動タイプを指定します。ここで指定する起動タイプは、ターゲットタス
クの起動タイプ (互換性) のいずれかに一致する必要があります。FARGATE 値は、AWS Fargate with
Amazon ECS がサポートされているリージョンでのみサポートされます。詳細については、Amazon
Elastic Container Service デベロッパーガイドの AWS Fargate on Amazon ECS を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EC2 | EXTERNAL | FARGATE
Update requires: No interruption
NetworkConfiguration
Amazon ECS タスクが awsvpc ネットワークモードを使用する場合は、この構造を使用します。この
構造は、タスクに関連付けられた VPC サブネットとセキュリティグループを指定し、パブリック IP
アドレスを使用するかどうかを指定します。この構造は、LaunchType が FARGATE の場合に必要で
す。これは、Fargate タスクに awsvpc モードが必要なためです。
ターゲット ECS タスクが awsvpc ネットワークモードを使用しないときに
NetworkConfiguration を指定すると、タスクは失敗します。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfiguration (p. 3346)
Update requires: No interruption
PlatformVersion
タスクのプラットフォームバージョンを指定します。1.1.0 など、プラットフォームバージョンの数
値部分のみを指定します。
この構造は、LaunchType が FARGATE である場合にのみ使用されます。詳細については、Amazon
Elastic Container Service デベロッパーガイドの AWS Fargate プラットフォームのバージョンを参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TaskCount
TaskDefinition に基づいて作成するタスクの数。デフォルトは 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
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TaskDefinitionArn
イベントターゲットが、Amazon ECS タスクの場合に使用するタスク定義の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: No interruption

例

次の例では、ECS パラメータを定義します。

JSON
{

"LaunchType": "FARGATE",
"NetworkConfiguration": {
"AwsVpcConfiguration": {
"AssignPublicIp": "DISABLED",
"SecurityGroups": [
{
"Fn: : GetAtt": [
"ScheduledFargateTaskScheduledTaskDefSecurityGroupE075BC19",
"GroupId"
]
}
],
"Subnets": [
{
"Ref": "VpcPrivateSubnet1Subnet536B997A"
}
]
}
},
"TaskCount": 2,
"TaskDefinitionArn": {
"Ref": "ScheduledFargateTaskScheduledTaskDef521FA675"
},
"enableECSManagedTags": true,
"placementConstraints": [
{
"expression": "attribute:ecs.instance-type == t2.small",
"type": "memberOf"
}
],
"placementStrategy": [
{
"field": "instanceId",
"type ": "binpack"
}
],
"propagateTags": "TASK_DEFINITION",
"referenceId": "idopsks",
"startedBy": "surearu",
"tags": [

API バージョン 2010-05-15
3340

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge
{

}

]

}

"key": "maintask",
"value ": "taskvalue"

YAML
LaunchType: "FARGATE"
NetworkConfiguration:
AwsVpcConfiguration:
AssignPublicIp: "DISABLED"
SecurityGroups:
Fn: : GetAtt:
"ScheduledFargateTaskScheduledTaskDefSecurityGroupE075BC19",
"GroupId"
Subnets:
Ref:
"VpcPrivateSubnet1Subnet536B997A"
TaskCount: 2
TaskDefinitionArn:
Ref:
"ScheduledFargateTaskScheduledTaskDef521FA675"
enableECSManagedTags: true
placementConstraints:
expression:
"attribute:ecs.instance-type == t2.small"
type:
"memberOf"
placementStrategy:
field:
"instanceId"
type:
"binpack"
propagateTags:
"TASK_DEFINITION"
referenceId:
"idopsks"
startedBy:
"surearu"
tags:
key:
"maintask"
value:
"taskvalue"

AWS::Events::Rule HttpParameters
これらは、ターゲットが API Gateway REST APIs または EventBridge ApiDestinations である場合に使用
されるカスタムパラメータです。後者の場合、これらは Connection で指定された InvocationParameters
とマージされ、Connection からの値が優先されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"HeaderParameters" : {Key : Value, ...},
"PathParameterValues" : [ String, ... ],
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}

"QueryStringParameters" : {Key : Value, ...}

YAML
HeaderParameters:
Key : Value
PathParameterValues:
- String
QueryStringParameters:
Key : Value

プロパティ
HeaderParameters
API Gateway REST API または EventBridge ApiDestination を呼び出すリクエストの一部として送信す
る必要があるヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
PathParameterValues
API Gateway REST API または EventBridge ApiDestination のパスのワイルドカード (「*」) を入力す
るために使用されるパスパラメータの値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
QueryStringParameters
API Gateway REST API または EventBridge ApiDestination を呼び出すリクエストの一部として送信す
る必要があるクエリ文字列のキー/値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule InputTransformer
イベントから抽出された 1 つ以上のデータに基づいてターゲットにカスタム入力を提供するために必要な
パラメータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"InputPathsMap" : {Key : Value, ...},
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}

"InputTemplate" : String

YAML
InputPathsMap:
Key : Value
InputTemplate: String

プロパティ
InputPathsMap
イベントから抽出される JSON パスのマップ。その後、これらを InputTemplate のテンプレートに
挿入して、ターゲットに送信する出力を作成できます。
配列 InputPathsMap はキーと値のペアで構成され、各値は有効な JSON パスです。最大 100 個の
キーと値のペアを持つことができます。ブラケット表記ではなく、JSON ドット表記を使用する必要
があります。
キーを「AWS」で始めることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
InputTemplate
ターゲットに送信されるデータをカスタマイズするために InputPathsMap からのキーの値で埋め
られるプレースホルダーを指定する入力テンプレート。各 InputPathsMaps 値を角括弧で囲みま
す。<value>InputTemplate は有効な JSON である必要があります。
InputTemplate が JSON オブジェクト (中括弧で囲まれている) の場合、以下の制限が適用されま
す。
• プレースホルダーをオブジェクトキーとして使用することはできません。
次の例は、InputPathsMap と InputTemplate を使用するための構文を示しています。
"InputTransformer":
{
"InputPathsMap": {"instance": "$.detail.instance","status":
"$.detail.status"},
"InputTemplate": "<instance> is in state <status>"
}
次の例のように、InputTemplateで JSON ストリング内に引用符を含めるには、各引用符をスラッ
シュでエスケープします。
"InputTransformer":
{
"InputPathsMap": {"instance": "$.detail.instance","status":
"$.detail.status"},
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"InputTemplate": "<instance> is in state \"<status>\""
}
InputTemplate は、次の例のように、引用符または出力で変数を含む有効な JSON とすることもで
きます。
"InputTransformer":
{
"InputPathsMap": {"instance": "$.detail.instance","status":
"$.detail.status"},
"InputTemplate": '{"myInstance": <instance>,"myStatus": "<instance> is in
state \"<status>\""}'
}
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 8192
Update requires: No interruption

例
入力を文字列に変換する
次の例では、instance および state から文字列を出力します。

JSON
"InputTransformer": {
"InputPathsMap": {
"instance": "$.detail.instance-id",
"state": "$.detail.state"
},
"InputTemplate": "\"instance <instance> is in <state>\"\n
}

}\n"

YAML
InputTransformer:
InputPathsMap:
"instance" : "$.detail.instance-id"
"state" : "$.detail.state"
InputTemplate: |
"instance <instance> is in <state>"

入力を JSON に変換する
次の例では、instance および state から、文字列と変数を含む JSON を出力します。
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JSON
"InputTransformer": {
"InputPathsMap": {
"instance": "$.detail.instance-id",
"state": "$.detail.state"
},
"InputTemplate": "{\n
\"instance\" : <instance>,\n
\"state\" : <state>,\n
\"instanceStatus\": \"instance \\\"<instance>\\\" is in <state>\"\n}\n"
}

YAML
InputTransformer:
InputPathsMap:
"instance" : "$.detail.instance-id"
"state" : "$.detail.state"
InputTemplate: |
{
"instance" : <instance>,
"state" : <state>,
"instanceStatus": "instance \"<instance>\" is in <state>"
}

入力を変換して変数を代入する
次の例では、変数 RootDomainName を定義します。次に、instance と state から、domain の
RootDomainName を代入し、JSON を出力します。

JSON
"Parameters": {
"RootDomainName": {
"Description": "Domain name to use",
"Type": "String",
"Default": "testdomain.com"
}
},

JSON
"InputTransformer": {
"InputPathsMap": {
"instance": "$.detail.instance-id",
"state": "$.detail.state"
},
"InputTemplate": {
"Fn::Sub": [
"{\n
\"domain\": \"${Domain}\",\n
\"instance\" : <instance>,\n
\"state
\" : <state>,\n
\"instanceStatus\": \"instance \\\"<instance>\\\" is in <state>\"\n} ( Domain: !Ref RootDomainName )\n"
]
}
}

YAML
Parameters:
RootDomainName:
Description: Domain name to use

API バージョン 2010-05-15
3345

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge
Type: String
Default: testdomain.com

YAML
InputTransformer:
InputPathsMap:
"instance" : "$.detail.instance-id"
"state" : "$.detail.state"
InputTemplate: !Sub
- |
{
"domain": "${Domain}",
"instance" : <instance>,
"state" : <state>,
"instanceStatus": "instance \"<instance>\" is in <state>"
} - ( Domain: !Ref RootDomainName )

AWS::Events::Rule KinesisParameters
このオブジェクトを使用すると、イベントから抽出して Amazon Kinesis データストリームのパーティ
ションキーとして使用する JSON パスを指定できます。これにより、イベントの送信先のシャードを制御
できます。このパラメータを含めない場合、デフォルトでは eventId がパーティションキーとして使用
されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PartitionKeyPath" : String

YAML
PartitionKeyPath: String

プロパティ
PartitionKeyPath
イベントから抽出され、パーティションキーとして使用される JSON パス。詳細については、
『Amazon Kinesis Streams 開発者ガイド』の「Amazon Kinesis Streams の主要なコンセプト」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule NetworkConfiguration
この構造は、ECS タスクのネットワーク設定を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AwsVpcConfiguration" : AwsVpcConfiguration (p. 3334)

YAML
AwsVpcConfiguration:
AwsVpcConfiguration (p. 3334)

プロパティ
AwsVpcConfiguration
この構造を使用して、タスクの VPC サブネットとセキュリティグループを指定し、パブリック IP ア
ドレスを使用するかどうかを指定します。この構造は、awsvpc ネットワークモードを使用する ECS
タスクにのみ関連します。
必須: いいえ
タイプ: AwsVpcConfiguration (p. 3334)
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule RedshiftDataParameters
これらは、EventBridge イベントに基づいて Amazon Redshift Data API ExecuteStatement を呼び出すと
き、ターゲットが Amazon Redshift クラスターである場合に使用されるカスタムパラメータです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"DbUser" : String,
"SecretManagerArn" : String,
"Sql" : String,
"StatementName" : String,
"WithEvent" : Boolean

YAML
Database: String
DbUser: String
SecretManagerArn: String
Sql: String
StatementName: String
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WithEvent: Boolean

プロパティ
Database
データベースの名前。一時的な認証情報を使用して認証する場合に必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
DbUser
データベースユーザー名。一時的な認証情報を使用して認証する場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
SecretManagerArn
データベースへのアクセスを有効にするシークレットの ARN の名前。AWS Secrets Manager を使用
して認証する場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
パターン: (^arn:aws([a-z]|\-)*:secretsmanager:[a-z0-9-.]+:.*)|(\$(\.
[\w_-]+(\[(\d+|\*)\])*)*)
Update requires: No interruption
Sql
実行する SQL ステートメントのテキスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100000
Update requires: No interruption
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StatementName
SQL 文の名前。SQL ステートメントには、その作成時にクエリを識別するために名前を付けることが
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 500
Update requires: No interruption
WithEvent
SQL 文の実行後に EventBridge にイベントを送り返すかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule RetryPolicy
再試行ポリシーの設定に関する情報を含む RetryPolicy オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaximumEventAgeInSeconds" : Integer,
"MaximumRetryAttempts" : Integer

YAML
MaximumEventAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer

プロパティ
MaximumEventAgeInSeconds
再試行を継続する最大時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 60
最大: 86400
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Update requires: No interruption
MaximumRetryAttempts
リクエストが失敗するまで再試行する最大回数。再試行は、最大試行回数に達する
か、MaximumEventAgeInSeconds の時間に達するまで続行されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 185
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule RunCommandParameters
このパラメータには、どの EC2 インスタンスにコマンドを送信するかを指定するために使用される基準
(InstanceIds または タグ) が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RunCommandTargets" : [ RunCommandTarget (p. 3350), ... ]

YAML
RunCommandTargets:
- RunCommandTarget (p. 3350)

プロパティ
RunCommandTargets
現在のところ、InstanceIds の配列またはタグのいずれかを指定する RunCommandTarget ブロックを
1 つだけ含めることをサポートしています。
必須: はい
タイプ: RunCommandTarget (p. 3350) のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule RunCommandTarget
コマンドに送信される EC2 インスタンスに関する情報。キーと値のペアとして指定します。各
RunCommandTarget ブロックには 1 つのキーしか含めることができませんが、このキーは複数の値を指
定できます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
tag: tag-key または InstanceIds のいずれかです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*$
Update requires: No interruption
Values
Key が tag:tag-key の場合、Values はタグ値のリストです。Key が InstanceIds の場
合、Values は Amazon EC2 インスタンス ID のリストです。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule SqsParameters
この構造には、ターゲットが SQS FIFO キューの場合に使用されるカスタムパラメータが含まれていま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
3351

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge

}

"MessageGroupId" : String

YAML
MessageGroupId: String

プロパティ
MessageGroupId
ターゲットとして使用する FIFO メッセージグループ ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Events::Rule Target
ターゲットは、ルールがトリガーされたときに呼び出されるリソースです。ターゲットとして設定できる
サービスとリソースの完全なリストについては、PutTargets を参照してください。
他のアカウントのイベントバスをターゲットとして設定していて、そのアカウントが直接アカウント ID
ではなく組織を通じて自分のアカウントにアクセス許可を与えている場合は、Target 構造で適切な許可
を持つ RoleArn を指定する必要があります。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの
AWS アカウント間のイベントの送受信を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"BatchParameters" : BatchParameters (p. 3336),
"DeadLetterConfig" : DeadLetterConfig (p. 3337),
"EcsParameters" : EcsParameters (p. 3338),
"HttpParameters" : HttpParameters (p. 3341),
"Id" : String,
"Input" : String,
"InputPath" : String,
"InputTransformer" : InputTransformer (p. 3342),
"KinesisParameters" : KinesisParameters (p. 3346),
"RedshiftDataParameters" : RedshiftDataParameters (p. 3347),
"RetryPolicy" : RetryPolicy (p. 3349),
"RoleArn" : String,
"RunCommandParameters" : RunCommandParameters (p. 3350),
"SqsParameters" : SqsParameters (p. 3351)

YAML
Arn: String
BatchParameters:
BatchParameters (p. 3336)

API バージョン 2010-05-15
3352

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon EventBridge
DeadLetterConfig:
DeadLetterConfig (p. 3337)
EcsParameters:
EcsParameters (p. 3338)
HttpParameters:
HttpParameters (p. 3341)
Id: String
Input: String
InputPath: String
InputTransformer:
InputTransformer (p. 3342)
KinesisParameters:
KinesisParameters (p. 3346)
RedshiftDataParameters:
RedshiftDataParameters (p. 3347)
RetryPolicy:
RetryPolicy (p. 3349)
RoleArn: String
RunCommandParameters:
RunCommandParameters (p. 3350)
SqsParameters:
SqsParameters (p. 3351)

プロパティ
Arn
ターゲットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: No interruption
BatchParameters
イベントターゲットが AWS Batch ジョブの場合、ジョブ定義、ジョブ名、およびその他のパラメー
タが含まれます。詳細については、AWS Batch ユーザーガイドの Jobs を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: BatchParameters (p. 3336)
Update requires: No interruption
DeadLetterConfig
デッドレターキューイベントの送信先となるターゲットキューを定義する DeadLetterConfig。
必須: いいえ
タイプ: DeadLetterConfig (p. 3337)
Update requires: No interruption
EcsParameters
イベントターゲットが Amazon ECS タスクの場合に使用される Amazon ECS タスク定義とタスク数
を含みます。Amazon ECS タスクの詳細については、Amazon EC2 Container Service デベロッパー
ガイドの「タスク定義」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: EcsParameters (p. 3338)
Update requires: No interruption
HttpParameters
ターゲットが API Gateway REST エンドポイントまたは EventBridge ApiDestination である場合に使
用する HTTP パラメータが含まれます。
ターゲットとして API Gateway REST API または EventBridge ApiDestination を指定した場合、この
パラメータを使用して、ターゲット呼び出しリクエストの一部としてヘッダー、パスパラメータ、ク
エリ文字列のキー/値を指定できます。ApiDestinations を使用している場合は、対応する Connection
でこれらの値を設定することもできます。競合するキーがある場合は、Connection からの値が優先さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: HttpParameters (p. 3341)
Update requires: No interruption
Id
ターゲットの ID。覚えやすい一意の文字列を使用することをお勧めします。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\.\-_A-Za-z0-9]+
Update requires: No interruption
Input
ターゲットに渡された有効な JSON テキスト。この場合、イベント自体からは何もターゲットに渡さ
れません。詳細については、JavaScript Object Notation (JSON) データ交換フォーマットを参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8192
Update requires: No interruption
InputPath
ターゲットに渡すときに一致したイベントの一部を抽出するために使用される JSONPath の値。ブ
ラケット表記ではなく、JSON ドット表記を使用する必要があります。JSON パスの詳細について
は、JSONPath を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 256
Update requires: No interruption
InputTransformer
特定のイベントデータに基づいてターゲットにカスタム入力を提供できるための設定。イベントから
1 つ以上のキーと値のペアを抽出し、そのデータを使用して、カスタマイズされた入力をターゲット
に送信できます。
必須: いいえ
タイプ: InputTransformer (p. 3342)
Update requires: No interruption
KinesisParameters
ターゲットが Kinesis データストリームの場合に、シャードの割り当てを制御するために使用できる
カスタムパラメータ。このパラメータを含めない場合、デフォルトでは eventId がパーティション
キーとして使用されます。
必須: いいえ
タイプ: KinesisParameters (p. 3346)
Update requires: No interruption
RedshiftDataParameters
ターゲットが Amazon Redshift クラスターのときに使用する Amazon Redshift Data API パラメータが
含まれます。
ターゲットに Amazon Redshift クラスターを指定する場合、これを使用して、 EventBridge イベント
に基づいて Amazon Redshift Data API ExecuteStatement を呼び出すためのパラメータを指定できま
す。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftDataParameters (p. 3347)
Update requires: No interruption
RetryPolicy
デッドレターキューに使用する再試行ポリシー設定を含む RetryPolicy オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: RetryPolicy (p. 3349)
Update requires: No interruption
RoleArn
ルールがトリガーされたときにこのターゲットに使用される IAM ロール の Amazon リソースネーム
(ARN)。1 つのルールで複数のターゲットがトリガーされた場合は、各ターゲットのために、さまざま
な IAM ロールを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 1600
Update requires: No interruption
RunCommandParameters
Amazon EC2 Run Command を呼び出すためにルールを使用しているときに使用されるパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: RunCommandParameters (p. 3350)
Update requires: No interruption
SqsParameters
ターゲットが FIFO キューの場合に使用するメッセージグループ ID を含みます。
SQS FIFO キューをターゲットとして指定した場合は、そのキューでコンテンツベースの重複排除が
有効になっている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: SqsParameters (p. 3351)
Update requires: No interruption

Amazon EventBridge スキーマ リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::EventSchemas::Discoverer (p. 3356)
• AWS::EventSchemas::Registry (p. 3359)
• AWS::EventSchemas::RegistryPolicy (p. 3361)
• AWS::EventSchemas::Schema (p. 3364)

AWS::EventSchemas::Discoverer
AWS::EventSchemas::Discoverer リソースを使用して、イベントバスに関連付けられた探索プログ
ラムを指定します。探索プログラムを使用すると、Amazon EventBridge スキーマレジストリは、イベン
トバス上のイベントに基づいてスキーマを自動的に生成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::EventSchemas::Discoverer",
"Properties" : {
"CrossAccount" : Boolean,
"Description" : String,
"SourceArn" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 3358), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::EventSchemas::Discoverer
Properties:
CrossAccount: Boolean
Description: String
SourceArn: String
Tags:
- TagsEntry (p. 3358)

プロパティ
CrossAccount
別のアカウントからイベントバスに送信されるイベントスキーマを検出できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
探索プログラムの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceArn
イベントバスの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースに関連付けられているタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 3358) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID をRef 組み込み関数に提供すると、Ref は探索プログラムの ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CrossAccount
他のアカウントのイベントスキーマを検出するかどうかを定義します。デフォルトは True です。
DiscovererArn
探索プログラムの ARN。
DiscovererId
探索プログラムの ID。

例
デフォルトのイベントバス上のイベントのスキーマの生成
YAML
Resources:
MyDiscoverer:
Type: AWS::EventSchemas::Discoverer
Properties:
SourceArn: 'arn:aws:events:us-west-2:012345678910:event-bus/default'
Description: 'discover all custom schemas'

AWS::EventSchemas::Discoverer TagsEntry
探索プログラムに関連付けるタグ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアのキー。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EventSchemas::Registry
AWS::EventSchemas::Registry を使用して、スキーマレジストリを指定します。スキーマレジストリ
は、スキーマのコンテナです。レジストリは、スキーマが論理グループに入るようにスキーマを収集して
整理します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EventSchemas::Registry",
"Properties" : {
"Description" : String,
"RegistryName" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 3361), ... ]
}

YAML
Type: AWS::EventSchemas::Registry
Properties:
Description: String
RegistryName: String
Tags:
- TagsEntry (p. 3361)

プロパティ
Description
作成するレジストリの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RegistryName
スキーマレジストリの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
レジストリに関連付けるタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 3361) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID をRef 組み込み関数に提供すると、Ref はスキーマの ARN を返します。以下に例
を示します。
{ "Ref": "MyRegistry" }
次のような値が返されます:
arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:registry/MyRegistry
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RegistryArn
レジストリの ARN。
RegistryName
レジストリの名前。

例
AWS Step Functions によって生成されるイベントのスキーマレジストリを作成する
YAML
Resources:
StatesSchemasRegistry:
Type: AWS::EventSchemas::Registry
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Properties:
RegistryName: 'aws.states'
Description: 'Contains the schemas of events emitted by AWS Step Functions'

AWS::EventSchemas::Registry TagsEntry
スキーマレジストリに関連付けるタグ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアのキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy リソースを使用して、EventBridge スキーマレジストリのリ
ソースベースのポリシーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::EventSchemas::RegistryPolicy",
"Properties" : {
"Policy" : Json,
"RegistryName" : String,
"RevisionId" : String
}

YAML
Type: AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
Properties:
Policy: Json
RegistryName: String
RevisionId: String

プロパティ
Policy
リソースベースのポリシー
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
RegistryName
レジストリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RevisionId
ポリシーのリビジョン ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID をRef組み込み関数Refに提供すると、レジストリ名が返されます。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Id
ポリシーの ID。

例
YAML
Resources:
RegistryPolicy:
Type: AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
Properties:
RegistryName: registryName
Policy:
Version: 2012-10-17
Statement:
Sid: 1
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::012345678901:user/TestAccountForRegistryPolicy
Action:
- schemas:DescribeRegistry
- schemas:CreateSchema
Resource: registryArn

YAML
Resources:
RegistryPolicy:
Type: 'AWS::EventSchemas::RegistryPolicy'
Properties:
RegistryName: 'MyRegistry'
Policy:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Sid: 'Test'
Effect: 'Allow'
Action:
- 'schemas:*'
Principal:
AWS:
- '109876543210'
Resource:
- 'arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:registry/MyRegistry'
- 'arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:schema/MyRegistry*'

JSON
{

"Resources": {
"RegistryPolicy": {
"Type": "AWS::EventSchemas::RegistryPolicy",
"Properties": {
"RegistryName": "MyRegistry",
"Policy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

}

}

}

}

]

}

"Sid": "Test",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"schemas:*"
],
"Principal": {
"AWS": [
"109876543210"
]
},
"Resource": [
"arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:registry/MyRegistry",
"arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:schema/MyRegistry*"
]

AWS::EventSchemas::Schema
AWS::EventSchemas::Schema リソースを使用して、イベントスキーマを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::EventSchemas::Schema",
"Properties" : {
"Content" : String,
"Description" : String,
"RegistryName" : String,
"SchemaName" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 3367), ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::EventSchemas::Schema
Properties:
Content: String
Description: String
RegistryName: String
SchemaName: String
Tags:
- TagsEntry (p. 3367)
Type: String

プロパティ
Content
スキーマ定義のソース。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
スキーマの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RegistryName
スキーマレジストリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SchemaName
スキーマの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
スキーマに関連付けられているタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 3367) のリスト
Update requires: No interruption
Type
スキーマのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID をRef 組み込み関数に提供すると、Ref はスキーマの ARN を返します。以下に例
を示します。
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{ "Ref": "MySchema" }
次のような値が返されます:
arn:aws:schemas:us-east-1:012345678901:schema/MyRegistry/MySchema
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SchemaArn
スキーマの ARN。
SchemaName
スキーマの名前。
SchemaVersion
スキーマのバージョン番号。

例
YAML
Resources:
ExecutionStatusChangeSchema:
Type: AWS::EventSchemas::Schema
Properties
RegistryName: 'aws.events'
SchemaName: ExecutionStatusChange
Description: 'event emitted when the status of a state machine execution change'
Type: OpenApi3
Content: >
{
"openapi": "3.0.0",
"info": {
"version": "1.0.0",
"title": "StepFunctionsExecutionStatusChange"
},
"paths":{}
"components": {
"schemas": {
"StepFunctionsExecutionStatusChange": {
"type": "object",
"required": [ "output", "input", "executionArn", "name", "stateMachineArn",
"startDate", "stopDate", "status" ],
"properties": {
"output": {"type": "string","nullable": true},
"input": {"type": "string"},
"executionArn": {"type": "string"},
"name": {"type": "string"},
"stateMachineArn": {"type": "string"},
"startDate": {"type": "integer","format": "int64"},
"stopDate": {"type": "integer","format": "int64","nullable": true},

API バージョン 2010-05-15
3366

AWS CloudFormation ユーザーガイド
FinSpace
"status": {"type": "string","enum": [ "FAILED", "RUNNING", "SUCCEEDED",

"ABORTED" ]}

}

}

}

}

}

AWS::EventSchemas::Schema TagsEntry
スキーマに関連付けるタグ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアのキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon FinSpace スキーマ リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS# FinSpace# 環境 (p. 3368)
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AWS# FinSpace# 環境
AWS::FinSpace::Environmentリソースは Amazon FinSpace 環境を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FinSpace::Environment",
"Properties" : {
"Description" : String,
"FederationMode" : String,
"FederationParameters" : FederationParameters (p. 3371),
"KmsKeyId" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::FinSpace::Environment
Properties:
Description: String
FederationMode: String
FederationParameters:
FederationParameters (p. 3371)
KmsKeyId: String
Name: String

プロパティ
Description
FinSpace 環境の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: ^[a-zA-Z0-9. ]{1,1000}$
Update requires: No interruption
FederationMode
環境の認証モード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FEDERATED | LOCAL
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Update requires: No interruption
FederationParameters
認証モードがフェデレーティッドである場合の設定情報。
必須: いいえ
タイプ : FederationParameters (p. 3371)
Update requires: No interruption
KmsKeyId
FinSpace 環境で暗号化するために使用される KMS キー ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: ^[a-zA-Z-0-9-:\/]*$
Update requires: Replacement
Name
FinSpace 環境の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9]+[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9]$
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myEnvironment" }
Amazon FinSpace 環境グループ myEnvironment には 、Ref は環境の名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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AwsAccountId
FinSpace 環境が作成される AWS account の ID。
DedicatedServiceAccountId
FinSpace 環境に関連付けられた専用サービスアカウントの AWS account ID。
EnvironmentArn
FinSpace 環境の Amazon リソースネーム (ARN)。
EnvironmentId
FinSpace 環境の識別子。
EnvironmentUrl
FinSpace 環境の Web アプリケーションのサインイン URL。
SageMakerStudioDomainUrl
Web アプリケーション内の統合された Habanero ノートブック環境の URL。
Status
FinSpace 環境の作成の現在のステータス。

例
環境の作成
次の例では、新しい FinSpace 環境を作成します。

YAML
Resources:
FinSpaceEnvironment:
Type: 'AWS::FinSpace::Environment'
Properties:
Name: MyEnvironment
KmsKeyId: arn:aws:kms:useast-1:123456789012:key/44efed01-30d0-4b39-80e7-165d5ed34524
FederationMode: LOCAL

JSON
{

"Resources": {
"FinSpaceEnvironment": {
"Type": "AWS::FinSpace::Environment",
"Properties": {
"Name": "MyEnvironment",
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:useast-1:123456789012:key/44efed01-30d0-4b39-80e7-165d5ed34524",
"FederationMode": "LOCAL"
}
}
}
}
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AWS# FinSpace# Environment FederationParameters
認証モードがFEDERATEDである場合の構成情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ApplicationCallBackURL" : String,
"AttributeMap" : Json,
"FederationProviderName" : String,
"FederationURN" : String,
"SamlMetadataDocument" : String,
"SamlMetadataURL" : String

YAML
ApplicationCallBackURL: String
AttributeMap: Json
FederationProviderName: String
FederationURN: String
SamlMetadataDocument: String
SamlMetadataURL: String

プロパティ
ApplicationCallBackURL
SAML 2.0 準拠のアイデンティティプロバイダー設定 (IdP) に入力する必要があるリダイレクトまたは
サインイン URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: ^https?://[-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]
Update requires: No interruption
AttributeMap
SAML 属性の名前と値。名前は常に Email でなければならず、値はユーザーの E メールが
設定される属性定義に設定される必要があります。例えば、名前は Email と値 http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress になります。詳細に
ついては、SAML 2.0 準拠のアイデンティティプロバイダー (IdP) のドキュメントを確認してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: Json
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Update requires: No interruption
FederationProviderName
ID プロバイダーの名前 (IdP)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [^_\p{Z}][\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}][^_\p{Z}]+
Update requires: No interruption
FederationURN
ユニフォームリソース名 (URN)。サービスプロバイダー URN、オーディエンス URI、またはサービス
プロバイダーエンティティ ID とも呼ばれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[A-Za-z0-9._\-:\/#\+]+$
Update requires: No interruption
SamlMetadataDocument
ID プロバイダー (IdP) からの SAML 2.0 Metadataドキュメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1000
最大: 10000000
パターン: .*
Update requires: No interruption
SamlMetadataURL
SAML 2.0 準拠の ID プロバイダー (IdP) からMetadata URL を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: ^https?://[-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]
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Update requires: No interruption

AWS Fault Injection Simulator リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::FIS::ExperimentTemplate (p. 3373)

AWS::FIS::ExperimentTemplate
実験テンプレートを指定します。
実験テンプレートには、以下のコンポーネントが含まれています。
• ターゲット: ターゲットは、AWS 環境内の特定のリソース、または指定した基準に一致する 1 つ以上の
リソース (特定のタグを持つリソースなど) にすることができます。
• アクション : ターゲットで実行するアクション。複数のアクション、各アクションの期間、および実験
中に各アクションを開始するタイミングを指定できます。
• 停止条件 : 実験の実行中に停止条件がトリガーされた場合、実験は自動的に停止します。停止条件を
CloudWatch アラームとして定義できます。
詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドの Experiment templates を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FIS::ExperimentTemplate",
"Properties" : {
"Actions" : {Key : Value, ...},
"Description" : String,
"RoleArn" : String,
"StopConditions" : [ ExperimentTemplateStopCondition (p. 3377), ... ],
"Tags" : {Key : Value, ...},
"Targets" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::FIS::ExperimentTemplate
Properties:
Actions:
Key : Value
Description: String
RoleArn: String
StopConditions:
- ExperimentTemplateStopCondition (p. 3377)
Tags:
Key : Value
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Targets:
Key : Value

プロパティ
Actions
実験のアクション。
必須: いいえ
タイプ: ExperimentTemplateAction (p. 3375) のマップ
Update requires: No interruption
Description
実験テンプレートの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: [\s\S]+
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS FIS サービスにユーザーに代わってサービスアクションを実行する許可を付与する IAM ロール
の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption
StopConditions
停止条件。
必須: はい
タイプ: ExperimentTemplateStopCondition (p. 3377) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
実験テンプレートに適用するタグ。
必須: はい
タイプ: 文字列のマップ
API バージョン 2010-05-15
3374

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS FIS

Update requires: Replacement
Targets
実験のターゲット。
必須: はい
タイプ: ExperimentTemplateTarget (p. 3377) のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 実験テンプレート ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
実験テンプレートの ID。

AWS::FIS::ExperimentTemplate ExperimentTemplateAction
実験テンプレートのアクションを指定します。
詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドの Actions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ActionId" : String,
"Description" : String,
"Parameters" : {Key : Value, ...},
"StartAfter" : [ String, ... ],
"Targets" : {Key : Value, ...}

YAML
ActionId: String
Description: String
Parameters:
Key : Value
StartAfter:
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- String
Targets:
Key : Value

プロパティ
ActionId
アクションの ID。アクション ID の形式は、aws: サービス名 : アクションタイプ です 。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption
Description
アクションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: [\s\S]+
Update requires: No interruption
Parameters
アクションのパラメータ (該当する場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
StartAfter
現在のアクションを開始する前に完了する必要があるアクションの名前。このパラメータを省略する
と、実験の開始時にアクションが実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Targets
アクションのターゲット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
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AWS::FIS::ExperimentTemplate ExperimentTemplateStopCondition
実験テンプレートの停止条件について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Source" : String,
"Value" : String

YAML
Source: String
Value: String

プロパティ
Source
停止条件のソース。CloudWatch アラームによって停止条件が定義されている場合は
aws:cloudwatch:alarm を指定します 。停止条件がない場合は none を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption
Value
CloudWatch アラームの Amazon リソースネーム (ARN)これは、ソースが CloudWatch アラームであ
る場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: [\s\S]+
Update requires: No interruption

AWS::FIS::ExperimentTemplate ExperimentTemplateTarget
実験のターゲットを指定します。少なくとも 1 つの Amazon リソースネーム (ARN) または少なくとも 1
つのリソースタグを指定する必要があります。ARN とタグの両方を指定することはできません。
詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドの Targets を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Filters" : [ ExperimentTemplateTargetFilter (p. 3379), ... ],
"ResourceArns" : [ String, ... ],
"ResourceTags" : {Key : Value, ...},
"ResourceType" : String,
"SelectionMode" : String

YAML
Filters:
- ExperimentTemplateTargetFilter (p. 3379)
ResourceArns:
- String
ResourceTags:
Key : Value
ResourceType: String
SelectionMode: String

プロパティ
Filters
特定の属性を使用してターゲットリソースを識別するために適用するフィルター。
必須: いいえ
タイプ: ExperimentTemplateTargetFilter (p. 3379) のリスト
Update requires: No interruption
ResourceArns
リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
ResourceTags
ターゲットリソースのタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ResourceType
AWS リソースタイプ。リソースタイプは、指定されたアクションでサポートされている必要がありま
す。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption
SelectionMode
特定されたリソースを、ランダムなリソースの特定の数、またはリソースの割合にスコープします。
識別されたすべてのリソースは、ターゲットに含まれます。
• ALL - 識別されたすべてのターゲットに対してアクションを実行します。これがデフォルト値で
す。
• COUNT (n) - 識別されたターゲットからランダムに選択された、指定された数のターゲットでアク
ションを実行します。たとえば、COUNT (1) は、ターゲットの 1 つを選択します。
• PERCENT (n) - 識別されたターゲットからランダムに選択された、指定された割合のターゲットで
アクションを実行します。たとえば、PERCENT (25) は、ターゲットの 25% を選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption

AWS::FIS::ExperimentTemplate ExperimentTemplateTargetFilter
実験テンプレートのターゲットリソースに使用されるフィルターを指定します。
詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドの Resource filters を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Path" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Path: String
Values:
- String

プロパティ
Path
フィルターの属性パス。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: [\S]+
Update requires: No interruption
Values
フィルターの属性値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS Firewall Manager リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::FMS::NotificationChannel (p. 3380)
• AWS::FMS::Policy (p. 3382)

AWS::FMS::NotificationChannel
SNS ログの記録に使用する IAM ロールと Amazon Simple Notification Service (SNS) トピックを指定しま
す。
コンソールの外部でこのアクションを実行するには、ロール AWSServiceRoleForFMS が SNS ログを公
開できるように SNS トピックを設定する必要があります。詳細については、AWS Firewall Manager デベ
ロッパーガイドの Firewall Manager required permissions for API actions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FMS::NotificationChannel",
"Properties" : {
"SnsRoleName" : String,
"SnsTopicArn" : String
}

YAML
Type: AWS::FMS::NotificationChannel
Properties:
SnsRoleName: String
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SnsTopicArn: String

プロパティ
SnsRoleName
Amazon SNS が AWS Firewall Manager アクティビティを記録できるようにする IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SnsTopicArn
AWS Firewall Manager からの通知を収集する SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの Ref は SnsTopicArn を返します。これは、Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) トピックを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。たとえ
ば、arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyTopic と指定します。SNS の詳細について
は、Amazon Simple Notification Service Resource Type Referenceを参照してください。
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Firewall Manager 通知チャネルの作成
以下に、Firewall Manager の SNS 通知チャネルの例を示します。

YAML
NotificationChannel:
Type: AWS::FMS::NotificationChannel
Properties:
SnsRoleName: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS
SnsTopicArn: !Ref SnsTopic

JSON
"NotificationChannel": {
"Type": "AWS::FMS::NotificationChannel",
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"Properties": {
"SnsRoleName": {
"Fn::Sub": "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
},
"SnsTopicArn": {
"Ref": "SnsTopic"
}
}
}

AWS::FMS::Policy
AWS Firewall Manager ポリシー。
Firewall Manager は次のタイプのポリシーを提供します。
• 指定されたアカウントとリソースに Shield Advanced 保護を適用する AWS Shield Advanced ポリ
シー。
• AWS WAF ポリシー (WAFV2 タイプ)。対応する AWS WAF ウェブ ACL で最初に実行するルールグルー
プと、ウェブ ACL で最後に実行するルールグループを規定します。
• AWS WAF Classic ポリシー。ルールグループを規定します。AWS WAF Classic は Amazon CloudFront
のルールグループをサポートしていないため、CloudFront を使用して AWS WAF ポリシーを作成するに
は、まず CloudFront の外でルールグループを作成する必要があります。
• セキュリティグループポリシー。AWS 組織全体の VPC セキュリティグループを管理します。
• 指定された Amazon VPC のネットワークトラフィックをフィルタリングするためのファイアウォール
ルールを指定する AWS Network Firewall ポリシー。
• 指定した Amazon VPC の DNS クエリをフィルタリングするための Amazon Route 53 Resolver DNS
ファイアウォールルールを提供する DNS ファイアウォールポリシー。
各ポリシーは、いずれかのタイプに固有です。アカウント間で複数のポリシータイプを適用する場合は、
複数のポリシーを作成します。タイプごとに複数のポリシーを作成できます。
これらのポリシーを使用するには、セットアップが必要です。詳細については、AWS Firewall Manager で
前提条件および開始方法のセクションを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FMS::Policy",
"Properties" : {
"DeleteAllPolicyResources" : Boolean,
"ExcludeMap" : IEMap (p. 3395),
"ExcludeResourceTags" : Boolean,
"IncludeMap" : IEMap (p. 3395),
"PolicyName" : String,
"RemediationEnabled" : Boolean,
"ResourceTags" : [ ResourceTag (p. 3397), ... ],
"ResourceType" : String,
"ResourceTypeList" : [ String, ... ],
"SecurityServicePolicyData" : Json,
"Tags" : [ PolicyTag (p. 3396), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
DeleteAllPolicyResources: Boolean
ExcludeMap:
IEMap (p. 3395)
ExcludeResourceTags: Boolean
IncludeMap:
IEMap (p. 3395)
PolicyName: String
RemediationEnabled: Boolean
ResourceTags:
- ResourceTag (p. 3397)
ResourceType: String
ResourceTypeList:
- String
SecurityServicePolicyData: Json
Tags:
- PolicyTag (p. 3396)

プロパティ
DeleteAllPolicyResources
ポリシーを削除するときに使用します。true の場合、Firewall Manager はポリシータイプに従ってク
リーンアップを実行します。
AWS WAF および Shield Advanced ポリシーでは、Firewall Manager は次の操作を実行します。
• Firewall Manager によって作成されたルールグループを削除します
• スコープ内のリソースからウェブ ACL を削除
• ルールまたはルールグループを含まないウェブ ACL を削除
セキュリティグループポリシーの場合、Firewall Manager はポリシーの各セキュリティグループに対
して以下を実行します。
• セキュリティグループとスコープ内のリソースの関連付けを解除
• Firewall Manager を使用して作成され、別のポリシーを通じてリソースとの関連付けがなくなった
セキュリティグループを削除
クリーンアップ後、スコープ内のリソースはこのポリシーのウェブ ACL によって保護されなくなりま
す。スコープ外のリソースの保護は変更されません。スコープは、作成するタグと、ポリシーに関連
付けるアカウントによって決まります。ポリシーを作成するときに、特定のアカウントのリソースま
たは特定のタグを持つリソースのみがポリシーのスコープ内に含まれるように指定すると、それらの
アカウントとリソースがポリシーによって処理されます。他はすべてスコープ外です。タグまたはア
カウントを指定しない場合、すべてのリソースがスコープに含まれます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludeMap
ポリシーから除外する AWS アカウント ID と AWS Organizations 組織単位 (OU) を指定します。OU
を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU お
よびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
インクルードまたは除外を指定できますが、両方を指定することはできません。IncludeMap を指
定した場合、AWS Firewall Manager は IncludeMap で指定されたすべてのアカウントにポリシーを
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適用し、ExcludeMap 仕様を評価しません。IncludeMap を指定しない場合、Firewall Manager は
ExcludeMap で指定したアカウントを除くすべてのアカウントにポリシーを適用します。
アカウント ID、OU、または組み合わせを指定できます。
• キーを ACCOUNT に設定して、アカウント ID を指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”]}。
• キーを ORGUNIT に設定して、OU を指定します。次は、有効なマップの例です。{“ORGUNIT” :
[“ouid111”, “ouid112”]}。
• アカウントと OU を 1 つのマップでカンマで区切って指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”], “ORGUNIT” : [“ouid111”,
“ouid112”]}。
必須: いいえ
タイプ: IEMap (p. 3395)
Update requires: No interruption
ExcludeResourceTags
ResourceTags プロパティでタグが指定されている場合にのみ使用されます。このプロパティが
True の場合、指定されたタグを持つリソースはポリシーのスコープ外です。False の場合、指定さ
れたタグを持つリソースのみがポリシーのスコープ内です。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IncludeMap
ポリシーに含める AWS アカウント ID と AWS Organizations 組織単位 (OU) を指定します。OU を指
定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加される子の OU および
アカウントを含む) を指定する方法と同じです。
インクルードまたは除外を指定できますが、両方を指定することはできません。IncludeMap を指
定した場合、AWS Firewall Manager は IncludeMap で指定されたすべてのアカウントにポリシーを
適用し、ExcludeMap 仕様を評価しません。IncludeMap を指定しない場合、Firewall Manager は
ExcludeMap で指定したアカウントを除くすべてのアカウントにポリシーを適用します。
アカウント ID、OU、または組み合わせを指定できます。
• キーを ACCOUNT に設定して、アカウント ID を指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”]}。
• キーを ORGUNIT に設定して、OU を指定します。次は、有効なマップの例です。{“ORGUNIT” :
[“ouid111”, “ouid112”]}。
• アカウントと OU を 1 つのマップでカンマで区切って指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”], “ORGUNIT” : [“ouid111”,
“ouid112”]}。
必須: いいえ
タイプ: IEMap (p. 3395)
Update requires: No interruption
PolicyName
AWS Firewall Manager ポリシーの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption
RemediationEnabled
ポリシーを新しいリソースに自動適用するかどうかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourceTags
ポリシーのスコープにリソースを明示的に含めるか明示的に除外するために使用され
る、ResourceTag オブジェクトの配列。これが設定されていない場合、ポリシーのスコープの変更
にタグは使用されません。「ExcludeResourceTags」も参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResourceTag (p. 3397) のリスト
最大: 8
Update requires: No interruption
ResourceType
ポリシーによって保護されている、またはポリシーのスコープ内にあるリソースのタイプ。これ
は、AWS Resource Types Reference に示されている形式です。このポリシーを複数のリソースタ
イプに適用するには、ResourceTypeList のリソースタイプを指定し、ResourceTypeList でリ
ソースタイプを指定します。
AWS WAF および Shield Advanced の場合、リソースタイプの例には
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer と AWS::CloudFront::Distribution
が含まれます。セキュリティグループの一般的なポリシーの場合、有効
な値は AWS::EC2::NetworkInterface と AWS::EC2::Instance で
す。セキュリティグループコンテンツ監査ポリシーの場合、有効な値は
AWS::EC2::SecurityGroup、AWS::EC2::NetworkInterface、AWS::EC2::Instance です。
セキュリティグループ使用状況監査ポリシーの場合、値は AWS::EC2::SecurityGroup です。AWS
Network Firewall ポリシーまたは DNS ファイアウォールポリシーの場合、値は AWS::EC2::VPC で
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption
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ResourceTypeList
ResourceType オブジェクトの配列。これは、複数のリソースタイプを指定する場合にのみ使用しま
す。単一のリソースタイプを指定するには、ResourceType を使用します 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SecurityServicePolicyData
リソースの保護に使用されているセキュリティサービスに関する詳細情報。
これには、次の設定が含まれます。
• タイプ - ポリシーがリソースを保護するために使用するサービスタイプを示します。セキュリティ
グループポリシーの場合、Firewall Manager は、各共通ポリシーと各コンテンツ監査ポリシーに対
して 1 つのセキュリティグループをサポートします。この制限は調整可能で、AWS Support に連絡
して引き上げることができます。
有効な値: WAFV2 | WAF |SHIELD_ADVANCED | SECURITY_GROUPS_COMMON |
SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT | SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT |
NETWORK_FIREWALL | DNS_FIREWALL。
• ManagedServiceData - サービスタイプに固有のサービスに関する詳細 (JSON 形
式)。SHIELD_ADVANCED の場合、これは空の文字列です。
• 例: WAFV2
"ManagedServiceData": "{\"type\":\"WAFV2\",\"preProcessRuleGroups
\":[{\"ruleGroupArn\":null,\"overrideAction\":{\"type\":\"NONE\"},
\"managedRuleGroupIdentifier\":{\"version\":null,\"vendorName\":\"AWS
\",\"managedRuleGroupName\":\"AWSManagedRulesAmazonIpReputationList
\"},\"ruleGroupType\":\"ManagedRuleGroup\",\"excludeRules\":[]}],
\"postProcessRuleGroups\":[],\"defaultAction\":{\"type\":\"ALLOW\"},
\"overrideCustomerWebACLAssociation\":false,\"loggingConfiguration
\":{\"logDestinationConfigs\":[\"arn:aws:firehose:uswest-2:12345678912:deliverystream/aws-waf-logs-fms-admin-destination
\"],\"redactedFields\":[{\"redactedFieldType\":\"SingleHeader\",
\"redactedFieldValue\":\"Cookies\"},{\"redactedFieldType\":\"Method
\"}]}}"
loggingConfiguration では、1 つの logDestinationConfigs を指定できます。オプ
ションとして、最大 20 の redactedFields を指定できます。また、RedactedFieldType は
URI、QUERY_STRING、HEADER、METHOD のいずれかである必要があります。
• 例: WAF Classic
"ManagedServiceData": "{\"type\": \"WAF\", \"ruleGroups\": [{\"id\":
\"12345678-1bcd-9012-efga-0987654321ab\", \"overrideAction\" : {\"type
\": \"COUNT\"}}],\"defaultAction\": {\"type\": \"BLOCK\"}}
AWS WAF Classic は、CloudFront のルールグループをサポートしていません。CloudFormation
を使用して WAF Classic ポリシーを作成するには、CloudFront の外でルールグループを作成
し、WAF マネージドサービスデータの仕様でルールグループ ID を指定します。
• 例: SECURITY_GROUPS_COMMON
"SecurityServicePolicyData":
{"Type":"SECURITY_GROUPS_COMMON","ManagedServiceData":"{\"type
\":\"SECURITY_GROUPS_COMMON\",\"revertManualSecurityGroupChanges
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\":false,\"exclusiveResourceSecurityGroupManagement
\":false,\"securityGroups\":[{\"id\":\" sg-000e55995d61a06bd
\"}]}"},"RemediationEnabled":false,"ResourceType":"AWS::EC2::NetworkInterface"}
• 例: SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT
"SecurityServicePolicyData":
{"Type":"SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT","ManagedServiceData":"{\"type
\":\"SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT\",\"securityGroups\":[{\"id\":\"
sg-000e55995d61a06bd \"}],\"securityGroupAction\":{\"type\":\"ALLOW
\"}}"},"RemediationEnabled":false,"ResourceType":"AWS::EC2::NetworkInterface"}
コンテンツ監査のセキュリティグループのアクションは、ALLOW または DENY です。ALLOW の
場合、スコープ内のすべてのセキュリティグループルールは、ポリシーのセキュリティグループ
ルールの許可範囲内にある必要があります。DENY の場合、スコープ内のすべてのセキュリティ
グループルールに、ポリシーセキュリティグループのルール値または範囲に一致する値または範
囲を含めることはできません。
• 例: SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT
"SecurityServicePolicyData":
{"Type":"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT","ManagedServiceData":"{\"type
\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",\"deleteUnusedSecurityGroups
\":true,\"coalesceRedundantSecurityGroups
\":true}"},"RemediationEnabled":false,"Resou
rceType":"AWS::EC2::SecurityGroup"}
• 例: NETWORK_FIREWALL
"ManagedServiceData":"{\"type\":\"NETWORK_FIREWALL
\",\"networkFirewallStatelessRuleGroupReferences
\":[{\"resourceARN\":\"arn:aws:network-firewall:useast-1:000000000000:stateless-rulegroup\/example\",\"priority
\":1}],\"networkFirewallStatelessDefaultActions\":[\"aws:drop\",
\"example\"],\"networkFirewallStatelessFragmentDefaultActions\":
[\"aws:drop\",\"example\"],\"networkFirewallStatelessCustomActions
\":[{\"actionName\":\"example\",\"actionDefinition\":
{\"publishMetricAction\":{\"dimensions\":[{\"value\":\"example
\"}]}}}],\"networkFirewallStatefulRuleGroupReferences\":[{\"resourceARN
\":\"arn:aws:network-firewall:us-east-1:000000000000:statefulrulegroup\/example\"}],\"networkFirewallOrchestrationConfig\":
{\"singleFirewallEndpointPerVPC\":false,\"allowedIPV4CidrList\":[]}}"
• 例: DNS_FIREWALL
"ManagedServiceData": "{ \"type\": \"DNS_FIREWALL\",
\"preProcessRuleGroups\": [{\"ruleGroupId\": \"rslvr-frg-123456\",
\"priority\": 11}], \"postProcessRuleGroups\": [{\"ruleGroupId\":
\"rslvr-frg-123456\", \"priority\": 9902}]}"
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
AWS リソースに関連付けられているキーと値のペアのコレクション。キーと値のペアの定義は何でも
かまいません。通常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の
値（例:「テスト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加
できます。
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必須: いいえ
タイプ: PolicyTag (p. 3396) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの Ref は PolicyId を返します。
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
ポリシーの ID。

例
Firewall Manager AWS WAF ポリシーを作成します。
AWS WAF の最新バージョンの Firewall Manager WAF ポリシーの例を次に示します。

YAML
PolicyWAFv2:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: Policy
RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
SecurityServicePolicyData:
Type: WAFV2
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"WAFV2",
"preProcessRuleGroups":[{
"ruleGroupType":"RuleGroup",
"ruleGroupArn":"${RuleGroup.Arn}",
"overrideAction":{"type":"NONE"}}],
"postProcessRuleGroups":[],
"defaultAction":{"type":"BLOCK"}}'

JSON
"PolicyWAFv2": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "Policy",
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"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "WAFV2",
"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"WAFV2\",\"preProcessRuleGroups\":[{\"ruleGroupType
\":\"RuleGroup,\"ruleGroupArn\":\"${RuleGroup.Arn}\",\"overrideAction\":{\"type\":\"NONE
\"}}],\"postProcessRuleGroups\":[],\"defaultAction\":{\"type\":\"BLOCK\"}}"
}
}
}
}

Firewall Manager AWS WAF クラシックポリシーを作成する
Firewall Manager AWS WAF Classic ポリシーの例を以下に示します。

YAML
PolicyWAF:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: Policy
RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
SecurityServicePolicyData:
Type: WAF
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"WAF",
"defaultAction":{"type":"BLOCK"},
"overrideCustomerWebACLAssociation":false,
"ruleGroups":[
{
"id":"${RuleGroupId}",
"overrideAction":{"type":"NONE"}
}
]}'

JSON
"PolicyWAF": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "Policy",
"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "WAF",
"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"WAF\",\"defaultAction\":{\"type\":\"BLOCK\"},
\"overrideCustomerWebACLAssociation\":false,\"ruleGroups\":[{\"id\":\"${RuleGroupId}\",
\"overrideAction\":{\"type\":\"NONE\"}}]}"
}
}
}
}

Firewall Manager Shield アドバンストポリシーの作成
Firewall Manager Shield アドバンストポリシーの例を次に示します。この例では、アカウントとリソース
タグの仕様を使用して、ポリシーのスコープを制限します。
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YAML
Policy:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: true
ResourceTags:
- Key: resourceTag1
Value: value
- Key: resourceTag2
Value: value
IncludeMap:
ACCOUNT:
- !Ref AWS::AccountId
PolicyName: TaggedPolicy
RemediationEnabled: false
ResourceType: ResourceTypeList
ResourceTypeList:
- AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
- AWS::EC2::EIP
SecurityServicePolicyData:
Type: SHIELD_ADVANCED
DeleteAllPolicyResources: false
Tags:
- Key: tag1
Value: value
- Key: tag2
Value: value

JSON
"Policy": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": true,
"ResourceTags": [
{
"Key": "resourceTag1",
"Value": "value"
},
{
"Key": "resourceTag2",
"Value": "value"
}
],
"IncludeMap": {
"ACCOUNT": [
{
"Ref": "AWS::AccountId"
}
]
},
"PolicyName": "TaggedPolicy",
"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "ResourceTypeList",
"ResourceTypeList": [
"AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer",
"AWS::EC2::EIP"
],
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "SHIELD_ADVANCED"
},
"Tags": [
{
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"Key": "tag1",
"Value": "value"

}

}

]

}

},
{
"Key": "tag2",
"Value": "value"

Firewall Manager の一般的なセキュリティグループポリシーの作成
Firewall Manager の一般的なセキュリティグループポリシーの例を次に示します。

YAML
Policy:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: SecurityGroupsCommonsPolicy
RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::EC2::Instance
SecurityServicePolicyData:
Type: SECURITY_GROUPS_COMMON
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"SECURITY_GROUPS_COMMON",
"revertManualSecurityGroupChanges":true,
"securityGroups":[{"id":"${SecurityGroup.GroupId}"}]}'

JSON
"Policy": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "SecurityGroupsCommonsPolicy",
"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_COMMON\",
\"revertManualSecurityGroupChanges\":true,\"securityGroups\":[{\"id\":
\"${SecurityGroup.GroupId}\"}]}"
}
}
}
}

Firewall Manager コンテンツ監査セキュリティグループポリシーの作成
Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリシーの例を次に示します。

YAML
PolicySGContentAudit:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: Policy
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RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::EC2::Instance
SecurityServicePolicyData:
Type: SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT",
"securityGroupAction":{"type":"ALLOW"},
"securityGroups":[
{"id":"${SecurityGroup.GroupId}"}
]}'

JSON
"PolicySGContentAudit": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "Policy",
"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT",
"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_CONTENT_AUDIT
\",\"securityGroupAction\":{\"type\":\"ALLOW\"},\"securityGroups\":[{\"id\":
\"${SecurityGroup.GroupId}\"}]}"
}
}
}
}

Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリシーの作成
Firewall Manager 使用状況監査セキュリティグループポリシーの例を次に示します。

YAML
PolicySGUsageAudit:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: Policy
RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::EC2::SecurityGroup
SecurityServicePolicyData:
Type: SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
"deleteUnusedSecurityGroups":false,
"coalesceRedundantSecurityGroups":false,
"optionalDelayForUnusedInMinutes":null}'

JSON
"PolicySGUsageAudit": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "PolicySGUsageAudit",
"RemediationEnabled": false,
"ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
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"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",
\"deleteUnusedSecurityGroups\":false,\"coalesceRedundantSecurityGroups\":false,
\"optionalDelayForUnusedInMinutes\":null}"
}
}
}
}

Firewall Manager Network Firewall ポリシーの作成
Firewall Manager Network Firewall ポリシーの例を次に示します。

YAML
PolicyNetworkFirewall:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: PolicyNetworkFirewall
RemediationEnabled: true
ResourceType: AWS::EC2::VPC
DeleteAllPolicyResources: true
SecurityServicePolicyData:
Type: NETWORK_FIREWALL
ManagedServiceData: '
{
"type": "NETWORK_FIREWALL",
"networkFirewallStatelessRuleGroupReferences": [
{
"resourceARN": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:000000000000:statelessrulegroup/example",
"priority": 1
}
],
"networkFirewallStatelessDefaultActions": [
"aws:drop",
"example"
],
"networkFirewallStatelessFragmentDefaultActions": [
"aws:drop",
"example"
],
"networkFirewallStatelessCustomActions": [
{
"actionName": "example",
"actionDefinition": {
"publishMetricAction": {
"dimensions": [
{
"value": "example"
}
]
}
}
}
],
"networkFirewallStatefulRuleGroupReferences": [
{
"resourceARN": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:000000000000:statefulrulegroup/example"
}
],
"networkFirewallOrchestrationConfig": {
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}

"singleFirewallEndpointPerVPC": false,
"allowedIPV4CidrList": []

}'

JSON
"PolicyNetworkFirewall": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "PolicyNetworkFirewall",
"RemediationEnabled": true,
"ResourceType": "AWS::EC2::VPC",
"DeleteAllPolicyResources": true,
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "NETWORK_FIREWALL",
"ManagedServiceData": "{\"type\":\"NETWORK_FIREWALL\",
\"networkFirewallStatelessRuleGroupReferences\":[{\"resourceARN\":\"arn:aws:networkfirewall:us-east-1:000000000000:stateless-rulegroup\/example\",\"priority
\":1}],\"networkFirewallStatelessDefaultActions\":[\"aws:drop\",\"example\"],
\"networkFirewallStatelessFragmentDefaultActions\":[\"aws:drop\",\"example
\"],\"networkFirewallStatelessCustomActions\":[{\"actionName\":\"example\",
\"actionDefinition\":{\"publishMetricAction\":{\"dimensions\":[{\"value\":
\"example\"}]}}}],\"networkFirewallStatefulRuleGroupReferences\":[{\"resourceARN
\":\"arn:aws:network-firewall:us-east-1:000000000000:stateful-rulegroup\/example
\"}],\"networkFirewallOrchestrationConfig\":{\"singleFirewallEndpointPerVPC\":false,
\"allowedIPV4CidrList\":[]}}"
}
}
}

Firewall Manager DNS Firewall ポリシーを作成する
Firewall Manager DNS Firewall ポリシーの例を次に示します。

YAML
Policy:
Type: AWS::FMS::Policy
Properties:
ExcludeResourceTags: false
PolicyName: DnsFirewallPolicy
RemediationEnabled: false
ResourceType: AWS::EC2::VPC
SecurityServicePolicyData:
Type: DNS_FIREWALL
ManagedServiceData: !Sub '{"type":"DNS_FIREWALL",
"preProcessRuleGroups":[{"ruleGroupId":
"${PreRuleGroupId}", "priority": 11}],
"postProcessRuleGroups":[{"ruleGroupId":
"${PostRuleGroupId}", "priority": 9902}]}'

JSON
"Policy": {
"Type": "AWS::FMS::Policy",
"Properties": {
"ExcludeResourceTags": false,
"PolicyName": "DnsFirewallPolicy",
"RemediationEnabled": false,
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"ResourceType": "AWS::EC2::VPC",
"SecurityServicePolicyData": {
"Type": "DNS_FIREWALL",
"ManagedServiceData": {
"Fn::Sub": "{\"type\":\"DNS_FIREWALL\",\"preProcessRuleGroups\":
[{\"ruleGroupId\": \"${PreRuleGroupId}\", \"priority\": 11}],\"postProcessRuleGroups\":
[{\"ruleGroupId\": \"${PostRuleGroupId}\", \"priority\": 9902}]}"
}
}
}
}

AWS::FMS::Policy IEMap
ポリシーに含めるか、ポリシーから除外する AWS アカウント ID と AWS Organizations 組織単位 (OU) を
指定します。OU を指定する方法は、OU およびその子である OU のすべてのアカウント (後から追加され
る子の OU およびアカウントを含む) を指定する方法と同じです。
これは、ポリシーの IncludeMap および ExcludeMap に使用されます。
アカウント ID、OU、または組み合わせを指定できます。
• キーを ACCOUNT に設定して、アカウント ID を指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”]}。
• キーを ORGUNIT に設定して、OU を指定します。次は、有効なマップの例です。{“ORGUNIT” :
[“ouid111”, “ouid112”]}。
• アカウントと OU を 1 つのマップでカンマで区切って指定します。次は、有効なマップの例で
す。{“ACCOUNT” : [“accountID1”, “accountID2”], “ORGUNIT” : [“ouid111”,
“ouid112”]}。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ACCOUNT" : [ String, ... ],
"ORGUNIT" : [ String, ... ]

YAML
ACCOUNT:
- String
ORGUNIT:
- String

プロパティ
ACCOUNT
マップのアカウントリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
ORGUNIT
マップの組織単位リスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::FMS::Policy PolicyTag
AWS リソースに関連付けられているキーと値のペアのコレクション。キーと値のペアの定義は何でもかま
いません。通常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の値（例:
「テスト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグを定義するキーと値のペアの一部。タグキーを使用して、「customer」などの情報のカテゴリを
記述できます。 タグキーでは、大文字と小文字が区別されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption
Value
タグを定義するキーと値のペアの一部。タグ値を使用して、カテゴリ内の特定の値 (「companyA」や
「companyB」など) を記述できます。 タグ値は大文字と小文字が区別されます。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption

AWS::FMS::Policy ResourceTag
特定のリソースを AWS Firewall Manager ポリシーに含めるか除外するかを決定するために AWS Firewall
Manager が使用するリソースタグ。タグを使用すると、AWS リソースを用途、所有者、環境などのさま
ざまな方法で分類できます。各タグはキーとオプションの値で構成されます。Firewall Manager は、タグ
を「AND」と組み合わせるため、ポリシースコープに複数のタグを追加する場合は、指定したタグをすべ
てリソースに含めるか、除外する必要があります。詳細については、「タグエディタの使用」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
リソースタグキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption
Value
リソースタグの値。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption

Amazon Fraud Detector リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS#FraudDetector::Detector (p. 3398)
• AWS::FraudDetector::EntityType (p. 3416)
• AWS# FraudDetector# EventType (p. 3418)
• AWS::FraudDetector::Label (p. 3427)
• AWS::FraudDetector::Outcome (p. 3429)
• AWS::FraudDetector::Variable (p. 3431)

AWS#FraudDetector::Detector
Detector および関連するdetectorのバージョンを管理します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FraudDetector::Detector",
"Properties" : {
"AssociatedModels" : [ Model (p. 3411), ... ],
"Description" : String,
"DetectorId" : String,
"DetectorVersionStatus" : String,
"EventType" : EventType (p. 3403),
"RuleExecutionMode" : String,
"Rules" : [ Rule (p. 3414), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::FraudDetector::Detector
Properties:
AssociatedModels:
- Model (p. 3411)
Description: String
DetectorId: String
DetectorVersionStatus: String
EventType:
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EventType (p. 3403)
RuleExecutionMode: String
Rules:
- Rule (p. 3414)
Tags:
- Tag

プロパティ
AssociatedModels
このディテクタに関連付けるモデル。関連付けるすべてのモデルの ARN を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: モデル (p. 3411)のリスト
Update requires: No interruption
Description
ディテクターの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
DetectorId
ディテクターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
Update requires: Replacement
DetectorVersionStatus
ディテクターのバージョンのステータス。このプロパティに値を指定しない場合、AWS
CloudFormation は DRAFT ステータスを想定します。
有効な値: ACTIVE | DRAFT
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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EventType
このディテクターに関連付けられたイベントタイプ。
必須: はい
タイプ: EventType (p. 3403)
Update requires: No interruption
RuleExecutionMode
ディテクタバージョンに含まれるルールのルール実行モード。
有効な値: FIRST_MATCHED | ALL_MATCHED デフォルト値: FIRST_MATCHED
ルールモードは、ドラフトステータスであるディテクターバージョンレベルで定義および編集できま
す。
FIRST_MATCHED を指定した場合 、Amazon Fraud Detector はルールを最初から最後に順番に評価
し、最初に一致したルールで停止します。Amazon Fraud Dectector は、その単一のルールの結果を提
供します。
ALL_MATCHED を指定した場合、Amazon Fraud Detector はすべてのルールを評価し、一致したすべ
てのルールの結果を返します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Rules
ディテクターバージョンに含めるルール。
必須: はい
タイプ: Rule (p. 3414) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (ARN)。
例: {"Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/outcome_name"}
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ディテクターの ARN。
CreatedTime
ディテクターが作成された時刻のtimeStamp。
DetectorVersionId
ディテクターの名前。
EventType.Arn
Property description not available.
EventType.CreatedTime
Property description not available.
EventType.LastUpdatedTime
Property description not available.
LastUpdatedTime
ディテクターが最後に更新された時刻のtimeStamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector API リファレンス の CreateDetectorVersion 。
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド で ディテクターバージョンを作成します 。

AWS# FraudDetector# Detector EntityType
エンティティタイプの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
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YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
エンティティタイプ ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
CreatedTime
エンティティタイプが作成されたときのtimeStamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Description
エンティティタイプの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
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リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::Detector の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する必
要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部と
して変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合 、CloudFormation は変
数をディテクターに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
エンティティタイプが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
エンティティタイプ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector# Detector EventType
イベントタイプの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
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}

"Description" : String,
"EntityTypes" : [ EntityType (p. 3401), ... ],
"EventVariables" : [ EventVariable (p. 3406), ... ],
"Inline" : Boolean,
"Labels" : [ Label (p. 3409), ... ],
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
EntityTypes:
- EntityType (p. 3401)
EventVariables:
- EventVariable (p. 3406)
Inline: Boolean
Labels:
- Label (p. 3409)
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
エンティティタイプ ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
CreatedTime
イベントタイプが作成された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Description
イベントタイプの説明。
API バージョン 2010-05-15
3404

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Fraud Detector

必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
EntityTypes
イベントタイプのエンティティタイプ。
必須: いいえ
タイプ : EntityType (p. 3401) のリスト
Update requires: No interruption
EventVariables
イベントタイプのイベント変数。
必須: いいえ
タイプ : EventVariable (p. 3406) のリスト
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::Detector の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する必
要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部と
して変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合 、CloudFormation は変
数をディテクターに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Labels
イベントタイプのラベル。
必須: いいえ
タイプ: Label (p. 3409) のリスト
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
イベントタイプが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
イベントタイプ名
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector::Detector EventVariable
ディテクターのイベントタイプ変数。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"DataSource" : String,
"DataType" : String,
"DefaultValue" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VariableType" : String

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
DataSource: String
DataType: String
DefaultValue: String
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Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag
VariableType: String

プロパティ
Arn
イベント変数 ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CreatedTime
イベント変数が作成されたときのTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSource
イベント変数のデータソース。
有効な値: EVENT | EXTERNAL_MODEL_SCORE
ディテクター内で変数を定義する場合、 Inline プロパティが true に設定されている場合にのみ
DataSource に EVENT の値を使用できます。Inline プロパティが false に設定されている場合は、
DataSourceに EVENT または MODEL_SCORE を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataType
イベント変数のデータ型。
有効な値: STRING | INTEGER | BOOLEAN | FLOAT
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultValue
イベント変数のデフォルト値。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
イベント変数の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::Detector の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する必
要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部と
して変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合 、CloudFormation は変
数をディテクターに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
イベント変数が最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
イベント変数の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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VariableType
イベント変数の型。詳細については、「 変数の型 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector# Detector Label
ラベルの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
ラベル ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
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CreatedTime
イベントタイプが作成された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Description
ラベルの説明
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::Detector の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する必
要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部と
して変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合 、CloudFormation は変
数をディテクターに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
ラベルが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
ラベル名。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::FraudDetector::Detector Model
モデル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
モデルの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector# Detector Outcome
結果
API バージョン 2010-05-15
3411

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Fraud Detector

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
結果 ARN.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
CreatedTime
結果が作成されたときのTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
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Description
結果の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::Detector の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する必
要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部と
して変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合 、CloudFormation は変
数をディテクターに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
結果が最後に更新されたときのTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
結果の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
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詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector# Detector Rule
ルールルールとは、Amazon Fraud Detector が不正予測中に変数値をどのように解釈するかを指示する条
件です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
"DetectorId" : String,
"Expression" : String,
"Language" : String,
"LastUpdatedTime" : String,
"Outcomes" : [ Outcome (p. 3411), ... ],
"RuleId" : String,
"RuleVersion" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
DetectorId: String
Expression: String
Language: String
LastUpdatedTime: String
Outcomes:
- Outcome (p. 3411)
RuleId: String
RuleVersion: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
ルールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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CreatedTime
ルールが作成されたときのTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
ルールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DetectorId
ルールが関連付けられているディテクター。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
Update requires: No interruption
Expression
ルールの式。ルールの式は、ビジネスロジックをキャプチャします。詳細については、「 ルール言語
リファレンス 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Language
ルールの言語。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
ルールが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Outcomes
ルールの結果。
必須: いいえ
タイプ : 結果 (p. 3411) のリスト
Update requires: No interruption
RuleId
ルール のID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
Update requires: No interruption
RuleVersion
ルールのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 5
パターン: ^([1-9][0-9]*)$
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::FraudDetector::EntityType
エンティティタイプを管理します。エンティティは、イベントを実行しているユーザーを表します。不正
予測の一部として、イベントを実行した特定のエンティティを示すエンティティ ID を渡します。エンティ
ティタイプは、エンティティを分類します。分類の例には、お客様、マーチャント、アカウントなどがあ
ります。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FraudDetector::EntityType",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::FraudDetector::EntityType
Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
エンティティタイプの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Name
エンティティタイプ名。
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
キーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (ARN)。
例: { "Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/
outcome_name"}
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
エンティティタイプ ARN。
CreatedTime
エンティティタイプが作成されたときのTimestamp。
LastUpdatedTime
エンティティタイプが最後に更新された時刻のTimestamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector APIリファレンスの の PutEntityType
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド の エンティティタイプを作成する

AWS# FraudDetector# EventType
イベントタイプを管理します。イベントとは、不正リスクについて評価される事業活動です。Amazon
Fraud Detector を使用すると、イベントの不正予測を生成します。イベントタイプは、Amazon Fraud
Detector に送信されるイベントの構造を定義します。これには、イベントの一部として送信される変数、
イベントを実行するエンティティ (お客様など)、イベントを分類するラベルが含まれます。イベントタイ
プには、オンライン支払いトランザクション、アカウント登録、認証などがあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::FraudDetector::EventType",
"Properties" : {
"Description" : String,
"EntityTypes" : [ EntityType (p. 3421), ... ],
"EventVariables" : [ EventVariable (p. 3423), ... ],
"Labels" : [ Label (p. 3425), ... ],
"Name" : String,
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::FraudDetector::EventType
Properties:
Description: String
EntityTypes:
- EntityType (p. 3421)
EventVariables:
- EventVariable (p. 3423)
Labels:
- Label (p. 3425)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
イベントタイプの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
EntityTypes
イベントタイプのエンティティタイプ。
必須: はい
タイプ : EntityType (p. 3421) のリスト
Update requires: No interruption
EventVariables
イベントタイプのイベント変数。
必須: はい
タイプ : イベント変数 (p. 3423) のリスト
Update requires: No interruption
Labels
イベントタイプのラベル。
必須: はい
タイプ: Label (p. 3425) のリスト
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Update requires: No interruption
Name
イベントタイプ名
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (Arn)。
例: {"Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/outcome_name"}
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
イベントタイプARN。
CreatedTime
イベントタイプが作成された時刻のtimeStamp。
LastUpdatedTime
イベントタイプが最後に更新された時刻のtimeStamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector APIリファレンス の PutEventType
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド で イベントタイプを作成する
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AWS# FraudDetector# EventType EntityType
エンティティタイプの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
エンティティタイプ ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
CreatedTime
エンティティタイプが作成されたときのtimeStamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
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Update requires: No interruption
Description
エンティティタイプの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::EventType の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する
必要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部
として変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合、CloudFormation は変
数をイベントタイプに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
エンティティタイプが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
エンティティタイプ名。
^[0-9a-z_-]+$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector# EventType EventVariable
このイベントタイプに関連付けられた変数。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"DataSource" : String,
"DataType" : String,
"DefaultValue" : String,
"Description" : String,
"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VariableType" : String

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
DataSource: String
DataType: String
DefaultValue: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag
VariableType: String

プロパティ
Arn
イベント変数 ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CreatedTime
イベント変数が作成された時刻のTimestamp。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSource
イベント変数のソース。
有効な値: EVENT | EXTERNAL_MODEL_SCORE
イベントタイプ内で変数を定義する場合、 Inline プロパティが true に設定されている場合にのみ
DataSource に EVENT の値を使用できます。Inline プロパティが false に設定されている場合は、
DataSourceに EVENT または MODEL_SCORE を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataType
イベント変数のデータ型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultValue
イベント変数のデフォルト値
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
イベント変数の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::EventType の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する
必要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部
として変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合、CloudFormation は変
数をイベントタイプに関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
イベント変数が最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
イベント変数の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VariableType
イベント変数の型。詳細については、「 変数の型 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# FraudDetector#EventType Label
イベントタイプに関連付けられたラベル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Arn" : String,
"CreatedTime" : String,
"Description" : String,
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}

"Inline" : Boolean,
"LastUpdatedTime" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Arn: String
CreatedTime: String
Description: String
Inline: Boolean
LastUpdatedTime: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Arn
ラベル ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn\:aws[a-z-]{0,15}\:frauddetector\:[a-z0-9-]{3,20}\:[0-9]{12}\:[^
\s]{2,128}$
Update requires: No interruption
CreatedTime
イベントタイプが作成された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Description
ラベルの説明
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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Update requires: No interruption
Inline
リソースがこの CloudFormation テンプレート内で定義され、スタックの作成、更新、削除の動作に
影響するかどうかを示します。値が true の場合 、CloudFormation はスタックの作成/更新/削除時に
リソースを作成/更新/削除します。値が false の場合、CloudFormation はオブジェクトが存在するこ
とを検証し、オブジェクトを変更せずにリソース内で使用します。
たとえば、AWS::FraudDetector::EventType の作成時には、少なくとも 2 つの変数を定義する
必要があります。これらの変数に Inline=true を設定でき、CloudFormation はスタック操作の一部
として変数を作成/更新/削除します。ただし、Inline=false を設定した場合、CloudFormation は変
数をEventType に関連付けますが、変数に対する変更は実行されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LastUpdatedTime
ラベルが最後に更新された時刻のTimestamp。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 11
最大: 30
Update requires: No interruption
Name
ラベル名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::FraudDetector::Label
ラベルを作成または更新します。ラベルは、イベントを不正または正当として分類します。ラベルはイベ
ントタイプに関連付けられ、Amazon Fraud Detector で教師あり機械学習モデルをトレーニングするため
に使用されます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FraudDetector::Label",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::FraudDetector::Label
Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
ラベルの説明
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Name
ラベル名。
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (ARN)。
例: {"Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/outcome_name"}
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ラベルの ARN。
CreatedTime
ラベルが作成された時刻のTimestamp。
LastUpdatedTime
ラベルが最後に更新された時刻のTimestamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector APIリファレンス の PutLabel
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド で ラベルを作成する

AWS::FraudDetector::Outcome
結果を作成または更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FraudDetector::Outcome",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::FraudDetector::Outcome
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Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
結果の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Name
結果の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (ARN)。
例: {"Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/outcome_name"}
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
結果の ARN。
CreatedTime
結果が作成された時刻のTimestamp。
LastUpdatedTime
結果が最後に更新された時刻のTimestamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector APIリファレンス の PutOutcome
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド で 結果を作成する

AWS::FraudDetector::Variable
変数を管理します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FraudDetector::Variable",
"Properties" : {
"DataSource" : String,
"DataType" : String,
"DefaultValue" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VariableType" : String
}

YAML
Type: AWS::FraudDetector::Variable
Properties:
DataSource: String
DataType: String
DefaultValue: String
Description: String
Name: String
Tags:
- Tag
VariableType: String
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プロパティ
DataSource
変数のデータソース。
有効な値: EVENT | EXTERNAL_MODEL_SCORE
ディテクター内で変数を定義する場合、EVENT Inline プロパティが true に設定されている場合に
のみ DataSource に の値を使用できます。Inline プロパティが false に設定されている場合は、
DataSourceに EVENT または MODEL_SCORE を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataType
変数のデータ型。
有効なデータ型:STRING | INTEGER | BOOLEAN | FLOAT
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultValue
変数のデフォルト値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
変数の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
変数の名前。
パターン: ^[0-9a-z_-]+$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VariableType
変数の型。詳細については、 変数の型 を参照してください。
有効な値: AUTH_CODE | AVS | BILLING_ADDRESS_L1 | BILLING_ADDRESS_L2
| BILLING_CITY | BILLING_COUNTRY | BILLING_NAME | BILLING_PHONE |
BILLING_STATE | BILLING_ZIP | CARD_BIN | CATEGORICAL | CURRENCY_CODE
| EMAIL_ADDRESS | FINGERPRINT | FRAUD_LABEL | FREE_FORM_TEXT |
IP_ADDRESS | NUMERIC | ORDER_ID | PAYMENT_TYPE | PHONE_NUMBER | PRICE |
PRODUCT_CATEGORY | SHIPPING_ADDRESS_L1 | SHIPPING_ADDRESS_L2 | SHIPPING_CITY
| SHIPPING_COUNTRY | SHIPPING_NAME | SHIPPING_PHONE | SHIPPING_STATE |
SHIPPING_ZIP | USERAGENT
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースのプライマリ識別
子 (ARN)。
例: { "Ref": "arn:aws:frauddetector:us-west-2:123123123123:outcome/
outcome_name"}
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
変数の ARN。
CreatedTime
変数が作成された時刻のTimestamp。
LastUpdatedTime
変数が最後に更新された時刻のTimestamp。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Fraud Detector APIリファレンス の CreateVariable
• Amazon Fraud Detector ユーザーガイド で 変数を作成する
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Amazon FSx リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::FSx::FileSystem (p. 3434)

AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem リソースは、Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムまたは
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのいずれかを作成する Amazon FSx リソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::FSx::FileSystem",
"Properties" : {
"BackupId" : String,
"FileSystemType" : String,
"KmsKeyId" : String,
"LustreConfiguration" : LustreConfiguration (p. 3446),
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"StorageCapacity" : Integer,
"StorageType" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"WindowsConfiguration" : WindowsConfiguration (p. 3453)
}

YAML
Type: AWS::FSx::FileSystem
Properties:
BackupId: String
FileSystemType: String
KmsKeyId: String
LustreConfiguration:
LustreConfiguration (p. 3446)
SecurityGroupIds:
- String
StorageCapacity: Integer
StorageType: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag
WindowsConfiguration:
WindowsConfiguration (p. 3453)

プロパティ
BackupId
ソースバックアップの ID。コピーするバックアップを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FileSystemType
Amazon FSx ファイルシステムのタイプは、LUSTRE、WINDOWS、または ONTAP です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: LUSTRE | ONTAP | WINDOWS
Update requires: Replacement
KmsKeyId
保管時の Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステム、Amazon FSx for NetApp
ONTAP ファイルシステムおよび永続的な Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのファイルシステ
ムデータを暗号化するために使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キーの ID。指定し
ない場合、Amazon FSx マネージドキーが使用されます。Amazon FSx for Lustre のスクラッチファイ
ルシステムは、常に Amazon FSx マネージドキーを使用して保管時に暗号化されます。詳細について
は、AWS Key Management Service API リファレンスの Encrypt を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LustreConfiguration
作成されるファイルシステムの Lustre 設定。
必須: いいえ
タイプ: LustreConfiguration (p. 3446)
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
ファイルシステムアクセス用に作成されたすべてのネットワークインターフェイスに適用されるセ
キュリティグループを指定する ID のリスト。このリストは、ファイルシステムを記述する後でのリク
エストでは返されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement
StorageCapacity
作成するファイルシステムのストレージ容量を設定します。StorageCapacity は、新しいファ
イルシステムを作成する場合に必要です。バックアップからファイルシステムを作成する場合
は、StorageCapacity を含めないでください。
Lustre ファイルシステムの場合:
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• SCRATCH_2 および PERSISTENT_1 SSD デプロイタイプの場合、有効な値は 1,200 GiB、2,400
GiB、それ以降は 2,400 GiB の増分です。
• PERSISTENT HDD ファイルシステムの場合、12 MB/s/TiB ファイルシステムの有効な値は 6,000
GiB の増分、40 MB/s/TiB のファイルシステムの有効な値は 1,800 GiB の増分です。
• SCRATCH_1 デプロイタイプの場合、有効な値は 1,200 GiB、2,400 GiB、それ以降 3,600 GiB の増
分です。
Windows ファイルシステムの場合:
• StorageType=SSD の場合、有効な値は 32 GiB～65,536 GiB (64 TiB) です。
• StorageType=HDD の場合、有効な値は 2000 GiB～65,536 GiB (64 TiB) です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
StorageType
作成するファイルシステムのストレージタイプを設定します。有効な値は、SSD および HDD です。
• ソリッドステートドライブストレージを使用する場合は、SSD に設定します。SSD
は、Windows、Lustre、および ONTAP のすべてのデプロイタイプでサポートされています。
• ハードディスクドライブストレージを使用するには、HDD に設定します。HDD は、Windows ファ
イルシステムのデプロイタイプ SINGLE_AZ_2 および MULTI_AZ_1 と、Lustre ファイルシステム
のデプロイタイプ PERSISTENT でサポートされています。
デフォルト値は SSD です。詳細については、Amazon FSx for Windows ユーザーガイドの「 ストレー
ジタイプのオプション」および Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「複数のストレージオプ
ション」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HDD | SSD
Update requires: Replacement
SubnetIds
ファイルシステムにアクセス可能なサブネットの ID を指定します。Windows および ONTAP
MULTI_AZ_1 ファイルシステムデプロイのタイプでは、2 つのサブネット ID を指定し
ます。1 つは優先ファイルサーバー用で、もう 1 つはスタンバイファイルサーバー用で
す。WindowsConfiguration > PreferredSubnetID または OntapConfiguration >
PreferredSubnetID プロパティを使用して、これらのサブネットの 1 つを優先サブネットとして指
定します。詳細については、Amazon FSx for Windows ユーザーガイドの「可用性と耐久性: シングル
AZ およびマルチ AZ ファイルシステム」および Amazon FSx for ONTAP ユーザーガイドの「可用性
と耐久性」を参照してください。。
Windows SINGLE_AZ_1 および SINGLE_AZ_2 ファイルシステムのデプロイのタイプと Lustre ファ
イルシステムの場合は、サブネット ID を 1 つだけ指定します。ファイルサーバーはそのサブネット
のアベイラビリティーゾーンで起動されます。
必須: はい
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タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
WindowsConfiguration
作成している Microsoft Windows ファイルシステムの設定オブジェクト。この値
は、FileSystemType が WINDOWS に設定されている場合に必要です。
必須: 条件付き
タイプ: WindowsConfiguration (p. 3453)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 関数はファイルシステムリ
ソース ID を返します。次に例を示します。
{"Ref":"fs-01234567890123456"}
Amazon FSx ファイルシステム fs-01234567890123456 には、Ref はファイルシステム ID を返しま
す。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DNSName
DNSName 値を使用して、Amazon FSx ファイルシステムの DNS 名にアクセスします。DNS 名は
ファイルシステムを識別します。
LustreMountName
Amazon FSx for Lustre をマウントする場合は、LustreMountName 値を使用します。SCRATCH_1 デ
プロイタイプの場合、この値は常に「fsx」です。SCRATCH_2 および PERSISTENT_1 デプロイタイ
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プの場合、この値は AWS Region 内の一意の文字列です。詳細については、「Amazon EC2 インスタ
ンスからマウントする」を参照してください。

例
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成
次の例では、1.2 TiB の永続的な Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成しま
す。PerUnitStorageThroughput は 200 MB/s/TiB です。

JSON
{

"Resources": {
"BasicS3LinkedLustreFileSystem": {
"Type": "AWS::FSx::FileSystem",
"Properties": {
"FileSystemType": "LUSTRE",
"StorageCapacity": 1200,
"SubnetIds": [
{
"Fn::ImportValue": "MySubnet01"
}
],
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::ImportValue": "LustreIngressSecurityGroupId"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "CFNs3linkedLustre"
}
],
"LustreConfiguration": {
"AutoImportPolicy" : "NEW",
"CopyTagsToBackups" : true,
"DeploymentType": "PERSISTENT_1",
"PerUnitStorageThroughput": 200,
"DataCompressionType": "LZ4",
"ImportPath": {
"Fn::Join": [
"",
[
"s3://",
{
"Fn::ImportValue": "LustreCFNS3ImportBucketName"
}
]
]
},
"ExportPath": {
"Fn::Join": [
"",
[
"s3://",
{
"Fn::ImportValue": "LustreCFNS3ExportPath"
}
]
]
},
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}

}

}

}

"WeeklyMaintenanceStartTime": "2:20:30"

},
"Outputs": {
"FileSystemId": {
"Value": {
"Ref": "BasicS3LinkedLustreFileSystem"
}
}
}

YAML
Resources:
BasicS3LinkedLustreFileSystem:
Type: AWS::FSx::FileSystem
Properties:
FileSystemType: "LUSTRE"
StorageCapacity: 1200
SubnetIds: [!ImportValue MySubnet01]
SecurityGroupIds: [!ImportValue LustreIngressSecurityGroupId]
Tags:
- Key: "Name"
Value: "CFNs3linkedLustre"
LustreConfiguration:
AutoImportPolicy: "NEW"
CopyTagsToBackups: true
DeploymentType: "PERSISTENT_1"
PerUnitStorageThroughput: 200
DataCompressionType: "LZ4"
ImportPath: !Join ["", ["s3://", !ImportValue LustreCFNS3ImportBucketName]]
ExportPath: !Join ["", ["s3://", !ImportValue LustreCFNS3ExportPath]]
WeeklyMaintenanceStartTime: "2:20:30"
Outputs:
FileSystemId:
Value: !Ref BasicS3LinkedLustreFileSystem

セルフマネージド Active Directory に Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムを作
成する
以下の例では、Multi-AZ Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムを、セルフマネー
ジド Active Directory に結合して作成します。

JSON
{

"Resources": {
"WindowsSelfManagedADFileSystemWithAllConfigs": {
"Type": "AWS::FSx::FileSystem",
"Properties": {
"FileSystemType": "WINDOWS",
"StorageCapacity": 32,
"StorageType": "SSD",
"SubnetIds": [
{
"Fn::ImportValue": "MySubnet01"
},
{
"Fn::ImportValue": "MySubnet02"
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],
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::ImportValue": "WindowsIngressSecurityGroupId"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "windows"
}
],
"WindowsConfiguration": {
"ThroughputCapacity": 8,
"Aliases": [
"financials.corp.example.com"
],
"WeeklyMaintenanceStartTime": "4:16:30",
"DailyAutomaticBackupStartTime": "01:00",
"AutomaticBackupRetentionDays": 30,
"CopyTagsToBackups": false,
"DeploymentType": "MULTI_AZ_1",
"PreferredSubnetId": {
"Fn::ImportValue": "MySubnet01"
},
"SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
"DnsIps": [
{
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::Split": [
",",
{
"Fn::ImportValue":
"MySelfManagedADDnsIpAddresses"
}
]
}
]
}
],
"DomainName": {
"Fn::ImportValue": "SelfManagedADDomainName"
},
"FileSystemAdministratorsGroup": "MyDomainAdminGroup",
"OrganizationalUnitDistinguishedName":
"OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",
"UserName": "Admin",
"Password": {
"Fn::Join": [
":",
[
"{{resolve:secretsmanager",
{
"Fn::ImportValue": "MySelfManagedADCredentialName"
},
"SecretString}}"
]
]
}
}
}
}
}
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}

},
"Outputs": {
"FileSystemId": {
"Value": {
"Ref": "WindowsSelfManagedADFileSystemWithAllConfigs"
}
}
}

YAML
Resources:
WindowsSelfManagedADFileSystemWithAllConfigs:
Type: 'AWS::FSx::FileSystem'
Properties:
FileSystemType: WINDOWS
StorageCapacity: 32
StorageType: SSD
SubnetIds:
- !ImportValue MySubnet01
- !ImportValue MySubnet02
SecurityGroupIds:
- !ImportValue WindowsIngressSecurityGroupId
Tags:
- Key: Name
Value: windows
WindowsConfiguration:
ThroughputCapacity: 8
Aliases:
- financials.corp.example.com
WeeklyMaintenanceStartTime: '4:16:30'
DailyAutomaticBackupStartTime: '01:00'
AutomaticBackupRetentionDays: 30
CopyTagsToBackups: false
DeploymentType: MULTI_AZ_1
PreferredSubnetId: !ImportValue MySubnet01
SelfManagedActiveDirectoryConfiguration:
DnsIps:
- !Select
- 0
- !Split
- ','
- !ImportValue MySelfManagedADDnsIpAddresses
DomainName:
'Fn::ImportValue': SelfManagedADDomainName
FileSystemAdministratorsGroup: MyDomainAdminGroup
OrganizationalUnitDistinguishedName: 'OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com'
UserName: Admin
Password: !Join
- ':'
- - '{{resolve:secretsmanager'
- !ImportValue MySelfManagedADCredentialName
- 'SecretString}}'
Outputs:
FileSystemId:
Value: !Ref WindowsSelfManagedADFileSystemWithAllConfigs

AWS Managed Active Directory で、Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステ
ムを作成する
以下の例では、マルチ AZ Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムを、AWS
Managed Active Directory に結合されている HDD ストレージを使用して作成します。
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JSON
{

}

"Resources": {
"WindowsMadFileSystemWithAllConfigs": {
"Type": "AWS::FSx::FileSystem",
"Properties": {
"FileSystemType": "WINDOWS",
"StorageCapacity": 2000,
"StorageType": "HDD",
"SubnetIds": [
{
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet01"
},
{
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::ImportValue": "WindowsIngressSecurityGroupId"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "windows"
}
],
"WindowsConfiguration": {
"ActiveDirectoryId": {
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadDirectoryServiceId"
},
"ThroughputCapacity": 8,
"Aliases": [
"financials.corp.example.com"
],
"WeeklyMaintenanceStartTime": "4:16:30",
"DailyAutomaticBackupStartTime": "01:00",
"AutomaticBackupRetentionDays": 90,
"CopyTagsToBackups": false,
"DeploymentType": "MULTI_AZ_1",
"PreferredSubnetId": {
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet01"
}
}
}
}
},
"Outputs": {
"FileSystemId": {
"Value": {
"Ref": "WindowsMadFileSystemWithAllConfigs"
}
}
}

YAML
Resources:
WindowsMadFileSystemWithAllConfigs:
Type: 'AWS::FSx::FileSystem'
Properties:
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FileSystemType: WINDOWS
StorageCapacity: 2000
StorageType: SSD
SubnetIds:
- !ImportValue CfnFsxMadSubnet01
- !ImportValue CfnFsxMadSubnet02
SecurityGroupIds:
- !ImportValue WindowsIngressSecurityGroupId
Tags:
- Key: Name
Value: windows
WindowsConfiguration:
ActiveDirectoryId: !ImportValue CfnFsxMadDirectoryServiceId
ThroughputCapacity: 8
Aliases:
- financials.corp.example.com
WeeklyMaintenanceStartTime: '4:16:30'
DailyAutomaticBackupStartTime: '01:00'
AutomaticBackupRetentionDays: 90
DeploymentType: MULTI_AZ_1
PreferredSubnetId: !ImportValue CfnFsxMadSubnet01
CopyTagsToBackups: false
Outputs:
FileSystemId:
Value: !Ref WindowsMadFileSystemWithAllConfigs

ファイルアクセス監査イベントログ記録を有効にした状態で Amazon FSx for Windows ファイル
サーバーファイルシステムを作成する
次の例では、ファイルアクセス監査を有効にしたマルチ AZ Amazon FSx for Windows ファイルサーバー
ファイルシステムを作成します。監査イベントログは、エンドユーザーがファイルシステム上のファイ
ル、フォルダ、およびファイル共有へのアクセスに成功または失敗したときに発行されます。

JSON
{

"Resources": {
"WindowsMadFileSystemWithAllConfigs": {
"Type": "Dev::FSx::FileSystem",
"Properties": {
"FileSystemType": "WINDOWS",
"StorageCapacity": 100,
"SubnetIds": [
{
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet01"
},
{
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::ImportValue": "CfnWindowsIngressSecurityGroupId"
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "windows"
}
],
"WindowsConfiguration": {
"ActiveDirectoryId": {
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadDirectoryServiceId"
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},
"ThroughputCapacity": 32,
"DeploymentType": "MULTI_AZ_1",
"PreferredSubnetId": {
"Fn::ImportValue": "CfnFsxMadSubnet01"
}
"AuditLogConfiguration": {
"FileAccessAuditLogLevel": "SUCCESS_AND_FAILURE",
"FileShareAccessAuditLogLevel": "SUCCESS_AND_FAILURE",
"AuditLogDestination":
{
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::Split": [
":*",
{
"Fn::ImportValue":
"CfnWindowsFileAccessAuditingLogGroupArn"
}
]
}
]
}
}
}
}
}
},
"Outputs": {
"FileSystemId": {
"Value": {
"Ref": "WindowsMadFileSystemWithAllConfigs"
}
}
}

}

YAML
Resources:
WindowsMadFileSystemWithAllConfigs:
Type: "AWS::FSx::FileSystem"
Properties:
FileSystemType: "WINDOWS"
StorageCapacity: 100
SubnetIds:
- !ImportValue CfnFsxMadSubnet01
- !ImportValue CfnFsxMadSubnet02
SecurityGroupIds:
- !ImportValue WindowsIngressSecurityGroupId
Tags:
- Key: Name
Value: windows
WindowsConfiguration:
ActiveDirectoryId: !ImportValue CfnFsxMadDirectoryServiceId
ThroughputCapacity: 32
DeploymentType: MULTI_AZ_1
PreferredSubnetId: !ImportValue CfnFsxMadSubnet01
AuditLogConfiguration:
FileAccessAuditLogLevel: "SUCCESS_AND_FAILURE"
FileShareAccessAuditLogLevel: "SUCCESS_AND_FAILURE"
AuditLogDestination: !Select
- 0
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- !Split
- ':*'
- 'Fn::ImportValue': WindowsFileAccessAuditingLogGroupArn
Outputs:
FileSystemId:
Value: !Ref WindowsMadFileSystemWithAllConfigs

AWS::FSx::FileSystem AuditLogConfiguration
Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステム上のファイル、フォルダ、およびファイル
共有のユーザーアクセスを監査およびログ記録するために Amazon FSx for Windows ファイルサーバーが
使用する設定。詳細については、File access auditing を参照してください。

Note
ファイルアクセス監査は、32 MB/秒以上のスループット容量を持つ Amazon FSx for Windows
ファイルサーバーファイルシステムでのみサポートされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuditLogDestination" : String,
"FileAccessAuditLogLevel" : String,
"FileShareAccessAuditLogLevel" : String

YAML
AuditLogDestination: String
FileAccessAuditLogLevel: String
FileShareAccessAuditLogLevel: String

プロパティ
AuditLogDestination
監査イベントログの送信先を指定する Amazon リソースネーム (ARN)。
送信先には、次の要件を持つ任意の Amazon CloudWatch Logs ロググループ ARN または Amazon
Kinesis Data Firehose 配信ストリーム ARN を使用できます。
• 指定する送信先 ARN (CloudWatch Logs ロググループまたは Kinesis Data Firehose 配信ストリー
ム) は、Amazon FSx ファイルシステムと同じ AWS パーティション、AWS Region、および AWS
account に存在する必要があります。
• CloudWatch Logs ロググループの名前は、/aws/fsx/ プレフィックスで始まる必要がありま
す。Kinesis Data Firehose 配信ストリームの名前は、aws-fsx- プレフィックスで始まる必要があ
ります。
• AuditLogDestination で送信先を指定しない場合、Amazon FSx は CloudWatch Logs /aws/
fsx/windows ロググループ内のログストリームを作成して使用します。
• AuditLogDestination が指定され、リソースが存在しない場合、リクエストは BadRequest エ
ラーで失敗します。
• FileAccessAuditLogLevel と FileShareAccessAuditLogLevel の両方が DISABLED に設
定されている場合、AuditLogDestination で送信先を指定することはできません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FileAccessAuditLogLevel
ファイルとフォルダのエンドユーザーアクセスのために Amazon FSx がログに記録する試行タイプを
設定します。
• SUCCESS_ONLY - ファイルまたはフォルダへのアクセスが成功した場合にのみログに記録されま
す。
• FAILURE_ONLY - ファイルまたはフォルダへのアクセスが失敗した場合にのみログに記録されま
す。
• SUCCESS_AND_FAILURE - ファイルまたはフォルダへのアクセスが成功した場合と失敗した場合の
両方がログに記録されます。
• DISABLED - ファイルとフォルダのアクセス監査がオフになっています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FileShareAccessAuditLogLevel
ファイル共有のエンドユーザーアクセスのために Amazon FSx によってログに記録される試行タイプ
を設定します。
• SUCCESS_ONLY - ファイル共有へのアクセスが成功した場合にのみログに記録されます。
• FAILURE_ONLY - ファイル共有へのアクセスが失敗した場合にのみログに記録されます。
• SUCCESS_AND_FAILURE - ファイル共有へのアクセスが成功した場合と失敗した場合の両方がログ
に記録されます。
• DISABLED - ファイル共有のアクセス監査がオフになっています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::FSx::FileSystem LustreConfiguration
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AutoImportPolicy" : String,
"AutomaticBackupRetentionDays" : Integer,
"CopyTagsToBackups" : Boolean,
"DailyAutomaticBackupStartTime" : String,
"DataCompressionType" : String,
"DeploymentType" : String,
"DriveCacheType" : String,
"ExportPath" : String,
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}

"ImportedFileChunkSize" : Integer,
"ImportPath" : String,
"PerUnitStorageThroughput" : Integer,
"WeeklyMaintenanceStartTime" : String

YAML
AutoImportPolicy: String
AutomaticBackupRetentionDays: Integer
CopyTagsToBackups: Boolean
DailyAutomaticBackupStartTime: String
DataCompressionType: String
DeploymentType: String
DriveCacheType: String
ExportPath: String
ImportedFileChunkSize: Integer
ImportPath: String
PerUnitStorageThroughput: Integer
WeeklyMaintenanceStartTime: String

プロパティ
AutoImportPolicy
(オプション) ファイルシステムを作成すると、既存の S3 オブジェクトがファイルとディレクトリの
リストとして表示されます。このプロパティを使用して、リンクされた S3 バケットのオブジェクト
を追加または変更したときに、Amazon FSx がファイルとディレクトリのリストを最新の状態に保つ
方法を選択します。AutoImportPolicy は、次の値を持つことができます。
• NONE - (既定値) 自動インポートはオフです。Amazon FSx は、ファイルシステムの作成時に、リン
クされた S3 バケットのファイルとディレクトリのリストのみを更新します。このオプションの選
択後は、新しいオブジェクトや変更されたオブジェクトのファイルとディレクトリのリストは FSx
で更新されません。
• NEW - 自動インポートがオンになっています。Amazon FSx は、リンクされた S3 バケットに追加さ
れた新しいオブジェクトのうち、現在 FSx ファイルシステム内に存在しないオブジェクトのディレ
クトリリストを自動的にインポートします。
• NEW_CHANGED - 自動インポートがオンになっています。このオプションの選択後は、S3 バケッ
トに追加された新しいオブジェクトや S3 バケットで変更された既存のオブジェクトのファイルと
ディレクトリのリストが、Amazon FSx によって自動的にインポートされます。
詳細については、「S3 バケットから更新を自動的にインポートする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NEW | NEW_CHANGED | NONE
Update requires: No interruption
AutomaticBackupRetentionDays
自動バックアップの保持日数です。この値を 0 に設定すると、自動バックアップが無効になります。
自動バックアップは、最大 90 日間保持できます。デフォルトは 0 です。PERSISTENT_1 デプロイタ
イプでのみ有効です。詳細については、『Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド』の「バックアップ
の使用」を参照してください。(デフォルト = 0)
必須: いいえ
タイプ: 整数
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最小: 0
最大: 90
Update requires: No interruption
CopyTagsToBackups
ファイルシステムのタグがバックアップにコピーされるかどうかを示すブーリアン型フラグ。この
値のデフォルト値は false です。この値を true に設定すると、ファイルシステムのすべてのタグが、
ユーザーがタグを指定しないすべての自動バックアップおよびユーザー始動型バックアップにコピー
されます。この値が true で 1 つ以上のタグを指定すると、指定したタグのみがバックアップにコピー
されます。ユーザーが開始するバックアップの作成時に 1 つ以上のタグを指定した場合、この値に関
係なく、ファイルシステムからタグはコピーされません。PERSISTENT_1 デプロイタイプでのみ有効
です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DailyAutomaticBackupStartTime
毎日繰り返される時刻 (形式 HH:MM)。HH はその日のゼロ詰めの時間 (0-23) で、MM はその時間のゼ
ロ詰めの分です。たとえば、05:00 は毎日午前 5 時を指定します。PERSISTENT_1 デプロイタイプ
でのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataCompressionType
ファイルシステムのデータ圧縮構成を設定します。DataCompressionType は、次の値を持つこと
ができます。
• NONE - (デフォルト) ファイルシステムの作成時に、データ圧縮はオフになります。
• LZ4 - データ圧縮は LZ4 アルゴリズムで有効になります。
詳細については、Lustre データ圧縮を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: LZ4 | NONE
Update requires: No interruption
DeploymentType
一時的なストレージと短期間のデータ処理が必要な場合、 SCRATCH_1 および SCRATCH_2 デプロイ
タイプを選択します。SCRATCH_2 デプロイタイプでは、データの転送中の暗号化と SCRATCH_1 より
も高いバーストスループット容量が提供されます。
長期的なストレージ、ワークロード、転送中のデータの暗号化のために、 PERSISTENT_1 デプロイ
タイプを選択します。デプロイタイプの詳細については、「 FSx for Lustre デプロイオプション」を
参照してください。
この機能をサポートする Amazon EC2 インスタンスから SCRATCH_2 または PERSISTENT_1 ファイ
ルシステムにアクセスすると、転送中のデータの暗号化が自動的に有効になります。(デフォルト =
SCRATCH_1)
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SCRATCH_2 および PERSISTENT_1 デプロイタイプの転送中のデータの暗号化は、サポートされる
AWS リージョン でサポートされるインスタンスタイプからアクセスした場合にサポートされます。
詳細については、「転送中のデータの暗号化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PERSISTENT_1 | SCRATCH_1 | SCRATCH_2
Update requires: Replacement
DriveCacheType
HDD ストレージデバイスでプロビジョニングした PERSISTENT_1 ファイルシステムで使用するドラ
イブキャッシュのタイプ。ストレージタイプが HDD の場合、このパラメータは必須です。READ に設
定すると、頻繁にアクセスするファイルのパフォーマンスが向上し、ファイルシステムの総ストレー
ジ容量の 20% をキャッシュできます。
StorageType を HDD に設定する場合、このパラメータは必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | READ
Update requires: Replacement
ExportPath
(オプション) Amazon FSx ファイルシステムのルートがエクスポートされる Amazon S3 のパス。パ
スでは、ImportPath で指定されている同じ Amazon S3 バケットを使用する必要があります。Amazon
FSx for Lustre ファイルシステムからエクスポートされる新しいデータおよび変更されたデータ
のオプションのプレフィックスを指定できます。ExportPath 値を指定しない場合、Amazon
FSx でデフォルトのエクスポートパス (s3://import-bucket/FSxLustre[creationtimestamp]) が設定されます。タイムスタンプは UTC 形式です (たとえば、s3://importbucket/FSxLustre20181105T222312Z)。
Amazon S3 エクスポートバケットは、ImportPath で指定されたインポートバケットと同じである
必要があります。s3://import-bucket など、バケット名のみを指定した場合、S3 バケットオブ
ジェクト へのファイルシステムオブジェクトの 1 対 1 のマッピングを取得します。このマッピング
は、S3 の入力データがエクスポートで上書きされることを意味します。s3://import-bucket/
[custom-optional-prefix] など、エクスポートパスでカスタムプレフィックスを指定した場
合、Amazon FSx は、ファイルシステムの内容を Amazon S3 バケット内のそのエクスポートプレ
フィックスにエクスポートします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 4357
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{3,4357}$
Update requires: Replacement
ImportedFileChunkSize
(オプション) データリポジトリからインポートされたファイルの場合、この値がストライプカウント
と 1 つの物理ディスクに保存されたファイルごとの最大データ量 (MiB 単位) を決定します。1 つの
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ファイルにストライピングできるディスクの最大数は、ファイルシステムを構成するディスクの合計
数によって制限されます。
デフォルトのチャンクサイズは 1,024 MiB (1 GiB) であり、512,000 MiB (500 GiB) まで高くすること
ができます。Amazon S3 オブジェクトの最大サイズは 5 TB です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 512000
Update requires: Replacement
ImportPath
(オプション) Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのデータリポジトリとして使用している
Amazon S3 バケットへのパス (オプションのプレフィックスを含む)。FSx for Lustre ファイルシス
テムのルートは、選択した Amazon S3 バケットのルートにマップされます。例: 「s3://importbucket/optional-prefix」。Amazon S3 バケット名の後にプレフィックスを指定した場合、その
プレフィックスが付いたオブジェクトキーのみがファイルシステムにロードされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 4357
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{3,4357}$
Update requires: Replacement
PerUnitStorageThroughput
デプロイタイプには必須ですが、PERSISTENT_1 デプロイタイプの場合は、1 テビバイト
(TiB) のストレージごとの読み取りおよび書き込みスループットの量を MB/s/TiB 単位で表示し
ます。ファイルシステムのスループット容量は、ファイルシステムのストレージ容量 (TiB) に
PerUnitStorageThroughput (MB/s/TiB) を掛けて計算されます。2.4 TiB のファイルシステムの場
合、50 MB/s/TiB の PerUnitStorageThroughput をプロビジョニングすると、ファイルシステムのス
ループットが 120 MB/s になります。プロビジョニングしたスループットに対して支払いが発生しま
す。
SSD ストレージの有効な値: 50、100、200。HDD ストレージの有効な値: 12、40。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 12
最大: 200
Update requires: Replacement
WeeklyMaintenanceStartTime
(オプション) 週次メンテナンスを実行するための優先開始時刻。UTC タイムゾーンの d:HH:MM の形
式でフォーマットされます。d は、月曜日で始まり日曜日で終わる 1～7 の曜日番号です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::FSx::FileSystem SelfManagedActiveDirectoryConfiguration
Amazon FSx が FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムまたは ONTAP ストレージ仮想マ
シン (SVM) をセルフマネージド (オンプレミスを含む) Microsoft Active Directory (AD) ディレクトリに結
合するために使用する設定。詳細については、「セルフマネージド型の Microsoft Active Directory での
Amazon FSX の使用」または「SVM の管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DnsIps" : [ String, ... ],
"DomainName" : String,
"FileSystemAdministratorsGroup" : String,
"OrganizationalUnitDistinguishedName" : String,
"Password" : String,
"UserName" : String

YAML
DnsIps:
- String
DomainName: String
FileSystemAdministratorsGroup: String
OrganizationalUnitDistinguishedName: String
Password: String
UserName: String

プロパティ
DnsIps
セルフマネージド AD ディレクトリ内の DNS サーバーまたはドメインコントローラーの最大 2 つの
IP アドレスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
DomainName
セルフマネージド AD ディレクトリの完全修飾ドメイン名（corp.example.com など）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 255
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,255}$
Update requires: Replacement
FileSystemAdministratorsGroup
（オプション）メンバーにファイルシステムの管理者権限が付与されているドメイングループの名
前。管理者権限には、ファイルとフォルダの所有権の取得、ファイルとフォルダの監査制御（監査
ACL）の設定、FSx Remote PowerShell を使用したファイルシステムのリモート管理が含まれます。
指定するグループは、ドメイン内にすでに存在している必要があります。指定しない場合は、AD ド
メインのドメイン管理者グループが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,256}$
Update requires: Replacement
OrganizationalUnitDistinguishedName
(オプション) セルフマネージド AD ディレクトリ内の組織単位の完全修飾識別
名。Amazon FSx は、ファイルシステムの直接の親として OU のみを受け入れます。例:
「OU=FSx,DC=yourdomain,DC=corp,DC=com」。詳細については、「RFC 2253」を参照してくだ
さい。何も指定しない場合、FSx ファイルシステムはセルフマネージド AD ディレクトリのデフォル
トの場所に作成されます。

Important
作成するファイルシステムの直接の親になることができるのは、組織単位 (OU) オブジェクト
だけです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2000
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,2000}$
Update requires: Replacement
Password
Amazon FSx が AD ドメインに参加するために使用する、セルフマネージド AD ドメインのサービス
アカウントのパスワード。ベストプラクティスに従い、CFNテンプレートにパスワードを埋め込まな
いことを強くお勧めします。
推奨される方法は、AWS Secrets Manager を使用してパスワードを保存することで
す。secretsmanager 動的参照を使用して、テンプレートで使用するためにこれらを取得するこ
とができます。AWS Secrets Manager の使用には追加費用がかかります。詳細については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの Secrets Manager secrets を参照してください。
または、NoEcho プロパティを使用して、パスワードパラメータ値を難読化することもできます。詳
細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Do Not Embed Credentials in Your Templates
を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^.{1,256}$
Update requires: No interruption
UserName
Amazon FSx が AD ドメインに参加するために使用する、セルフマネージド AD ドメインのサービス
アカウントのユーザー名。このアカウントには、OrganizationalUnitDistinguishedName で提
供されている組織単位、または AD ドメインのデフォルトの場所にあるドメインにコンピューターを
結合させるアクセス許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,256}$
Update requires: No interruption

AWS::FSx::FileSystem WindowsConfiguration
作成される ファイルシステムの Microsoft Windows 設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ActiveDirectoryId" : String,
"Aliases" : [ String, ... ],
"AuditLogConfiguration" : AuditLogConfiguration (p. 3445),
"AutomaticBackupRetentionDays" : Integer,
"CopyTagsToBackups" : Boolean,
"DailyAutomaticBackupStartTime" : String,
"DeploymentType" : String,
"PreferredSubnetId" : String,
"SelfManagedActiveDirectoryConfiguration" : SelfManagedActiveDirectoryConfiguration (p. 3451),
"ThroughputCapacity" : Integer,
"WeeklyMaintenanceStartTime" : String

}

YAML
ActiveDirectoryId: String
Aliases:
- String
AuditLogConfiguration:
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AuditLogConfiguration (p. 3445)
AutomaticBackupRetentionDays: Integer
CopyTagsToBackups: Boolean
DailyAutomaticBackupStartTime: String
DeploymentType: String
PreferredSubnetId: String
SelfManagedActiveDirectoryConfiguration:
SelfManagedActiveDirectoryConfiguration (p. 3451)
ThroughputCapacity: Integer
WeeklyMaintenanceStartTime: String

プロパティ
ActiveDirectoryId
既存の AWS Managed Microsoft Active Directory (AD) インスタンスの作成時にファイルシステムが結
合するそのインスタンスの ID。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^d-[0-9a-f]{10}$
Update requires: Replacement
Aliases
Amazon FSX ファイルシステムに関連付ける 1 つ以上の DNS エイリアスの配列。エイリアスを使用
すると、既存の DNS 名を使用して Amazon FSx ファイルシステム内のデータにアクセスできます。
ファイルシステムには、いつでも最大 50 個のエイリアスを関連付けることができます。
詳細については、Working with DNS Aliases および Walkthrough 5: Using DNS aliases to access your
file system を参照してください。これには、DNS エイリアスを使用してファイルシステムにアクセス
できるようにするために実行する必要のある追加手順が含まれています。
エイリアス名は、次の要件を満たしている必要があります。
• 完全修飾ドメイン名 (FQDN)、hostname.domain (accounting.example.com など) として
フォーマットされます。
• 英数字、アンダースコア (_)、ハイフン (-) を使用することができます。
• ハイフンを先頭または末尾に付けることはできません。
• 数字で始めることができます。
DNS エイリアス名の場合、大文字または小文字を指定するか、あるいはエスケープコードで対応する
文字を指定するかどうかに関係なく、Amazon FSx は英字を小文字 (a～z) として格納します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
AuditLogConfiguration
Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステム上のファイル、フォルダ、およびファ
イル共有のユーザーアクセスを監査およびログ記録するために Amazon FSx for Windows ファイル
サーバーが使用する設定。
API バージョン 2010-05-15
3454

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon FSx

必須: いいえ
タイプ: AuditLogConfiguration (p. 3445)
Update requires: No interruption
AutomaticBackupRetentionDays
自動バックアップの保持日数です。デフォルトでは、バックアップを 7 日間保持します。この値を 0
に設定すると、自動バックアップの作成が無効になります。バックアップの最大保持期間は 90 日で
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 90
Update requires: No interruption
CopyTagsToBackups
ファイルシステムのタグがバックアップにコピーされるかどうかを示すブーリアン型フラグ。この
値のデフォルト値は false です。この値を true に設定すると、ファイルシステムのすべてのタグが、
ユーザーがタグを指定しないすべての自動バックアップおよびユーザー始動型バックアップにコピー
されます。この値が true で 1 つ以上のタグを指定すると、指定したタグのみがバックアップにコピー
されます。ユーザーが開始するバックアップの作成時に 1 つ以上のタグを指定した場合、この値に関
係なく、ファイルシステムからタグはコピーされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DailyAutomaticBackupStartTime
日次自動バックアップを実行する推奨時間 (HH:MM 形式、UTC タイムゾーン)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeploymentType
ファイルシステムのデプロイタイプを指定します。有効な値は以下のとおりです。
• MULTI_AZ_1 - 一時的なアベイラビリティーゾーン (AZ) の利用不能を許容するマルチ AZ 冗長性に
設定された高可用性ファイルシステムをデプロイします。マルチ AZ ファイルシステムは、最低 3
つのアベイラビリティーゾーンがある AWS リージョン でのみデプロイできます。HDD ストレージ
タイプもサポートしています。
• SINGLE_AZ_1 - (デフォルト) 単一の AZ 冗長性に設定されたファイルシステムをデプロイする場合
に選択します。
• SINGLE_AZ_2 - 最新世代のシングル AZ ファイルシステム。シングル AZ 冗長性が設定されてお
り、HDD ストレージタイプをサポートするファイルシステムを指定します。
詳細については、「Availability and Durability: Single-AZ and Multi-AZ File Systems」を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: MULTI_AZ_1 | SINGLE_AZ_1 | SINGLE_AZ_2
Update requires: Replacement
PreferredSubnetId
DeploymentType が MULTI_AZ_1 に設定されている場合は必須です。これは、優先ファイルサー
バーを配置するサブネットを指定します。AWS 内アプリケーションでは、使用するファイルサーバー
と同じアベイラビリティーゾーン (AZ) で優先ファイルサーバーとしてクライアントを起動して、AZ
間のデータ転送コストを削減し、レイテンシーを最小限に抑えることをお勧めします。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SelfManagedActiveDirectoryConfiguration
Amazon FSx が FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムまたは ONTAP ストレージ仮想
マシン (SVM) をセルフマネージド (オンプレミスを含む) Microsoft Active Directory (AD) ディレクトリ
に結合するために使用する設定。詳細については、「セルフマネージド型の Microsoft Active Directory
での Amazon FSX の使用」または「SVM の管理」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: SelfManagedActiveDirectoryConfiguration (p. 3451)
Update requires: No interruption
ThroughputCapacity
Amazon FSx ファイルシステムのスループット。これは、2 ~ n のインクリメント (2^3 (8) ～ 2^11
(2048)) で 1 秒あたりのメガバイト数で測定されます。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 8
最大: 2048
Update requires: No interruption
WeeklyMaintenanceStartTime
週次メンテナンスを実行するための優先開始時刻。UTC タイムゾーンの d: HH: MM の形式でフォー
マットされます。d は、月曜日で始まり日曜日で終わる 1～7 の曜日番号です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon GameLift リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::GameLift::Alias (p. 3457)
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• AWS::GameLift::Build (p. 3461)
•
•
•
•
•

AWS::GameLift::Fleet (p. 3466)
AWS::GameLift::GameServerGroup (p. 3484)
AWS::GameLift::GameSessionQueue (p. 3492)
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration (p. 3500)
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet (p. 3509)

• AWS::GameLift::Script (p. 3511)

AWS::GameLift::Alias
AWS::GameLift::Alias リソースは、Amazon GameLift (GameLift) フリートの宛先のエイリアスを作成
します。エイリアスのルーティング方法には、シンプルとターミナルの 2 種類があります。シンプルなエ
イリアスは、アクティブなフリートを指します。ターミナルエイリアスは、プレーヤーをアクティブなフ
リートにルーティングする代わりに、メッセージを表示します。たとえば、ターミナルエイリアスに、プ
レイヤーをアップグレードサイトに誘導する URL リンクが表示される場合があります。エイリアスを使用
して、ゲームセッションキュー内の宛先を定義したり、新しいゲームセッションをリクエストできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::Alias",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"RoutingStrategy" : RoutingStrategy (p. 3460)
}

YAML
Type: AWS::GameLift::Alias
Properties:
Description: String
Name: String
RoutingStrategy:
RoutingStrategy (p. 3460)

プロパティ
Description
人が読み取り可能なエイリアスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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Name
エイリアスに関連付けられている説明ラベル。エイリアス名は一意である必要はありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
RoutingStrategy
このエイリアスに対するトラフィックの転送先としてフリートやメッセージなどを指定するルーティ
ング設定。
必須: はい
タイプ: RoutingStrategy (p. 3460)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
エイリアス ID （alias-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff など） このリソースの論理 ID
を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
AliasId
Property description not available.

例
シンプルなエイリアスを作成する
次の例では、フリートのシンプルなエイリアスを作成します。テンプレートは !Ref を使用して、フリー
トリソースを参照します。このリソースは、同じテンプレート内の別の場所で宣言できます。

JSON
{

"Resources": {
"AliasResource": {
"Properties": {
"Name": "MyAlias",
"Description": "My Alias Description",
"RoutingStrategy": {
"Type": "SIMPLE",
"FleetId": {
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}

}

}

}

"Ref": "FleetResource"

}
},
"Type": "AWS::GameLift::Alias"

YAML
Resources:
AliasResource:
Properties:
Name: MyAlias
Description: My Alias Description
RoutingStrategy:
Type: SIMPLE
FleetId: !Ref FleetResource
Type: AWS::GameLift::Alias

ターミナルエイリアスを作成する
次の例では、一般的なターミナルメッセージでターミナルエイリアスを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"AliasResource": {
"Type": "AWS::GameLift::Alias",
"Properties": {
"Name": "MyTerminalAlias",
"Description": "A terminal alias",
"RoutingStrategy": {
"Type": "TERMINAL",
"Message": "Terminal routing strategy message"
}
}
}
}

YAML
Resources:
AliasResource:
Type: AWS::GameLift::Alias
Properties:
Name: MyTerminalAlias
Description: A terminal alias
RoutingStrategy:
Type: TERMINAL
Message: Terminal routing strategy message

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Add an alias to a GameLift fleet
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateAlias」
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AWS::GameLift::Alias RoutingStrategy
フリートのエイリアスのルーティング設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FleetId" : String,
"Message" : String,
"Type" : String

YAML
FleetId: String
Message: String
Type: String

プロパティ
FleetId
エイリアスが指すフリートの一意の識別子。SIMPLE プロパティに Type を指定する場合は、このプ
ロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
パターン: ^fleet-\S+
Update requires: No interruption
Message
ターミナルルーティング戦略で使用されるメッセージテキスト。TERMINAL プロパティに Type を指
定する場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
ルーティング戦略のタイプ。
可能なルーティングの種類は次のとおりです。
• SIMPLE - エイリアスは特定のフリートのいずれかに解決されます。アクティブなフリートにルー
ティングするときにこのタイプを使用します。
• TERMINAL - エイリアスはフリートに解決されませんが、代わりにユーザーにメッセージを表示す
るために使用できます。ターミナルエイリアスは、Message プロパティで指定したメッセージを使
用して TerminalRoutingStrategyException をスローします。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: SIMPLE | TERMINAL
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Add an alias to a GameLift fleet
• Amazon GameLift API リファレンスの「RoutingStrategy」

AWS::GameLift::Build
AWS::GameLift::Build リソースは、Amazon GameLift フリートのインスタンスにインストールされ、
実行されるゲームサーバービルドを作成します。このリソースは、ゲームサーバービルドのすべてのコン
ポーネントが含まれる zip ファイルを含む Amazon S3 の場所を指します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::Build",
"Properties" : {
"Name" : String,
"OperatingSystem" : String,
"StorageLocation" : S3Location (p. 3464),
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::GameLift::Build
Properties:
Name: String
OperatingSystem: String
StorageLocation:
S3Location (p. 3464)
Version: String

プロパティ
Name
ビルドに関連付けられている説明ラベル。ビルド名は一意である必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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OperatingSystem
ゲームサーバーのバイナリが実行されるように構築されるオペレーティングシステム。この値は、こ
のビルドに使用できるフリートリソースの種類を決定します。ゲームビルドに複数の実行可能ファ
イルが含まれている場合、それらはすべて同じオペレーティングシステム上で実行する必要がありま
す。ビルドの作成時にオペレーティングシステムが指定されていない場合、Amazon GameLift はデ
フォルト値 (WINDOWS_2012) を使用します。この値を後から変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AMAZON_LINUX | AMAZON_LINUX_2 | WINDOWS_2012
Update requires: Replacement
StorageLocation
ゲームのビルドファイルの保存場所を示す情報。所有する Amazon S3 バケットに保存されている
ファイルを使用してビルドを作成する場合にのみ、このパラメータを使用します。ストレージの場
所には、Amazon S3 バケットの名前とキーを指定する必要があります。場所には、アマゾン ウェブ
サービスが Amazon S3 バケットにアクセスできるように設定するロール ARN も指定する必要があり
ます。S3 バケットと新しいビルドは同じリージョンに存在する必要があります。
StorageLocation が指定されている場合、ファイルのサイズは Amazon S3 バケットで確認できま
す。Amazon Web Services は 0 の SizeOnDisk と報告します。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 3464)
Update requires: Replacement
Version
このビルドに関連付けられているバージョン情報。バージョンの文字列は一意である必要はありませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ビルド ID （build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff など） このリソースの論理 ID を組
み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
カスタムゲームサーバービルドを作成する
次の例では、MyGameServerBuild という名前の GameLift ビルドを作成します。ビルドのパッケージ
は、S3Bucket と S3Key の入力パラメータで指定された S3 バケットにあります。この例では、ビルド
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のパッケージファイルをダウンロードできるように、GameLift が引き受ける AWS Identity and Access
Management ロールも作成します。

JSON
{

"Resources": {
"IAMRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"cloudformation.amazonaws.com",
"gamelift.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"RoleName": "BuildIAMRole",
"Policies": [
{
"PolicyName": "gamelift-s3-access-policy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:GetObjectMetadata",
"s3:*Object*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::MyBucketName/*"
]
}
]
}
}
]
}
},
"BuildResource": {
"Type": "AWS::GameLift::Build",
"Properties": {
"Name": "MyGameServerBuild",
"Version": "v1.0",
"OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
"StorageLocation": {
"Bucket": "MyBucketName",
"Key": "MyGameBuildFiles.zip",
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"IAMRole",
"Arn"
]
}
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}

}

}

}

}

YAML
Resources:
IAMRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service: ["cloudformation.amazonaws.com", "gamelift.amazonaws.com"]
Action: "sts:AssumeRole"
RoleName: "BuildIAMRole"
Policies:
- PolicyName: gamelift-s3-access-policy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "s3:GetObject"
- "s3:GetObjectVersion"
- "s3:GetObjectMetadata"
- "s3:*Object*"
Resource:
- "arn:aws:s3:::MyBucketName/*"
BuildResource:
Type: AWS::GameLift::Build
Properties:
Name: MyGameServerBuild
Version: v1.0
OperatingSystem: WINDOWS_2012
StorageLocation:
Bucket: "MyBucketName"
Key: "MyGameBuildFiles.zip"
RoleArn: !GetAtt IAMRole.Arn

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create a build with files in Amazon S3
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Upload script files in Amazon S3
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateBuild」

AWS::GameLift::Build S3Location
Amazon GameLift からアクセスするためにビルドファイルまたはスクリプトファイルが保存される
Amazon S3 内の場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Key" : String,
"ObjectVersion" : String,
"RoleArn" : String

YAML
Bucket: String
Key: String
ObjectVersion: String
RoleArn: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット識別子。これは S3 バケットの名前です。

Note
GameLift は現在、ドット (,) を含む名前の Amazon S3 バケットからのアップロードをサポー
トしていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
Key
ビルドファイルまたはスクリプトファイルを含む zip ファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
ObjectVersion
ファイルのバージョン（バケットに対してオブジェクトのバージョニングが有効になっている場
合）。Amazon GameLift は、S3 バケットからファイルを取得するときにこの情報を使用します。
ファイルの特定のバージョンを取得するには、オブジェクトバージョンを指定します。ファイルの最
新バージョンを取得するには、このパラメータを設定しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
RoleArn
Amazon Web Services から S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ロールの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create a build with files in Amazon S3
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Upload script files in Amazon S3
• Amazon GameLift API リファレンスの「S3Location」

AWS::GameLift::Fleet
AWS::GameLift::Fleet リソースはゲームサーバーをホストするための Amazon GameLift(GameLift) フ
リートを作成します。フリートは EC2 インスタンスのセットで、各インスタンスは複数のゲームセッショ
ンをホストできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::Fleet",
"Properties" : {
"BuildId" : String,
"CertificateConfiguration" : CertificateConfiguration (p. 3475),
"Description" : String,
"DesiredEC2Instances" : Integer,
"EC2InboundPermissions" : [ IpPermission (p. 3476), ... ],
"EC2InstanceType" : String,
"FleetType" : String,
"InstanceRoleARN" : String,
"Locations" : [ LocationConfiguration (p. 3479), ... ],
"MaxSize" : Integer,
"MetricGroups" : [ String, ... ],
"MinSize" : Integer,
"Name" : String,
"NewGameSessionProtectionPolicy" : String,
"PeerVpcAwsAccountId" : String,
"PeerVpcId" : String,
"ResourceCreationLimitPolicy" : ResourceCreationLimitPolicy (p. 3480),
"RuntimeConfiguration" : RuntimeConfiguration (p. 3481),
"ScriptId" : String
}

YAML
Type: AWS::GameLift::Fleet
Properties:
BuildId: String
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CertificateConfiguration:
CertificateConfiguration (p. 3475)
Description: String
DesiredEC2Instances: Integer
EC2InboundPermissions:
- IpPermission (p. 3476)
EC2InstanceType: String
FleetType: String
InstanceRoleARN: String
Locations:
- LocationConfiguration (p. 3479)
MaxSize: Integer
MetricGroups:
- String
MinSize: Integer
Name: String
NewGameSessionProtectionPolicy: String
PeerVpcAwsAccountId: String
PeerVpcId: String
ResourceCreationLimitPolicy:
ResourceCreationLimitPolicy (p. 3480)
RuntimeConfiguration:
RuntimeConfiguration (p. 3481)
ScriptId: String

プロパティ
BuildId
新しいフリートにデプロイされるビルドの一意の識別子。カスタムゲームビルドを使用してフリー
トをデプロイする場合は、このプロパティを指定する必要があります。このビルドは、Amazon
GameLift に正常にアップロードされ、READY ステータスである必要があります。フリートの作成後
に、このフリート設定を変更することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
パターン: ^build-\S+|^arn:.*:build\/build-\S+
Update requires: Replacement
CertificateConfiguration
新しいフリートの TLS/SSL 証明書を生成するかどうかを示します。TLS 証明書は、ゲームクライア
ントと GameLift で実行されているゲームサーバー間のトラフィックを暗号化するために使用されま
す。このパラメータが設定されていない場合、証明書の生成は無効になります。フリートの作成後
に、このフリート設定を変更することはできません。詳細については、クライアント/サーバー通信の
保護を参照してください。
注: この機能には、AWS Certificate Manager サービスが必要です。このサービスは、AWS グローバ
ルパーティションで使用できますが、他のすべてのパーティションでは使用できません。この機能を
サポートしていないパーティションで作業している場合、証明書生成結果を含む新しいフリートのリ
クエストは 4xx サポートされていないリージョンエラーで失敗します。
必須: いいえ
タイプ: CertificateConfiguration (p. 3475)
Update requires: Replacement
Description
人が読み取り可能なフリートの説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
DesiredEC2Instances
このフリートがホストする EC2 インスタンスの数。新しいフリートを作成するとき、GameLift は自
動的にこの値を「1」に設定し、単一のインスタンスを開始します。フリートがアクティブになった
ら、この値を更新して GameLift をトリガーし、フリートにインスタンスを追加または削除します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
EC2InboundPermissions
インバウンドトラフィックが Amazon GameLift のサーバーのサーバープロセスに接続可能にする IP
アドレスとポート設定の範囲。
必須: いいえ
タイプ: IpPermission (p. 3476) 一覧
最大: 50
Update requires: No interruption
EC2InstanceType
すべてのフリートインスタンスに使用する GameLift がサポートする Amazon EC2 インスタンスタイ
プ。インスタンスタイプは、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク容量など、ゲームサーバーの
ホストに使用されるコンピューティングリソースを決定します。Amazon EC2 インスタンスタイプの
詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスタイプを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge | c3.large | c3.xlarge |
c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large | c4.xlarge | c5.12xlarge |
c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge | c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.large
| c5.xlarge | c5a.12xlarge | c5a.16xlarge | c5a.24xlarge | c5a.2xlarge |
c5a.4xlarge | c5a.8xlarge | c5a.large | c5a.xlarge | m3.2xlarge | m3.large
| m3.medium | m3.xlarge | m4.10xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large
| m4.xlarge | m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge |
m5.4xlarge | m5.8xlarge | m5.large | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge | r3.large | r3.xlarge |
r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge | r4.large | r4.xlarge
| r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge | r5.4xlarge
| r5.8xlarge | r5.large | r5.xlarge | r5a.12xlarge | r5a.16xlarge |
r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge | r5a.large |
r5a.xlarge | t2.large | t2.medium | t2.micro | t2.small
Update requires: Replacement
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FleetType
このフリートにオンデマンドインスタンスを使用するかスポットインスタンスを使用するかを示しま
す。デフォルトでは、このプロパティが ON_DEMAND に設定されています。オンデマンドインスタン
スとスポットインスタンスのどちらを使用するかについて詳しく説明します。フリートが作成された
後は、このプロパティを変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND | SPOT
Update requires: Replacement
InstanceRoleARN
AWS のサービスへのアクセスを管理する IAM ロールの一意の識別子。インスタンスロール ARN が
設定されている場合、このフリート内のインスタンスで実行されるアプリケーションは、インストー
ルスクリプト、サーバープロセス、デーモン（バックグラウンドプロセス）など、ロールを引き受け
ることができます。AWS Management Console の IAM ダッシュボードを使用してロールを作成する
か、ロールの ARN を検索します。ゲームサーバーのオンボックスの認証情報を使用する方法につい
ては、ゲームサーバーから外部リソースにアクセスするを参照してください。フリートが作成された
後は、このプロパティを変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: Replacement
Locations
追加のインスタンスをデプロイし、フリートの一部として管理するリモートロケーションのセット。
このパラメータは、複数のロケーションをサポートする AWS リージョンでフリートを作成する場合
にのみ使用できます。GameLift がサポートする AWS リージョンは、us-west-2 などの AWS リー
ジョンコードの形式で、リモートロケーションとして追加できます。ホームリージョンのみでインス
タンスを使用してフリートを作成するには、このパラメータを省略します。
必須: いいえ
タイプ : LocationConfiguration (p. 3479) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
MaxSize
フリートのインスタンス数に許可される最大値。新しいフリートを作成すると、GameLift は自動的に
この値を「1」に設定します。フリートがアクティブになったら、この値を変更できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
MetricGroups
Amazon CloudWatch メトリクスグループの名前。メトリクスグループは、グループ内のすべてのフ
リートのメトリクスを集計します。メトリクスグループ名を含む文字列を指定します。既存の名前を
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使用するか、新しい名前を使用して新しいメトリクスグループを作成できます。現在、このパラメー
タに指定できる文字列は 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
MinSize
フリートのインスタンス数に許可される最小値。新しいフリートを作成すると、GameLift は自動的に
この値を「0」に設定します。フリートがアクティブになったら、この値を変更できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
Name
フリートに関連付けられている説明ラベル。フリート名は一意である必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
NewGameSessionProtectionPolicy
このフリートのインスタンスでホストされているすべてのゲームセッションに適用されるゲームセッ
ション保護ポリシー。保護されている場合、アクティブなゲームセッションはスケールダウンイベン
ト中は終了できません。このパラメータが設定されていない場合、このフリートのインスタンスはデ
フォルトで保護されません。フリートの保護ポリシーを変更して、フリートの今後のゲームセッショ
ンに影響を与えることができます。個々のゲームセッション用の保護も設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FullProtection | NoProtection
Update requires: No interruption
PeerVpcAwsAccountId
GameLift フリートを VPC でピアリングするときに使用します。VPC を所有する AWS アカウントの
一意の識別子です。アカウント ID は、AWS Management Console のアカウント設定で確認できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
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Update requires: Replacement
PeerVpcId
GameLift フリートがアクセスするリソースを持つ VPC の一意の識別子。VPC はフリートと同じリー
ジョンにあることが必要です。VPC ID を検索するには、AWS Management Console の VPC ダッ
シュボードを使用します。VPC ピアリングの詳細については、「GameLift フリートとの VPC ピアリ
ングにおける VPC ピアリング」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
ResourceCreationLimitPolicy
指定された期間内にこのフリートのインスタンスで個々のプレイヤーが作成できるゲームセッション
の数を制限するポリシー。
必須: いいえ
タイプ: ResourceCreationLimitPolicy (p. 3480)
Update requires: No interruption
RuntimeConfiguration
フリート内の各インスタンスでサーバープロセスを起動するための手順。サーバープロセスは、カス
タムゲームビルド実行可能ファイルまたは Realtime スクリプトのいずれかを実行します。ランタイム
設定では、サーバーの実行可能ファイルや起動スクリプトファイル、起動パラメータ、および各イン
スタンスで同時に実行するプロセスの数を定義します。フリートを作成する場合、ランタイム設定に
は少なくとも 1 つのサーバープロセス設定が必要です。それ以外の場合、リクエストは無効なリクエ
スト例外で失敗します。
パラメータ ServerLaunchPath と ServerLaunchParameters が定義されていない限り、このパ
ラメータは必須です。ランタイム設定によってこれらのパラメータが置き換えられましたが、それら
を使用するフリートは引き続き機能します。
必須: 条件付き
タイプ: RuntimeConfiguration (p. 3481)
Update requires: No interruption
ScriptId
新しい Realtime サーバーフリートにデプロイされる Realtime スクリプトの一意の識別子。スクリプ
トは Amazon GameLift に正常にアップロードされている必要があります。フリートの作成後に、この
フリート設定を変更することはできません。
注意: 現在、!Ref コマンドを使用して、フリートプロパティの CloudFormation テンプレートで作成
されたスクリプトを参照することはできません ScriptId。代わりに、Fn::GetAtt Script.Arn
または Fn::GetAtt Script.Id を使用して、これらのプロパティのいずれかを ScriptId の入力
として取得します。または、ScriptId 文字列を手動で入力します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
パターン: ^script-\S+|^arn:.*:script\/script-\S+
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
フリート ID （fleet-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff など） このリソースの論理 ID を
組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
FleetId
Property description not available.

例
ビルドで GameLift フリートを作成する
次の例では、カスタムゲームビルド用の GameLift フリートを作成して設定します。このフリートは Ref
組み込み関数を使用して、同じテンプレート内の別の場所で宣言できるビルドを指定します。ログパスと
サーバー起動パスの構文例では、Windows ビルドの値を使用します。
注意: JSON の例は、スラッシュ (\\) をエスケープする方法を示しています。

JSON
{

"Resources": {
"FleetResource": {
"Type": "AWS::GameLift::Fleet",
"Properties": {
"BuildId": {
"Ref": "BuildResource"
},
"CertificateConfiguration": {
"CertificateType": "DISABLED"
},
"Description": "Description of my Fleet",
"DesiredEc2Instances": 1,
"EC2InboundPermissions": [
{
"FromPort": 1234,
"ToPort": 1324,
"IpRange": "0.0.0.0/24",
"Protocol": "TCP"
},
{
"FromPort": 1356,
"ToPort": 1578,
"IpRange": "192.168.0.0/24",
"Protocol": "UDP"
}
],
"EC2InstanceType": "c4.large",
"FleetType": "SPOT",
"LogPaths": [
"c:\\game\\testlog.log",
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}

}

}

}

"c:\\game\\testlog2.log"
],
"MetricGroups": [
"MetricGroupName"
],
"Name": "MyGameFleet",
"NewGameSessionProtectionPolicy": "FullProtection",
"ResourceCreationLimitPolicy": {
"NewGameSessionsPerCreator": 5,
"PolicyPeriodInMinutes": 2
},
"RuntimeConfiguration": {
"GameSessionActivationTimeoutSeconds": 300,
"MaxConcurrentGameSessionActivations": 1,
"ServerProcesses": [
{
"ConcurrentExecutions": 1,
"LaunchPath": "c:\\game\\TestApplicationServer.exe"
}
]
}

YAML
Resources:
FleetResource:
Type: AWS::GameLift::Fleet
Properties:
BuildId: !Ref BuildResource
CertificateConfiguration:
CertificateType: DISABLED
Description: Description of my Game Fleet
DesiredEc2Instances: 1
EC2InboundPermissions:
- FromPort: 1234
ToPort: 1324
IpRange: 0.0.0.0/24
Protocol: TCP
- FromPort: 1356
ToPort: 1578
IpRange: 192.168.0.0/24
Protocol: UDP
EC2InstanceType: c4.large
FleetType: SPOT
LogPaths:
- c:\game\testlog.log
- c:\game\testlog2.log
MetricGroups:
- MetricGroupName
Name: MyGameFleet
NewGameSessionProtectionPolicy: FullProtection
ResourceCreationLimitPolicy:
NewGameSessionsPerCreator: 5
PolicyPeriodInMinutes: 2
RuntimeConfiguration:
GameSessionActivationTimeoutSeconds: 300
MaxConcurrentGameSessionActivations: 1
ServerProcesses:
- ConcurrentExecutions: 1
LaunchPath: c:\game\TestApplicationServer.exe

API バージョン 2010-05-15
3473

AWS CloudFormation ユーザーガイド
GameLift

スクリプトを使用して GameLift フリートを作成する
次の例では、GameLift フリートを作成し、Realtime サーバーを実行するように設定します。このフリート
は GetAtt 組み込み関数を使用して、同じテンプレート内の別の場所で宣言できるスクリプトを指定しま
す。すべての Realtime サーバーが Linux でデプロイされるため、ログパスとサーバー起動パスの構文例は
Linux の場合であることに注意してください。

JSON
{

"Resources": {
"FleetResource": {
"Type": "AWS::GameLift::Fleet",
"Properties": {
"CertificateConfiguration": {
"CertificateType": "DISABLED"
},
"Description": "Description of my Game Fleet",
"DesiredEC2Instances": 1,
"EC2InboundPermissions": [
{
"FromPort": 1234,
"ToPort": 1324,
"IpRange": "0.0.0.0/24",
"Protocol": "TCP"
},
{
"FromPort": 1356,
"ToPort": 1578,
"IpRange": "192.168.0.0/24",
"Protocol": "UDP"
}
],
"EC2InstanceType": "c4.large",
"FleetType": "SPOT",
"LogPaths": [
"/local/game/testlog.log",
"/local/game/testlog2.log"
],
"MetricGroups": [
"MetricGroupName"
],
"Name": "MyGameFleet",
"NewGameSessionProtectionPolicy": "FullProtection",
"ResourceCreationLimitPolicy": {
"NewGameSessionsPerCreator": 5,
"PolicyPeriodInMinutes": 2
},
"RuntimeConfiguration": {
"GameSessionActivationTimeoutSeconds": 300,
"MaxConcurrentGameSessionActivations": 1,
"ServerProcesses": [
{
"ConcurrentExecutions": 1,
"LaunchPath": "/local/game/myscript.js"
}
]
},
"ScriptId": {
"Fn::GetAtt": [
"ScriptResource",
"Id"
]
}
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}

}

}

}

YAML
Resources:
FleetResource:
Type: AWS::GameLift::Fleet
Properties:
CertificateConfiguration:
CertificateType: DISABLED
Description: Description of my game fleet
DesiredEC2Instances: 1
EC2InboundPermissions:
- FromPort: 1234
ToPort: 1324
IpRange: 0.0.0.0/24
Protocol: TCP
- FromPort: 1356
ToPort: 1578
IpRange: 192.168.0.0/24
Protocol: UDP
EC2InstanceType: c4.large
FleetType: SPOT
LogPaths:
- '/local/game/testlog.log'
- '/local/game/testlog2.log'
MetricGroups:
- MetricGroupName
Name: MyGameFleet
NewGameSessionProtectionPolicy: FullProtection
ResourceCreationLimitPolicy:
NewGameSessionsPerCreator: 5
PolicyPeriodInMinutes: 2
RuntimeConfiguration:
GameSessionActivationTimeoutSeconds: 300
MaxConcurrentGameSessionActivations: 1
ServerProcesses:
- ConcurrentExecutions: 1
LaunchPath: '/local/game/myscript.js'
ScriptId: !GetAtt ScriptResource.Id

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Setting up GameLift fleets
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateFleet」

AWS::GameLift::Fleet CertificateConfiguration
フリートの TLS/SSL 証明書の使用に関する情報。TLS 証明書の生成は、フリートレベルで有効にされ、
そのフリートに対して 1 つの証明書が生成されます。この機能を有効にすると、GameLift Server SDK 呼
び出し GetInstanceCertificate を使用して証明書を取得できます。フリート内のすべてのインスタ
ンスが同じ証明書を共有します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"CertificateType" : String

YAML
CertificateType: String

プロパティ
CertificateType
TLS/SSL 証明書がフリートに対して生成されているかどうかを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | GENERATED
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a GameLift fleet for a custom game build
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a Realtime Servers fleet
• Amazon GameLift API リファレンスの「CertificateConfiguration」

AWS::GameLift::Fleet IpPermission
インバウンドトラフィックが Amazon GameLift ホスティングリソースのサーバープロセスに接続可能にす
る IP アドレスとポート設定の範囲。フリートで開始される新しいゲームセッションには、IP アドレスと
ポート番号の組み合わせが割り当てられます。この組み合わせは、フリートの許容範囲内に収まる必要が
あります。カスタムゲームサーバーで作成されたフリートの場合、その範囲はサーバーのゲームセッショ
ンの割り当てを反映しています。リアルタイムサーバーのフリートの場合、Amazon GameLift では、2 つ
のポート範囲（リアルタイムサーバーで使用するために TCP メッセージングに 1 つ、UDP に 1 つ）を開
きます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FromPort" : Integer,
"IpRange" : String,
"Protocol" : String,
"ToPort" : Integer
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YAML
FromPort: Integer
IpRange: String
Protocol: String
ToPort: Integer

プロパティ
FromPort
許可されたポート番号の範囲の開始値。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 60000
Update requires: No interruption
IpRange
許可された IP アドレスの範囲。この値は、CIDR 表記で表現する必要があります。例:
「000.000.000.000/[subnet mask]」または省略可能なバージョンの「0.0.0.0/[subnet
mask]」。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [^\s]+
Update requires: No interruption
Protocol
フリートで使用するネットワーク通信プロトコル。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: TCP | UDP
Update requires: No interruption
ToPort
許可されたポート番号の範囲の終了値。ポート番号は両端を含みます。この値は、FromPort より大
きくする必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 60000
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a GameLift fleet for a custom game build
• Amazon GameLift API リファレンスの「IpPermission」

AWS# GameLift# Fleet LocationCapacity
指定されたフリートまたはロケーションの現在のリソース容量設定。ロケーションの値は、フリートのリ
モートロケーションまたはそのホームリージョンを参照する場合があります。
関連アクション
DescribeFleetCapacity | DescribeFleetLocationCapacity | DescribeFleetCapacity

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DesiredEC2Instances" : Integer,
"MaxSize" : Integer,
"MinSize" : Integer

YAML
DesiredEC2Instances: Integer
MaxSize: Integer
MinSize: Integer

プロパティ
DesiredEC2Instances
指定されたフリートロケーションに維持する Amazon EC2 インスタンスの数。この値は、最小サイズ
制限と最大サイズ制限の間にある必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
MaxSize
指定されたフリートロケーションで許可されるインスタンスの最大数。このパラメータが設定されて
いない場合、デフォルトは 1 です。
必須: はい
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タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
MinSize
指定されたフリートロケーションで許可されるインスタンスの最小数。このパラメータが存在しない
場合、デフォルトで ０ が使用されます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS# GameLift# Fleet LocationConfiguration
マルチロケーションフリートがゲームホスティング用に EC2 インスタンスをデプロイできるリモートロ
ケーション。
関連アクション
CreateFleet

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Location" : String,
"LocationCapacity" : LocationCapacity (p. 3478)

YAML
Location: String
LocationCapacity:
LocationCapacity (p. 3478)

プロパティ
Location
AWS リージョンコード (us-west-2 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
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パターン: ^[a-z]+(-([a-z]+|\d))*
Update requires: No interruption
LocationCapacity
指定されたフリートまたはロケーションの現在のリソース容量設定。ロケーションの値は、フリート
のリモートロケーションまたはそのホームリージョンを参照する場合があります。
関連アクション
DescribeFleetCapacity | DescribeFleetLocationCapacity | UpdateFleetCapacity
必須: いいえ
タイプ : LocationCapacity (p. 3478)
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::Fleet ResourceCreationLimitPolicy
プレイヤーが同じフリートで作成できるゲームセッションの数を制限するポリシー。このオプションのポ
リシーにより、ゲームの所有者は、プレイヤーが利用可能なゲームサーバーリソースをどのように消費す
るかを制御できます。リソース作成ポリシーは、「個々のプレイヤーは、指定された期間内に最大数の新
しいゲームセッションを作成できます」というステートメントを作成します。
ポリシーはプレイヤーが新しいゲームセッションを作成しようとしたときに評価されます。たとえば、10
の新しいゲームセッションと 60 分の期間というポリシーがあるとします。CreateGameSession リクエ
ストを受け取ると、Amazon GameLift は、プレイヤー（CreatorId により識別）が過去 60 分間に作成
した 10 未満のゲームセッションを確認します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NewGameSessionsPerCreator" : Integer,
"PolicyPeriodInMinutes" : Integer

YAML
NewGameSessionsPerCreator: Integer
PolicyPeriodInMinutes: Integer

プロパティ
NewGameSessionsPerCreator
ポリシー期間中に個人が作成できるゲームセッションの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
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Update requires: No interruption
PolicyPeriodInMinutes
リソース作成制限ポリシーの評価に使用される期間。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift API リファレンスの「ResourceCreationLimitPolicy」

AWS::GameLift::Fleet RuntimeConfiguration
フリート内の各インスタンスで実行するプロセスを記述するサーバープロセス設定のコレクション。すべ
てのフリートにはランタイム設定が必要です。フリート内の各インスタンスは、ランタイム設定で指定さ
れたとおりにサーバープロセスを維持し、既存のプロセスの終了時に新しいインスタンスを起動します。
各インスタンスは、呼び出されるたびに更新されたランタイム設定を定期的にチェックして、調整を行い
ます。
ランタイム設定により、フリート内のインスタンスは複数のプロセスを同時に実行できます。考えられる
シナリオは次のとおりです。(1) 単一のゲームサーバー実行可能ファイルの複数のプロセスを実行して、ホ
スティングリソースの使用量を最大化します。(2) ゲームサーバーやメトリクス追跡プログラムなど、異な
る実行可能ファイルの 1 つ以上のプロセスを実行します。(3) 単一のゲームサーバーですが、たとえば、各
インスタンスで 1 つのプロセスをデバッグモードで実行するなど、異なる起動パラメータで、複数のプロ
セスを実行します。
Amazon GameLift インスタンスでは、同時に実行できるプロセス数が 50 に制限されています。ラ
ンタイム設定では、この制限より少ない値を指定する必要があります。ランタイム設定で指定さ
れたプロセスの合計数を計算するには、ランタイム設定内の各 ServerProcess オブジェクトの
ConcurrentExecutions パラメータの値を追加します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GameSessionActivationTimeoutSeconds" : Integer,
"MaxConcurrentGameSessionActivations" : Integer,
"ServerProcesses" : [ ServerProcess (p. 3483), ... ]

YAML
GameSessionActivationTimeoutSeconds: Integer
MaxConcurrentGameSessionActivations: Integer
ServerProcesses:
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- ServerProcess (p. 3483)

プロパティ
GameSessionActivationTimeoutSeconds
新しいゲームセッションを起動し、ホストプレイヤーに報告できる状態にするために許容される最長
時間 (秒単位)。この間、ゲームセッションはステータス ACTIVATING になります。タイムアウト前
にゲームセッションがアクティブにならない場合、そのセッションは終了し、ゲームセッションのス
テータスは TERMINATED に変更されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 600
Update requires: No interruption
MaxConcurrentGameSessionActivations
インスタンスで許可するステータス ACTIVATING のゲームセッションの数。この設定により、新しい
ゲームのアクティベーションで一度に使用できるインスタンスリソースが制限されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ServerProcesses
フリート内の各インスタンスで実行するサーバープロセスを識別するサーバープロセス設定のコレク
ション。
必須: いいえ
タイプ: ServerProcess (p. 3483) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a GameLift fleet for a custom game build
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a Realtime Servers fleet
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Run multiple processes on a fleet
• Amazon GameLift API リファレンスの「RuntimeConfiguration」
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AWS::GameLift::Fleet ServerProcess
フリート内の各インスタンスでサーバープロセスを起動するための一連の命令。各命令セットは、サー
バー実行可能ファイルの場所、オプションの起動パラメータ、およびこの設定を使用してインスタン
スで同時に維持するサーバープロセスの数を示します。サーバープロセス設定により、フリートの
RuntimeConfiguration が構成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConcurrentExecutions" : Integer,
"LaunchPath" : String,
"Parameters" : String

YAML
ConcurrentExecutions: Integer
LaunchPath: String
Parameters: String

プロパティ
ConcurrentExecutions
この設定を使用するサーバープロセスの数。各インスタンスで同時に実行されます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
LaunchPath
ゲームビルド実行ファイル、または Init() 関数を含むリアルタイムスクリプトファイルの場所。
ゲームビルドとリアルタイムスクリプトは、次のルートにあるインスタンスにインストールされま
す。
• Windows (カスタムゲームビルドのみ): C:\game。例: "C:\game\MyGame\server.exe"
• Linux: /local/game。例: "/local/game/MyGame/server.exe" または "/local/game/
MyRealtimeScript.js"
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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Parameters
起動時にサーバー実行可能ファイルまたはリアルタイムスクリプトに渡すパラメータのオプションの
リスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a GameLift fleet for a custom game build
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Deploy a Realtime Servers fleet
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Run multiple processes on a fleet
• Amazon GameLift API リファレンスの「ServerProcess」

AWS::GameLift::GameServerGroup
この操作は、Amazon GameLift FleetIQ ソリューションおよびゲームサーバーグループで使用されます。
ゲームホスティング用の Amazon EC2 インスタンスのコレクションでゲームホスティングを管理するた
めの GameLift FleetIQ ゲームサーバーグループを作成します。このオペレーションは、ゲームサーバーグ
ループを作成し、AWS account に Auto Scaling グループを作成し、2 つのグループ間のリンクを確立しま
す。ゲームサーバーグループのステータスは、GameLift コンソールで確認できます。ゲームサーバーグ
ループのメトリクスとイベントは Amazon CloudWatch に送信されます。
新しいゲームサーバーグループを作成する前に、以下が必要です。
• ゲームサーバービルドで Amazon EC2 インスタンスを起動する方法を指定する Amazon EC2 起動テン
プレート。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「 起動テンプレートからのインスタンスの
起動」を参照してください。
• AWS account への制限されたアクセスを拡張する IAM ロール。これにより、GameLift FleetIQ が Auto
Scaling グループを作成し、操作できるようにします。詳細については、GameLift FleetIQ デベロッパー
ガイドの「クロスサービスインタラクション用の IAM ロールの作成」を参照してください。
新しいゲームサーバーグループを作成するには、一意のグループ名、IAM ロール、および Amazon EC2
起動テンプレートを指定し、グループで使用できるインスタンスタイプのリストを指定します。また、グ
ループのインスタンス数の初期最大値と最小制限値も設定する必要があります。オプションで、GameLift
FleetIQ メトリクスに基づいて、ターゲットトラッキングを使用して Auto Scaling ポリシーを設定できま
す。
ゲームサーバーグループと対応する Auto Scaling グループが作成されると、必要に応じて Auto Scaling グ
ループの設定を変更するためのフルアクセス権が付与されます。最大/最小サイズ、自動スケーリングポリ
シー設定など、ゲームサーバーグループの作成時に設定されるいくつかのプロパティは、Auto Scaling グ
ループで直接更新する必要があります。Auto Scaling グループのプロパティの中には、可用性とコストを
最適化するために、バランシングアクティビティの一環として GameLift FleetIQ によって定期的に更新さ
れるものがあります。
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詳細はこちら
GameLift FleetIQ ガイド

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::GameServerGroup",
"Properties" : {
"AutoScalingPolicy" : AutoScalingPolicy (p. 3488),
"BalancingStrategy" : String,
"DeleteOption" : String,
"GameServerGroupName" : String,
"GameServerProtectionPolicy" : String,
"InstanceDefinitions" : [ InstanceDefinition (p. 3489), ... ],
"LaunchTemplate" : LaunchTemplate (p. 3490),
"MaxSize" : Double,
"MinSize" : Double,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcSubnets" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::GameLift::GameServerGroup
Properties:
AutoScalingPolicy:
AutoScalingPolicy (p. 3488)
BalancingStrategy: String
DeleteOption: String
GameServerGroupName: String
GameServerProtectionPolicy: String
InstanceDefinitions:
- InstanceDefinition (p. 3489)
LaunchTemplate:
LaunchTemplate (p. 3490)
MaxSize: Double
MinSize: Double
RoleArn: String
Tags:
- Tag
VpcSubnets:
- String

プロパティ
AutoScalingPolicy
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: AutoScalingPolicy (p. 3488)
Update requires: No interruption
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BalancingStrategy
GameLift FleetIQ が、ゲームサーバーグループ内のスポットインスタンスとオンデマンドインスタン
スの使用のバランスをどのように調整するかを示します。メソッドオプションは以下のとおりです。
• SPOT_ONLY - ゲームサーバーグループではスポットインスタンスのみが使用されます。スポット
インスタンスがゲームホスティングに使用できない場合、またはゲームホスティングに実行できな
い場合、スポットインスタンスが再び使用できるようになるまで、ゲームサーバーグループはホス
ティング容量を提供しません。それまでは、新しいインスタンスは開始されず、既存の実行不可能
なスポットインスタンスは (現在のゲームプレイが終了した後) 終了し、置き換えられません。
• SPOT_PREFERRED - (デフォルト値) スポットインスタンスは、ゲームサーバーグループで使用可
能な場合はいつでも使用されます。スポットインスタンスが利用できない場合、ゲームサーバーグ
ループはオンデマンドインスタンスにフォールバックすることで、引き続きホスティング容量を提
供します。既存の実行不可能なスポットインスタンスは (現在のゲームプレイが終了した後) 終了
し、新しいオンデマンドインスタンスに置き換えられます。
• ON_DEMAND_ONLY - ゲームサーバーグループでは、オンデマンドインスタンスのみが使用されま
す。このバランシング戦略が効いている間は、スポットインスタンスは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ON_DEMAND_ONLY | SPOT_ONLY | SPOT_PREFERRED
Update requires: No interruption
DeleteOption
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GameServerGroupName
ゲームサーバーグループのデベロッパーが定義した識別子。名前は、各 AWS アカウントのリージョ
ンごとに一意です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9-\.]+
Update requires: No interruption
GameServerProtectionPolicy
ゲームサーバーグループのインスタンスが早期終了から保護されているかどうかを示すフラグ。アク
ティブなゲームサーバーが実行されている保護されていないインスタンスは、スケールダウンイベン
ト中に終了し、プレイヤーがゲームからドロップされる可能性があります。保護されたインスタンス
は、ゲームサーバーグループを強制的に削除した場合を除き、実行中のアクティブなゲームサーバー
がある間は終了できません (以下を参照)。ただし、スポットインスタンスは例外です。スポットイン
スタンスは、保護ステータスに関係なく AWS によって終了できます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FULL_PROTECTION | NO_PROTECTION
Update requires: No interruption
InstanceDefinitions
GameLift FleetIQ が、対応する Auto Scaling グループのインスタンスのバランシングと自動スケーリ
ングを行う際に使用できる Amazon EC2 インスタンスタイプのセット。
必須: はい
タイプ: InstanceDefinition (p. 3489) のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
LaunchTemplate
Property description not available.
必須: はい
タイプ: LaunchTemplate (p. 3490)
Update requires: No interruption
MaxSize
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MinSize
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Web Services が Amazon EC2 Auto Scaling グループにアクセスできるようにする IAM ロー
ルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
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パターン: ^arn:.*:role\/[\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption
Tags
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcSubnets
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
AutoScalingGroupArn
Property description not available.
GameServerGroupArn
Property description not available.

AWS::GameLift::GameServerGroup AutoScalingPolicy
AutoScalingPolicy プロパティタイプは、AWS::GameLift::GameServerGroup (p. 3484) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EstimatedInstanceWarmup" : Double,
"TargetTrackingConfiguration" : TargetTrackingConfiguration (p. 3491)

YAML
EstimatedInstanceWarmup: Double
TargetTrackingConfiguration:
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TargetTrackingConfiguration (p. 3491)

プロパティ
EstimatedInstanceWarmup
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TargetTrackingConfiguration
Property description not available.
必須: はい
タイプ: TargetTrackingConfiguration (p. 3491)
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::GameServerGroup InstanceDefinition
このデータ型は、Amazon GameLift FleetIQ とゲームサーバーグループで使用されます。
GameServerGroup の許可されたインスタンスタイプ。すべてのゲームサーバーグループで、2 つ以上
のインスタンスタイプが定義されている必要があります。GameLift FleetIQ は、定義された各インスタン
スタイプの実行可能性を定期的に評価します。次に、実行可能なインスタンスタイプのリストを使用して
Auto Scaling グループを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InstanceType" : String,
"WeightedCapacity" : String

YAML
InstanceType: String
WeightedCapacity: String

プロパティ
InstanceType
Amazon EC2 インスタンスタイプの指定。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c4.large | c4.xlarge
| c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.2xlarge | c5.4xlarge
| c5.9xlarge | c5.large | c5.xlarge | c5a.12xlarge | c5a.16xlarge |
c5a.24xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge | c5a.large |
c5a.xlarge | m4.10xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge
| m5.8xlarge | m5.large | m5.xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge |
m5a.24xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.large |
m5a.xlarge | r4.16xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge | r4.large
| r4.xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.2xlarge |
r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.large | r5.xlarge | r5a.12xlarge | r5a.16xlarge
| r5a.24xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge | r5a.large |
r5a.xlarge
Update requires: No interruption
WeightedCapacity
このインスタンスタイプがゲームサーバーグループの総容量に与える影響を示す、インスタンスの重
み付け。インスタンスウェイトは、GameLift FleetIQ によって使用され、インスタンスタイプの単位
時間あたりのコストを計算し、最も費用対効果の高いオプションをより正確に特定します。インスタ
ンス容量の重み付けの詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud Auto Scaling ユーザーガイ
ドの Instance Weighting を参照してください。デフォルト値は「1」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 3
パターン: ^[\u0031-\u0039][\u0030-\u0039]{0,2}$
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::GameServerGroup LaunchTemplate
LaunchTemplate プロパティタイプは、AWS::GameLift::GameServerGroup (p. 3484) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LaunchTemplateId" : String,
"LaunchTemplateName" : String,
"Version" : String

YAML
LaunchTemplateId: String
LaunchTemplateName: String
Version: String
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プロパティ
LaunchTemplateId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LaunchTemplateName
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::GameServerGroup TargetTrackingConfiguration
このデータ型は、Amazon GameLift FleetIQ とゲームサーバーグループで使用されます。
GameServerGroupAutoScalingPolicy の一部として、ターゲットベースのスケーリングポリシーの
設定。これらの設定は、GameLift FleetIQ メトリクス "PercentUtilizedGameServers" を追跡し、メ
トリクスのターゲット値を指定するターゲットベースのポリシーを作成するために使用されます。プレイ
ヤーの使用状況が変化すると、メトリクスがターゲット値に戻るように、ポリシーがトリガーされ、ゲー
ムサーバーグループの容量が調整されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetValue" : Double

YAML
TargetValue: Double

プロパティ
TargetValue
ゲームサーバーグループターゲットベースのスケーリングポリシーで使用する望ましい値。
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必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::GameSessionQueue
AWS::GameLift::GameSessionQueue リソースは、新しいゲームセッションのリクエストを処理す
る配置キューを作成します。キューは FleetIQ アルゴリズムを使用して最適な配置場所を決定し、利用可
能なゲームサーバーを見つけ、新しいゲームセッションを開始するようにゲームサーバーに求めます。
キューには、新しいゲームセッションを配置できる場所を決定する宛先 (GameLift フリートまたはエイリ
アス) を設定できます。キューには、さまざまなフリートタイプ (スポットおよびオンデマンド)、インスタ
ンスタイプ、AWS リージョン の送信先を設定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::GameSessionQueue",
"Properties" : {
"CustomEventData" : String,
"Destinations" : [ Destination (p. 3496), ... ],
"FilterConfiguration" : FilterConfiguration (p. 3497),
"Name" : String,
"NotificationTarget" : String,
"PlayerLatencyPolicies" : [ PlayerLatencyPolicy (p. 3497), ... ],
"PriorityConfiguration" : PriorityConfiguration (p. 3498),
"TimeoutInSeconds" : Integer
}

YAML
Type: AWS::GameLift::GameSessionQueue
Properties:
CustomEventData: String
Destinations:
- Destination (p. 3496)
FilterConfiguration:
FilterConfiguration (p. 3497)
Name: String
NotificationTarget: String
PlayerLatencyPolicies:
- PlayerLatencyPolicy (p. 3497)
PriorityConfiguration:
PriorityConfiguration (p. 3498)
TimeoutInSeconds: Integer

プロパティ
CustomEventData
このゲームセッションキューに関連するすべてのイベントに追加される情報。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [\s\S]*
Update requires: No interruption
Destinations
キュー内のゲームセッション配置リクエストを満たすために使用できるフリートおよび/またはフリー
トのエイリアスのリスト。送信先は、フリート ARN またはフリートエイリアス ARN のいずれかに
よって識別され、配置の優先度に従ってリストされます。
必須: いいえ
タイプ: 宛先 (p. 3496)のリスト
Update requires: No interruption
FilterConfiguration
キューが新しいゲームセッションを配置できる場所のリスト。場所は AWS リージョンコード (uswest-2 など) の形式で指定されます 。このパラメータが設定されていない場合、ゲームセッション
は任意のキューの場所に配置できます。
必須: いいえ
タイプ : FilterConfiguration (p. 3497)
Update requires: No interruption
Name
ゲームセッションキューに関連付けられている説明ラベル。キュー名は、各リージョン内で一意であ
ることが必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9-]+
Update requires: Replacement
NotificationTarget
ゲームセッション配置通知を受信するように設定された SNS トピック ARN。Setting up notifications
for game session placement を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 300
パターン: [a-zA-Z0-9:_-]*(\.fifo)?
Update requires: No interruption
PlayerLatencyPolicies
プレイヤーのレイテンシーのスライディングキャップとして機能する一連のポリシー。FleetIQ は、
ゲームセッションのほとんどのプレイヤーに低レイテンシーを提供するために動作します。これらの
ポリシーにより、不当に高いレイテンシーのあるゲームに個々のプレイヤーを配置することはできま
せん。複数のポリシーを使用して、一度に 1 ステップずつレイテンシー要件を徐々に緩和します。許
容される最大レイテンシーに基づいて、複数のポリシーが適用されます。適用は最小値から開始され
ます。
必須: いいえ
タイプ: PlayerLatencyPolicy (p. 3497) のリスト
Update requires: No interruption
PriorityConfiguration
ゲームセッションの配置の送信先と場所の優先順位を設定するときに使用するカスタム設定。この設
定は、FleetIQ のデフォルトの優先順位付けプロセスを置き換えます。明確に名前が付いていない優先
順位タイプは、優先順位付けプロセスの最後に自動的に適用されます。
必須: いいえ
タイプ : PriorityConfiguration (p. 3498)
Update requires: No interruption
TimeoutInSeconds
新しいゲームセッション配置リクエストがキューに残る最大時間（秒単位）。リクエストがこの時間
を超えると、ゲームセッションの配置は TIMED_OUT ステータスに変わります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
各リージョン内で一意であるゲームセッションキューの名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
GameSessionQueue の一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Name
ゲームセッションキューに関連付けられた説明ラベル。名前は各リージョン内で一意です。

例
ゲームセッションキューを作成する
次の例では、MyGameSessionQueue という名前の GameLift ゲームセッションキューを作成します。
キューは 2 つの宛先で設定されます。1 つはフリート ID を使用し、もう 1 つはエイリアス ID を使用しま
す。キューにはレイテンシーポリシーがあります。

JSON
{

"Resources": {
"Queue": {
"Type": "AWS::GameLift::GameSessionQueue",
"Properties": {
"Name": "MyGameSessionQueue",
"TimeoutInSeconds": 60,
"NotificationTarget": "arn:aws:sns:uswest-2:111122223333:My_Placement_SNS_Topic",
"Destinations": [
{
"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:012345678912:fleet/
fleet-id"
},
{
"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:012345678912:alias/
alias-id"
}
],
"PlayerLatencyPolicies": [
{
"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 1000,
"PolicyDurationSeconds": 60
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
Queue:
Type: "AWS::GameLift::GameSessionQueue"
Properties:
Name: "MyGameSessionQueue"
TimeoutInSeconds: 60
NotificationTarget: "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:My_Placement_SNS_Topic"
Destinations:
# DestinationArn can be either an Alias arn or Fleet arn that you own
- DestinationArn: "arn:aws:gamelift:us-west-2:012345678912:fleet/fleet-id"
- DestinationArn: "arn:aws:gamelift:us-west-2:012345678912:alias/alias-id"
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PlayerLatencyPolicies:
- MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds: 1000
PolicyDurationSeconds: 60

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources Using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドでの Setting up GameLift queues for game session placement
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateGameSessionQueue」

AWS::GameLift::GameSessionQueue Destination
ゲームセッションキューに指定されているフリート。キュー内の新しいゲームセッションのリクエスト
は、キュー用に設定されている任意の送信先で新しいゲームセッションを開始することによって実行され
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationArn" : String

YAML
DestinationArn: String

プロパティ
DestinationArn
フリートまたはフリートエイリアスに割り当てられている Amazon リソースネーム (ARN)。フリート
ID またはエイリアス ID とリージョン名が含まれている ARN により、すべてのリージョンで一意の識
別子が提供されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9:/-]+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create a queue
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• Amazon GameLift API リファレンスの「GameSessionQueueDestination」

AWS# GameLift# GamesessionQueue FilterConfiguration
ゲームセッションキューで新しいゲームセッションを配置できるフリートロケーションのリスト。フィル
ターを使用して、特定の場所のプレースメントを一時的に無効にすることができます。マルチロケーショ
ンフリートを持つキューの場合、フィルタ設定を使用すると、これらのロケーションの全てではなく、一
部の場所での配置を許可できます。
フィルター設定は、AWS::GameLift::GameSessionQueue (p. 3492) の一部です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllowedLocations" : [ String, ... ]

YAML
AllowedLocations:
- String

プロパティ
AllowedLocations
ゲームセッションの配置を許可するロケーションのリスト 。us-west-2 などの AWS リージョン
コードの形式です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::GameSessionQueue PlayerLatencyPolicy
ゲームセッションを配置する際に、個々のプレイヤーに許容される最大レイテンシーを決定するキュー設
定。レイテンシーポリシーが有効な場合、プレイヤーが上限を超えるレイテンシーを報告するリージョン
内の任意のフリートでゲームセッションを配置することはできません。レイテンシーポリシーは、配置リ
クエストにプレイヤーのレイテンシー情報が含まれている場合にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds" : Integer,
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}

"PolicyDurationSeconds" : Integer

YAML
MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds: Integer
PolicyDurationSeconds: Integer

プロパティ
MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds
任意のプレイヤーに許容される最大レイテンシー値（ミリ秒）。すべてのポリシーにこのプロパティ
の値が設定されている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
PolicyDurationSeconds
新しいゲームセッションの配置中にポリシーが適用される時間（秒）。このプロパティの null 値は、
キューがタイムアウトするまでポリシーが適用されることを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create a queue
• Amazon GameLift API リファレンスの「PlayerLatencyPolicy」

AWS# GameLift# GameSessionQueue PriorityConfiguration
利用可能なゲームサーバーに新しいゲームセッションを配置するときに、ゲームセッションキューで使用
するカスタム優先順位設定。定義すると、この設定はデフォルトの FleetIQ 優先順位付けプロセスを置き
換えます。このプロセスは、次のとおりです。
• プレーヤーのレイテンシーデータがゲームセッションリクエストに含まれている場合、送信先とロケー
ションは、まず平均レイテンシー (1)、次に最も低いホスティングコスト (2)、次に送信先リストの順序
(3)、最後に場所 (アルファベット順) (4) に基づいて優先順位が付けられます。このアプローチにより、
キューの最優先度が、平均的なプレイヤーのレイテンシーが最小であるゲームセッションを配置するこ
と、そしてレイテンシーが同じ場合は、ホスティングコストが低いゲームセッションを配置することを
確実にします。
• プレイヤーのレイテンシーデータが含まれていない場合、目的地とロケーションはまず目的地リストの
順序 (1)、次に場所 (アルファベット順) (2) に優先順位が付けられます。このアプローチにより、キュー
の最優先度は、リストされた最初の送信先フリートにゲームセッションを配置することを確実にしま
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す。そのフリートにマルチロケーションがある場合、ゲームセッションは最初のロケーション（アル
ファベット順に表示されている場合）に配置されます。
優先順位を変更すると、ゲームセッションの配置方法に影響します。
優先度の設定は、AWS::GameLift::GameSessionQueue (p. 3492) の一部です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LocationOrder" : [ String, ... ],
"PriorityOrder" : [ String, ... ]

YAML
LocationOrder:
- String
PriorityOrder:
- String

プロパティ
LocationOrder
PriorityOrderプロパティに LOCATION が含まれる場合の、フリートロケーションに使用する優先
順位付け順です。ロケーションは、us-west-2 などの AWS リージョンコードで識別されます 。各
ロケーションは 1 回だけリストできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
PriorityOrder
新しいゲームセッションを配置する場所を優先するときに使用する推奨シーケンス。各タイプは一度
しかリストできません。
• LATENCY— FleetiQ は、平均プレイヤーのレイテンシー (各ゲームセッションリクエストで提供され
る) が最も低いロケーションを優先します。
• COST— FleetIQは、現在のホスティングコストが最も低い送信先を優先します。コストは、キュー
内の各送信先の場所、インスタンスタイプ、フリートタイプ（SpotまたはOn-Demand）に基づいて
評価されます。
• DESTINATION— FleetIQ は、キュー設定に送信先がリストされている順序に基づいて優先順位を付
けます。
• LOCATION— FleetIQ は、LocationOrder で定義されているように、指定されたロケーションの
順序に基づいて優先順位を付けます 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
API バージョン 2010-05-15
3499

AWS CloudFormation ユーザーガイド
GameLift

最大: 4
Update requires: No interruption

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration リソースは、FlexMatch で使用する新しいマッチメ
イキング設定を定義します。FlexMatch を GameLift ホスティングで使用する場合でも、またはスタンド
アロンのマッチメイキングサービスとして使用する場合でも、マッチメイキング設定では、プレイヤーの
マッチングとチーム形成のルールを設定します。GameLift ホスティングを使用している場合は、試合ごと
にゲームセッションを開始する方法も定義します。マッチメイキングシステムでは、さまざまなゲームシ
ナリオを処理するために、複数の設定を使用できます。すべてのマッチメイキングリクエストは、使用す
るマッチメイキング設定を識別し、その設定と整合性のあるプレイヤー属性を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration",
"Properties" : {
"AcceptanceRequired" : Boolean,
"AcceptanceTimeoutSeconds" : Integer,
"AdditionalPlayerCount" : Integer,
"BackfillMode" : String,
"CustomEventData" : String,
"Description" : String,
"FlexMatchMode" : String,
"GameProperties" : [ GameProperty (p. 3508), ... ],
"GameSessionData" : String,
"GameSessionQueueArns" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"NotificationTarget" : String,
"RequestTimeoutSeconds" : Integer,
"RuleSetName" : String
}

YAML
Type: AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
Properties:
AcceptanceRequired: Boolean
AcceptanceTimeoutSeconds: Integer
AdditionalPlayerCount: Integer
BackfillMode: String
CustomEventData: String
Description: String
FlexMatchMode: String
GameProperties:
- GameProperty (p. 3508)
GameSessionData: String
GameSessionQueueArns:
- String
Name: String
NotificationTarget: String
RequestTimeoutSeconds: Integer
RuleSetName: String
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プロパティ
AcceptanceRequired
この設定で作成されたマッチが、マッチしたプレイヤーに受け入れられる必要があるかどうかを決定
するフラグ。受け入れを要求するには、TRUE に設定します。このオプションを有効にすると、マッ
チメイキングチケットはステータス REQUIRES_ACCEPTANCE を使用して、プレイヤーが完了した可
能性のある試合を受け入れるのを待機していることを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AcceptanceTimeoutSeconds
承諾が必要な場合に、提案された試合の受け入れを待機する時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 600
Update requires: No interruption
AdditionalPlayerCount
将来のプレーヤーのために開いたままにしておく試合のプレイヤースロットの数。例えば、設定
のルールセットが 12 人で構成される 1 つのチームの試合を指定し、追加のプレイヤー数が 2 に設
定されている場合、試合のために選定されるプレイヤー数は 10 人のみです。FlexMatchMode が
STANDALONE に設定されている場合 、このパラメータは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
BackfillMode
このマッチメイキング設定で作成されたゲームセッションをバックフィルするために使用される
方法。ゲームでバックフィルリクエストを手動で管理するか、マッチバックフィル機能を使用し
ない場合は MANUAL を指定します。ゲームセッションに 1 つ以上のオープンスロットがある場合
に、GameLift が StartMatchBackfill リクエストを作成するように AUTOMATIC を指定します。手
動および自動バックフィルについては、「FlexMatch で既存のゲームをバックフィルする」を参照し
てください。FlexMatchMode が STANDALONE に設定されている場合、自動バックフィルは使用でき
ません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUTOMATIC | MANUAL
Update requires: No interruption
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CustomEventData
マッチメイキング設定に関連するすべてのイベントに添付される情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
Description
マッチメイキング設定に関連付けられている説明ラベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
FlexMatchMode
このマッチメイキング設定が GameLift マネージドホスティングで使用されているか、スタンドアロン
のマッチメイキングソリューションとして使用されているかを示します。
• STANDALONE - FlexMatch は MatchmakingSucceeded イベントで、試合を形成し、選手やチーム
の割り当てなどのマッチ情報を返します。
• WITH_QUEUE - FlexMatch が試合を形成し、指定された GameLift キューを使用して、試合のゲー
ムセッションを開始します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: STANDALONE | WITH_QUEUE
Update requires: No interruption
GameProperties
ゲームセッションのカスタムプロパティのセットで、キーと値のペアとしてフォーマットされます。
これらのプロパティは、新しいゲームセッションを開始するリクエストとともにゲームサーバー
プロセスに渡されます。ゲームセッションを開始するを参照してください。FlexMatchMode が
STANDALONE に設定されている場合 、このパラメータは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: GameProperty (p. 3508) のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption
GameSessionData
単一の文字列値としてフォーマットされたカスタムゲームセッションプロパティのセット。このデー
タは、新しいゲームセッションを開始するリクエストとともにゲームサーバープロセスに渡されま
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す。ゲームセッションを開始するを参照してください。FlexMatchMode が STANDALONE に設定され
ている場合、このパラメータは使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4096
Update requires: No interruption
GameSessionQueueArns
GameLift ゲームセッションキューリソースに割り当てられ、一意に識別される
Amazon リソースネーム (ARN)。ARN はすべてのリージョンで一意です。形式は
arn:aws:gamelift:<region>::gamesessionqueue/<queue name> です。キューはどのリー
ジョンにも配置できます。キューは、このマッチメイキング設定で作成された試合用に、GameLift
がホストする新しいゲームセッションを開始するために使用されます。FlexMatchMode が
STANDALONE に設定されている場合は、このパラメータを設定しないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
マッチメイキングと設定の一意の識別子。マッチメイキングリクエストは、この名前を使用して、使
用するマッチメイキング設定を識別します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9-\.]*
Update requires: Replacement
NotificationTarget
マッチメイキング通知を受信するように設定された SNS トピック ARN。詳細については、「マッチ
メイキングの通知の設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 300
パターン: [a-zA-Z0-9:_/-]*(.fifo)?
Update requires: No interruption
RequestTimeoutSeconds
マッチメイキングチケットがタイムアウトするまで処理中のままでいられる最大時間（秒単位）。タ
イムアウトにより失敗したリクエストは、必要に応じて再送信できます。
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必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 43200
Update requires: No interruption
RuleSetName
この設定で使用するマッチメイキングルールセットの一意の識別子。ルールセット名または ARN 値
のいずれかを使用できます。マッチメイキング設定では、同じリージョンで定義されているルール
セットのみを使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9-\.]*|^arn:.*:matchmakingruleset\/[a-zA-Z0-9-\.]*
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
MatchmakingConfiguration 名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。これは一意です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
MatchmakingConfiguration の一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Name
MatchmakingConfiguration 名。これは一意です。

例
GameLift マネージドホスティングで使用するマッチメイキング設定の作成
次の例では、GameLift サーバーでホストされているゲームのマッチメイキング設定を作成し、ゲームセッ
ションキューを特定し、新しいゲームセッションに渡す一連のゲームプロパティを提供します。60 秒のタ
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イムアウトでプレイヤーの受け入れが必要で、自動バックフィルが有効になります。例では、Ref 組み込
み関数を使用して、ゲームセッションキューとルールセットを指定します。これらもテンプレートに含ま
れます。

JSON
{

"Resources": {
"QueueResource": {
"Type": "AWS::GameLift::GameSessionQueue",
"Properties": {
"Name": "MyGameSessionQueue"
}
},
"MatchmakingRuleSetResource": {
"Type": "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet",
"Properties": {
"Name": "MyRuleSet",
"RuleSetBody": {
"Fn::Sub": "{\"name\": \"MyMatchmakingRuleSet\",\"ruleLanguageVersion\":
\"1.0\", \"teams\": [{\"name\": \"MyTeam\",\"minPlayers\": 1,\"maxPlayers\": 20}]}"
}
}
},
"MatchmakingConfigurationResource": {
"Type": "AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration",
"Properties": {
"Name": "MyMatchmakingConfiguration",
"AcceptanceRequired": true,
"AcceptanceTimeoutSeconds": 60,
"AdditionalPlayerCount": 8,
"BackfillMode": "AUTOMATIC",
"CustomEventData": "MyCustomEventData",
"Description": "A basic matchmaking configuration for a GameLift-hosted
game",
"FlexMatchMode": "WITH_QUEUE",
"GameSessionData": "MyGameSessionData",
"GameProperties": [
{
"Key": "level",
"Value": "10"
},
{
"Key": "gameMode",
"Value": "hard"
}
],
"GameSessionQueueArns": [
{
"Fn::GetAtt": [
"QueueResource",
"Arn"
]
}
],
"RequestTimeoutSeconds": 100,
"RuleSetName": {
"Ref": "MatchmakingRuleSetResource"
}
},
"DependsOn": [
"QueueResource",
"MatchmakingRuleSetResource"
]
}
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}

}

YAML
Resources:
QueueResource:
Type: "AWS::GameLift::GameSessionQueue"
Properties:
Name: "MyGameSessionQueue"
MatchmakingRuleSetResource:
Type: "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet"
Properties:
Name: "MyRuleSet"
# Rule set body for a game of 20 players
RuleSetBody: !Sub |
{
"name": "MyMatchmakingRuleSet",
"ruleLanguageVersion": "1.0",
"teams": [{
"name": "MyTeam",
"minPlayers": 1,
"maxPlayers": 20
}]
}
MatchmakingConfigurationResource:
Type: "AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration"
Properties:
Name: "MyMatchmakingConfiguration"
AcceptanceRequired: true
AcceptanceTimeoutSeconds: 60
AdditionalPlayerCount: 8
BackfillMode: "AUTOMATIC"
CustomEventData: "MyCustomEventData"
Description: "A basic matchmaking configuration for a GameLift-hosted game"
FlexMatchMode: "WITH_QUEUE"
GameSessionData: "MyGameSessionData"
GameProperties:
- Key: "level"
Value: "10"
- Key: "gameMode"
Value: "hard"
GameSessionQueueArns:
- !GetAtt QueueResource.Arn
RequestTimeoutSeconds: 100
RuleSetName: !Ref MatchmakingRuleSetResource
DependsOn:
- QueueResource
- MatchmakingRuleSetResource

スタンドアロン FlexMatch システムのマッチメイキング設定の作成
次の例では、GameLift ゲームサーバー以外のリソースでホストされているゲームのマッチメイキング設定
を作成します。これには、GameLift FleetIQ を使用して Amazon EC2 でホストされているゲームも含まれ
ます。この設定では、ゲームセッションキュー、ゲームプロパティとセッションデータ、および追加のプ
レイヤー数が省略されます。60 秒のタイムアウトで、プレイヤーの受け入れが必要です。Ref 組み込み関
数を使用してルールセットを指定します。これもテンプレートに含まれます。

JSON
{

"Resources": {
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"MatchmakingRuleSetResource": {
"Type": "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet",
"Properties": {
"Name": "MyRuleSet",
"RuleSetBody": {
"Fn::Sub": "{\"name\": \"MyMatchmakingRuleSet\",\"ruleLanguageVersion
\": \"1.0\", \"teams\": [{\"name\": \"MyTeam\",\"minPlayers\": 1,\"maxPlayers\": 20}]}"
}
}
},
"MatchmakingConfigurationResource": {
"Type": "AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration",
"Properties": {
"Name": "MyMatchmakingConfiguration",
"AcceptanceRequired": true,
"AcceptanceTimeoutSeconds": 60,
"BackfillMode": "MANUAL",
"CustomEventData": "MyCustomEventData",
"Description": "A basic standalone matchmaking configuration",
"FlexMatchMode": "STANDALONE",
"RequestTimeoutSeconds": 100,
"RuleSetName": {
"Ref": "MatchmakingRuleSetResource"
}
},
"DependsOn": [
"MatchmakingRuleSetResource"
]
}
}
}

YAML
Resources:
MatchmakingRuleSetResource:
Type: "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet"
Properties:
Name: "MyRuleSet"
# Rule set body for a game of 20 players
RuleSetBody: !Sub |
{
"name": "MyMatchmakingRuleSet",
"ruleLanguageVersion": "1.0",
"teams": [{
"name": "MyTeam",
"minPlayers": 1,
"maxPlayers": 20
}]
}
MatchmakingConfigurationResource:
Type: "AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration"
Properties:
Name: "MyMatchmakingConfiguration"
AcceptanceRequired: true
AcceptanceTimeoutSeconds: 60
BackfillMode: "MANUAL"
CustomEventData: "MyCustomEventData"
Description: "A basic standalone matchmaking configuration"
FlexMatchMode: "STANDALONE"
RequestTimeoutSeconds: 100
RuleSetName: !Ref MatchmakingRuleSetResource
DependsOn:
- MatchmakingRuleSetResource
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以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Setting up GameLift FlexMatch matchmakers
• Amazon GameLift API リファレンスの「MatchmakingConfiguration」

AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration GameProperty
ゲームセッションに関する情報が含まれているキーと値のペアのセット。これらのプロパティは、ゲーム
セッションリクエストに含めると、新しいゲームセッションの設定時に使用する詳細を伝えます。たと
えば、プロパティでゲームモード、レベル、またはマップを指定できます。ゲームプロパティは、新しい
ゲームセッションの開始時にゲームサーバープロセスに渡されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
ゲームプロパティ識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: No interruption
Value
ゲームプロパティ値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 96
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
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• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Design a FlexMatch matchmaker
• Amazon GameLift API リファレンスの「GameProperty」

AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet リソースは、FlexMatch マッチメイキング用の新しいルール
セットを作成します。ルールセットは、チームの数やサイズなど、作成するマッチのタイプについて説明
します。また、最低スキルレベルやキャラクタータイプなど、許容可能なプレイヤーのマッチのパラメー
タも設定します。ルールセットは、マッチメイキング設定で使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"RuleSetBody" : String
}

YAML
Type: AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet
Properties:
Name: String
RuleSetBody: String

プロパティ
Name
マッチメイキングルールセットの一意の識別子。マッチメイキング設定は、この名前値によって使
用されるルールセットを識別します。ルールセット名は、ルールセット本体のオプションの name
フィールドとは異なることに注意してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9-\.]*
Update requires: Replacement
RuleSetBody
JSON 文字列としてフォーマットされたマッチメイキングルールのコレクション。JSON ではコメン
トを使用できませんが、ほとんどの要素は説明フィールドをサポートしています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 65535
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ルールセット名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。これは各
リージョン内で一意です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ルールセットに割り当てられた一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Name
ルールセットの一意の名前。

例
マッチメイキングルールセットの作成
次の例では、MyRuleSet という名前の GameLift FlexMatch のマッチメイキングルールセットを作成しま
す。単純なルールセットは、1〜20 人のプレイヤーを含む 1 チームとの試合を定義します。YAML の例で
は、RuleSetBody は JSON 形式である必要があるため、!Sub コマンドは、YAML 形式内の JSON コンテ
ンツを指定するために使用されます。

JSON
{

"Resources": {
"MatchmakingRuleSet": {
"Type": "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet",
"Properties": {
"Name": "MyRuleSet",
"RuleSetBody": {
"Fn::Sub": "{\"name\": \"MyMatchmakingRuleSet\",\"ruleLanguageVersion\": \"1.0\",
\"teams\": [{\"name\": \"MyTeam\",\"minPlayers\": 1,\"maxPlayers\": 20}]}"
}
}
}
}

}

YAML
Resources:
MatchmakingRuleSet:
Type: "AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet"
Properties:
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Name: "MyRuleSet"
RuleSetBody: !Sub |
{
"name": "MyMatchmakingRuleSet",
"ruleLanguageVersion": "1.0",
"teams": [{
"name": "MyTeam",
"minPlayers": 1,
"maxPlayers": 20
}]
}

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift Resources Using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの「FlexMatch ルールセットの構築」
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateMatchmakingRuleSet」

AWS::GameLift::Script
AWS::GameLift::Script リソースは、Realtime サーバースクリプトの新しいスクリプトレコードを
作成します。Realtime スクリプトは、ゲームの設定とオプションのカスタムゲームロジックを提供する
JavaScript です。このスクリプトは、ゲームセッションをホストする Realtime サーバーフリートを作成す
るときにデプロイされます。スクリプトロジックは、アクティブなゲームセッション中に実行されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GameLift::Script",
"Properties" : {
"Name" : String,
"StorageLocation" : S3Location (p. 3514),
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::GameLift::Script
Properties:
Name: String
StorageLocation:
S3Location (p. 3514)
Version: String

プロパティ
Name
スクリプトに関連付けられている説明ラベル。スクリプト名は一意である必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
StorageLocation
Amazon GameLift からアクセスするためにビルドファイルまたはスクリプトファイルが保存される
Amazon S3 内の場所。
必須: はい
タイプ: S3Location (p. 3514)
Update requires: No interruption
Version
ビルドまたはスクリプトに関連付けられているバージョン。バージョンの文字列は一意である必要は
ありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
script-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff などの、ScriptId このリソースの論理 ID を
組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
スクリプトの一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
Realtime スクリプトの一意の識別子。

例
リアルタイムサーバースクリプトを作成する
次の例では、MyRealtimeScript という名前の GameLift スクリプトを作成します。zip 形式のスクリ
プトファイルは、S3Bucket と S3Key 入力パラメータで指定された S3 バケットにあります。この例で
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は、スクリプトファイルをダウンロードできるように、GameLift が引き受ける AWS Identity and Access
Management ロールも作成します。

JSON
{

"Resources": {
"IAMRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"cloudformation.amazonaws.com",
"gamelift.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"RoleName": "ScriptIAMRole",
"Policies": [
{
"PolicyName": "ScriptResourceIAMPolicy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:GetObjectMetadata",
"s3:*Object*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
}
}
]
}
},
"ScriptResource": {
"Type": "AWS::GameLift::Script",
"Properties": {
"Name": "MyRealtimeScript",
"Version": "v1.0",
"StorageLocation": {
"Bucket": "MyBucketName",
"Key": "MyScriptFiles.zip",
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"IAMRole",
"Arn"
]
}
}
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}

}

}

}

YAML
Resources:
IAMRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service: ["cloudformation.amazonaws.com", "gamelift.amazonaws.com"]
Action: "sts:AssumeRole"
RoleName: "ScriptIAMRole"
Policies:
- PolicyName: ScriptResourceIAMPolicy
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- "s3:GetObject"
- "s3:GetObjectVersion"
- "s3:GetObjectMetadata"
- "s3:*Object*"
Resource:
- "*"
ScriptResource:
Type: AWS::GameLift::Script
Properties:
Name: MyRealtimeScript
Version: v1.0
StorageLocation:
Bucket: "MyBucketName"
Key: "MyScriptFiles.zip"
RoleArn: !GetAtt IAMRole.Arn

以下の資料も参照してください。
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Create GameLift resources using Amazon CloudFront
• Amazon GameLift デベロッパーガイドの Upload script files in Amazon S3
• Amazon GameLift API リファレンスの「CreateScript」

AWS::GameLift::Script S3Location
Amazon GameLift からアクセスするためにビルドファイルまたはスクリプトファイルを保存できる
Amazon S3 内の場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Bucket" : String,
"Key" : String,
"ObjectVersion" : String,
"RoleArn" : String

YAML
Bucket: String
Key: String
ObjectVersion: String
RoleArn: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット識別子。これは S3 バケットの名前です。

Note
GameLift は現在、ドット (,) を含む名前の Amazon S3 バケットからのアップロードをサポー
トしていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Key
ビルドファイルまたはスクリプトファイルを含む zip ファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
ObjectVersion
ファイルのバージョン（バケットに対してオブジェクトのバージョニングが有効になっている場
合）。Amazon Web Services では、お客様が所有する S3 バケットからファイルを取得するときにこ
の情報を使用します。このパラメータを使用して、ファイルの特定のバージョンを指定します。設定
されていない場合は、ファイルの最新バージョンが取得されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Web Services から S3 バケットへのアクセスを許可する IAM ロールの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
API バージョン 2010-05-15
3515

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Global Accelerator

必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS Global Accelerator リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator (p. 3516)
• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup (p. 3519)
• AWS::GlobalAccelerator::Listener (p. 3525)

AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator リソースは、Global Accelerator リソースタイプです。こ
れには、アクセラレーターの作成方法に関する情報が含まれます。アクセラレーターには、インバウンド
接続を処理して 1 つ以上のエンドポイントグループにトラフィックを転送する 1 つ以上のリスナーが含ま
れます。各リスナーには、Application Load Balancer、Network Load Balancer、Amazon EC2 インスタン
スなどのエンドポイントが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GlobalAccelerator::Accelerator",
"Properties" : {
"Enabled" : Boolean,
"IpAddresses" : [ String, ... ],
"IpAddressType" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
Properties:
Enabled: Boolean
IpAddresses:
- String
IpAddressType: String
Name: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
Enabled
アクセラレーターが有効かどうかを示します。値は true または false です。デフォルト値は True で
す。
値が true に設定されている場合、アクセラレーターは削除できません。false に設定されている場
合、アクセラレーターを削除できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IpAddresses
Global Accelerator に自分の IP アドレスプールを追加した場合 (BYOIP) 、必要に応じて、アクセラ
レーターの作成時にアクセラレーターの静的 IP アドレスに使用する IP アドレスを独自のプールから
選択できます。1 つまたは 2 つのアドレスをカンマで区切って指定できます。/32 サフィックスは含め
ないでください。
アクセラレーターごとに、各 IP アドレス範囲から IP アドレスを 1 つだけ使用できます。IP アドレス
範囲から IP アドレスを 1 つだけ指定した場合、Global Accelerator は、AWS IP アドレスプールから
アクセラレーターの 2 番目の静的 IP アドレスを割り当てます。
既存のアクセラレーターの IP アドレスを更新することはできません。それらの IP アドレスを変更す
るには、新しいアドレスで新しいアクセラレーターを作成する必要があります。
詳細については、AWS Global Accelerator デベロッパーガイドの Bring Your Own IP Addresses
(BYOIP) を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
IpAddressType
アドレスタイプの値は IPv4 である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: IPV4
Update requires: No interruption
Name
アクセラレーターの名前。名前には、英数字やハイフン (-) のみを含める必要があります。名前は、ハ
イフンで開始または終了することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption
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Tags
アクセラレーターのタグを作成します。
詳細については、AWS Global Accelerator デベロッパーガイドの「タグ付け」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : アクセラレーターの
ARN (arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234abcd-1234abcdefgh など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AcceleratorArn
アクセラレーターの ARN
(arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234abcd-1234abcdefgh など)。
DnsName
Global Accelerator が作成するドメインネームシステム (DNS) 名。これは、アクセラレーターの静的
IP アドレスを指します。

例
アクセラレーターの追加
アクセラレーターを指定する例を次に示します。

JSON
"Resources": {
"Accelerator": {
"Type": "AWS::GlobalAccelerator::Accelerator",
"Properties": {
"Name": "SampleAccelerator",
"Enabled": true
}
},
"Outputs": {
"AcceleratorDnsName": {
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}

}

}

"Description": "Accelerator DNS Name",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Accelerator",
"DnsName"
]
}

YAML
Accelerator:
Type: AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
Properties:
Name: SampleAccelerator
Enabled: true
Outputs:
AcceleratorDnsName:
Description: Accelerator DNS Name
Value:
Fn::GetAtt:
- Accelerator
- DnsName

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup リソースは、Global Accelerator リソースタイプです。
これには、指定されたリスナーのエンドポイントグループの作成方法に関する情報が含まれます。エンド
ポイントグループとは、1 つの AWS Region 内のエンドポイントの集合です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup",
"Properties" : {
"EndpointConfigurations" : [ EndpointConfiguration (p. 3523), ... ],
"EndpointGroupRegion" : String,
"HealthCheckIntervalSeconds" : Integer,
"HealthCheckPath" : String,
"HealthCheckPort" : Integer,
"HealthCheckProtocol" : String,
"ListenerArn" : String,
"PortOverrides" : [ PortOverride (p. 3524), ... ],
"ThresholdCount" : Integer,
"TrafficDialPercentage" : Double
}

YAML
Type: AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
Properties:
EndpointConfigurations:
- EndpointConfiguration (p. 3523)
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EndpointGroupRegion: String
HealthCheckIntervalSeconds: Integer
HealthCheckPath: String
HealthCheckPort: Integer
HealthCheckProtocol: String
ListenerArn: String
PortOverrides:
- PortOverride (p. 3524)
ThresholdCount: Integer
TrafficDialPercentage: Double

プロパティ
EndpointConfigurations
エンドポイントオブジェクトのリスト。
必須: いいえ
タイプ: EndpointConfiguration (p. 3523) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
EndpointGroupRegion
エンドポイントグループがある AWS Regions。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: Replacement
HealthCheckIntervalSeconds
各エンドポイントのヘルスチェック間の時間 (10 秒または 30 秒)。デフォルト値は 30 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 10
最大: 30
Update requires: No interruption
HealthCheckPath
プロトコルが HTTP/S の場合、この値により、Global Accelerator がヘルスチェック用にエンドポイン
トの送信先に使用する ping パスが提供されます。デフォルトはスラッシュ (/) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: ^/[-a-zA-Z0-9@:%_\\+.~#?&/=]*$
Update requires: No interruption
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HealthCheckPort
Global Accelerator がこのエンドポイントグループの一部であるエンドポイントでヘルスチェックを実
行するために使用するポート。
デフォルトのポートは、このエンドポイントグループが関連付けられているリスナーのポートです。
リスナーポートがリストの場合、Global Accelerator はポートのリストで最初に指定されたポートを使
用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
HealthCheckProtocol
Global Accelerator がこのエンドポイントグループの一部であるエンドポイントでヘルスチェックを実
行するために使用するプロトコル。デフォルト値は TCP です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: HTTP | HTTPS | TCP
Update requires: No interruption
ListenerArn
リスナーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: Replacement
PortOverrides
エンドポイントへのトラフィックのルーティングに使用される送信先ポートを上書きできます。ポー
トの上書きを使用して、ユーザーがトラフィックを送信する外部宛先ポートのリストを、アプリケー
ションエンドポイントがトラフィックを受信する内部宛先ポートのリストにマップできます。
必須: いいえ
タイプ: PortOverride (p. 3524) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
ThresholdCount
正常なエンドポイントの状態を非正常に設定するか、または正常でないエンドポイントを正常に設定
するために必要な連続したヘルスチェックの数。デフォルト値は 3 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
API バージョン 2010-05-15
3521

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Global Accelerator

最小: 1
最大: 10
Update requires: No interruption
TrafficDialPercentage
AWS Regions に送信するトラフィックの割合。追加のトラフィックは、このリスナーの他のエンドポ
イントグループに分散されます。
特定のリージョンへのトラフィックを増加 (拡大) または減少 (縮小) するには、このアクションを使
用します。この割合は、最適なルーティングに基づいてリージョンにルーティングされているトラ
フィックに適用されます。
デフォルト値は 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : エンドポイントグループ
の ARN (arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
EndpointGroupArn
エンドポイントグループの ARN
(arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu など)。

例
エンドポイントグループを追加します。
エンドポイントグループを指定する例を次に示します。

JSON
"Resources": {
"EndpointGroup": {
"Type": "AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup",
"Properties": {
"ListenerArn": {
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}

}

}

"Ref": "Listener"
},
"EndpointGroupRegion": {
"Ref": "EndpointRegion"
},
"TrafficDialPercentage": 100.0,
"EndpointConfigurations": [
{
"EndpointId": {
"Ref": "EndpointId"
}
}
]

YAML
EndpointGroup:
Type: AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
Properties:
ListenerArn:
Ref: Listener
EndpointGroupRegion:
Ref: EndpointRegion
TrafficDialPercentage: 100
EndpointConfigurations:
- EndpointId:
Ref: EndpointId

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup EndpointConfiguration
エンドポイントの複合型。リソースは、エンドポイントとして追加するときに、有効かつアクティブであ
る必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClientIPPreservationEnabled" : Boolean,
"EndpointId" : String,
"Weight" : Integer

YAML
ClientIPPreservationEnabled: Boolean
EndpointId: String
Weight: Integer

プロパティ
ClientIPPreservationEnabled
Application Load Balancer エンドポイントでクライアント IP アドレスの保存が有効かどうかを示しま
す。値は true または false です。新しいアクセラレーターの場合、デフォルト値は true です。
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値が true に設定されている場合に、アクセラレーターを前面に置いた Application Load Balancer エ
ンドポイント上のアプリケーションにトラフィックが到達すると、クライアントの IP アドレスは XForwarded-For リクエストヘッダーに保存されます。
詳細については、AWS Global Accelerator デベロッパーガイドの「クライアント IP アドレスの保持」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EndpointId
エンドポイントの ID。エンドポイントが Network Load Balancer または Application Load Balancer の
場合は、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) になります。エンドポイントが Elastic IP アドレ
スの場合は、Elastic IP アドレス割り当て ID になります。Amazon EC2 インスタンスの場合、EC2 イ
ンスタンス ID です。リソースは、エンドポイントとして追加するときに、有効かつアクティブである
必要があります。
Application Load Balancer は、内部またはインターネット接続を問いません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption
Weight
エンドポイントに関連付けられた重み。エンドポイントに重みを追加する場合、指定した比率に基
づいてトラフィックがルーティングされるように Global Accelerator を設定します。たとえば、エ
ンドポイントの重みを 4、5、5、および 6 (合計 = 20) に指定できます。その結果、平均してトラ
フィックの 4/20 は最初のエンドポイントにルーティングされ、5/20 が 2 番目と 3 番目のエンドポ
イントに、6/20 が最後のエンドポイントにルーティングされます。詳細については、AWS Global
Accelerator デベロッパーガイドの「エンドポイントの重み」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 255
Update requires: No interruption

AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup PortOverride
エンドポイントグループの一部であるエンドポイントにトラフィックをルーティングするときに使用す
る、特定のリスナーポートを上書きします。例えば、リスナーがポート 80 と 443 でユーザトラフィック
を受信し、アクセラレーターがそのトラフィックをエンドポイント上のポート 1080 と 1443 にそれぞれ
ルーティングする、ポートオーバーライドを作成できます。
詳細については、AWS Global Accelerator デベロッパーガイドの「ポートオーバーライド」を参照してく
ださい。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointPort" : Integer,
"ListenerPort" : Integer

YAML
EndpointPort: Integer
ListenerPort: Integer

プロパティ
EndpointPort
リスナーポートをマッピングするエンドポイントポート。これは、Application Load Balancer や
Amazon EC2 インスタンスなど、エンドポイント上のポートです。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
ListenerPort
特定のエンドポイントポートにマップするリスナーポート。これは、ユーザートラフィックが Global
Accelerator に到着するポートです。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::GlobalAccelerator::Listener
AWS::GlobalAccelerator::Listener リソースは、Global Accelerator リソースタイプです。これに
は、クライアントからアクセラレーターへのインバウンド接続を処理するリスナーの作成方法に関する情
報が含まれます。指定したポート、ポート範囲、またはポート範囲のリストに割り当てられた静的 IP アド
レスに接続が到着します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::GlobalAccelerator::Listener",
"Properties" : {
"AcceleratorArn" : String,
"ClientAffinity" : String,
"PortRanges" : [ PortRange (p. 3528), ... ],
"Protocol" : String
}

YAML
Type: AWS::GlobalAccelerator::Listener
Properties:
AcceleratorArn: String
ClientAffinity: String
PortRanges:
- PortRange (p. 3528)
Protocol: String

プロパティ
AcceleratorArn
アクセラレーターの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: Replacement
ClientAffinity
クライアントのアフィニティにより、クライアントリクエストのポートやプロトコルに関係なく、ス
テートフルなアプリケーションがある場合は、ユーザーからのすべてのリクエストを同じエンドポイ
ントに転送することができます。クライアントのアフィニティにより、各クライアントを常に同じ特
定のエンドポイントにルーティングするかどうかを制御できます。
AWS Global Accelerator は、一貫したフローのハッシュ生成アルゴリズムを使用して、接続に最適
なエンドポイントを選択します。クライアントのアフィニティが NONE の場合、Global Accelerator
は、「ファイブタプル」 (5 タプル) プロパティ (送信元 IP アドレス、送信元ポート、送信先 IP アド
レス、送信先ポート、およびプロトコル) を使用してハッシュ値を選択し、最適なエンドポイントを選
択します。ただし、この設定では、別のポートを使用して Global Accelerator に接続する場合、ハッ
シュ値が変更されるため、その接続は常に同じエンドポイントにルーティングされるとは限りませ
ん。
特定のクライアントを常に同じエンドポイントにルーティングする場合は、代わりにクライアントの
アフィニティを SOURCE_IP に設定します。SOURCE_IP 設定を使用すると、Global Accelerator は、
「トゥータプル」 (2 タプル) プロパティ (送信元 (クライアント) IP アドレスと送信先 IP アドレス) を
使用してハッシュ値を選択します。
デフォルト値は NONE です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: NONE | SOURCE_IP
Update requires: No interruption
PortRanges
クライアントからアクセラレーターへの接続のポート範囲のリスト。
必須: はい
タイプ: PortRange (p. 3528) のリスト。
最大: 10
Update requires: No interruption
Protocol
クライアントからアクセラレーターへの接続のプロトコル。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: TCP | UDP
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リスナーの ARN
(arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ListenerArn
リスナーの ARN (arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcdabcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz など)。

例
リスナーの追加
リスナーを指定する例を次に示します。

JSON
"Resources": {
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}

"Listener": {
"Type": "AWS::GlobalAccelerator::Listener",
"Properties": {
"AcceleratorArn": {
"Ref": "Accelerator"
},
"Protocol": "TCP",
"PortRanges": [
{
"FromPort": 80,
"ToPort": 80
}
]
}
}

YAML
Listener:
Type: AWS::GlobalAccelerator::Listener
Properties:
AcceleratorArn:
Ref: Accelerator
Protocol: TCP
PortRanges:
- FromPort: 80
ToPort: 80

AWS::GlobalAccelerator::Listener PortRange
リスナーのポート範囲に対する複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FromPort" : Integer,
"ToPort" : Integer

YAML
FromPort: Integer
ToPort: Integer

プロパティ
FromPort
ポート範囲の最初のポート (範囲に含まれます)。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
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最大: 65535
Update requires: No interruption
ToPort
ポート範囲の最後のポート (範囲に含まれます)。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS Glue リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Glue::Classifier (p. 3529)
• AWS::Glue::Connection (p. 3536)
• AWS::Glue::Crawler (p. 3540)
• AWS::Glue::Database (p. 3553)
• AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings (p. 3557)
• AWS::Glue::DevEndpoint (p. 3561)
• AWS::Glue::Job (p. 3565)
• AWS::Glue::MLTransform (p. 3574)
• AWS::Glue::Partition (p. 3583)
• AWS::Glue::Registry (p. 3594)
• AWS::Glue::Schema (p. 3595)
• AWS::Glue::SchemaVersion (p. 3599)
• AWS::Glue::SchemaVersionMetadata (p. 3601)
• AWS::Glue::SecurityConfiguration (p. 3602)
• AWS::Glue::Table (p. 3606)
• AWS::Glue::Trigger (p. 3619)
• AWS::Glue::Workflow (p. 3630)

AWS::Glue::Classifier
AWS::Glue::Classifier リソースは、データソースを分類して、スキーマを指定する、AWS Glue 分
類子を作成します。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの Adding Classifiers to a Crawler お
よび Classifier Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Glue::Classifier",
"Properties" : {
"CsvClassifier" : CsvClassifier (p. 3531),
"GrokClassifier" : GrokClassifier (p. 3533),
"JsonClassifier" : JsonClassifier (p. 3534),
"XMLClassifier" : XMLClassifier (p. 3535)
}

YAML
Type: AWS::Glue::Classifier
Properties:
CsvClassifier:
CsvClassifier (p. 3531)
GrokClassifier:
GrokClassifier (p. 3533)
JsonClassifier:
JsonClassifier (p. 3534)
XMLClassifier:
XMLClassifier (p. 3535)

プロパティ
CsvClassifier
カンマ区切り値 (CSV) の分類子。
必須: 条件付き
タイプ: CsvClassifier (p. 3531)
Update requires: No interruption
GrokClassifier
grok を使用する分類子。
必須: 条件付き
タイプ: GrokClassifier (p. 3533)
Update requires: No interruption
JsonClassifier
JSON コンテンツの分類子。
必須: 条件付き
タイプ: JsonClassifier (p. 3534)
Update requires: No interruption
XMLClassifier
XML コンテンツの分類子。
必須: 条件付き
タイプ: XMLClassifier (p. 3535)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 分類子名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Glue::Classifier CsvClassifier
カスタム CSV コンテンツの分類子。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowSingleColumn" : Boolean,
"ContainsHeader" : String,
"Delimiter" : String,
"DisableValueTrimming" : Boolean,
"Header" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"QuoteSymbol" : String

YAML
AllowSingleColumn: Boolean
ContainsHeader: String
Delimiter: String
DisableValueTrimming: Boolean
Header:
- String
Name: String
QuoteSymbol: String

プロパティ
AllowSingleColumn
1 つの列のみを含むファイルの処理を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ContainsHeader
CSV ファイルにヘッダーが含まれているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Delimiter
行内の各列エントリを区切るものを示すカスタム記号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisableValueTrimming
列の値のタイプを識別する前に値をトリミングしないことを指定します。デフォルト値は true で
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Header
列名を表す文字列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
分類子名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
QuoteSymbol
コンテンツを単一の列の値に結合するものを示すカスタム記号。列の区切り文字とは異なる必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
カスタム分類子テストを作成する
AWS::Glue::Classifier を使用すると、カスタム分類子テストを作成できます。

JSON
{

"Description": "AWS Glue custom classifier test",

API バージョン 2010-05-15
3532

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

}

"Resources": {
"MyCSVclassifier": {
"Type": "AWS::Glue::Classifier",
"Properties": {
"CsvClassifier": {
"AllowSingleColumn": true,
"ContainsHeader": "PRESENT",
"Delimiter": ",",
"Header": [
"id",
"name"
],
"Name": "csvclassify",
"QuoteSymbol": "\""
}
}
}
}

YAML
Description: AWS Glue custom classifier test
Resources:
MyCSVclassifier:
Type: 'AWS::Glue::Classifier'
Properties:
CsvClassifier:
AllowSingleColumn: true
ContainsHeader: PRESENT
Delimiter: ','
Header:
- id
- name
Name: csvclassify
QuoteSymbol: '"'

AWS::Glue::Classifier GrokClassifier
grok パターンを使用する分類子。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Classification" : String,
"CustomPatterns" : String,
"GrokPattern" : String,
"Name" : String

YAML
Classification: String
CustomPatterns: String
GrokPattern: String
Name: String
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プロパティ
Classification
Twitter、JSON、Omniture ログなど、分類子が一致するデータ形式の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomPatterns
この分類子によって定義されたオプションのカスタム Grok パターン。詳細については、「カスタム
分類子の書き込み」のカスタムパターンを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GrokPattern
分類子によってデータストアに適用される grok パターン。詳細については、「カスタム分類子の書き
込み」の組み込みパターンを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
分類子名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Glue::Classifier JsonClassifier
JSON コンテンツの分類子。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JsonPath" : String,
"Name" : String

YAML
JsonPath: String
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Name: String

プロパティ
JsonPath
分類子による分類のために JSON データを定義する JsonPath 文字列。Writing JsonPath Custom
Classifiers で説明されているように、AWS Glue は JsonPath のサブセットをサポートします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
分類子名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの JsonClassifier Structure

AWS::Glue::Classifier XMLClassifier
XML コンテンツの分類子。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Classification" : String,
"Name" : String,
"RowTag" : String

YAML
Classification: String
Name: String
RowTag: String

プロパティ
Classification
分類子が一致するデータ形式の識別子。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
分類子名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RowTag
解析中の XML ドキュメントの各レコードを含む要素を指定する XML タグ。これは、自己終了要素 (/
> で終了) を識別することはできません。属性のみを含む空の行要素は、終了タグで終わる場合は解
析できます (例: <row item_a="A" item_b="B"></row> は解析できますが、<row item_a="A"
item_b="B" /> は解析できません)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの XMLClassifier Structure

AWS::Glue::Connection
AWS::Glue::Connection リソースはデータソースへの AWS Glue 接続を指定します。詳細につい
ては、AWS Glue デベロッパーガイドの Adding a Connection to Your Data Store および Connection
Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Connection",
"Properties" : {
"CatalogId" : String,
"ConnectionInput" : ConnectionInput (p. 3537)
}

YAML
Type: AWS::Glue::Connection
Properties:
CatalogId: String
ConnectionInput:
ConnectionInput (p. 3537)
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プロパティ
CatalogId
カタログオブジェクトを作成するデータカタログの ID。現在、これは AWS アカウント ID である必
要があります。

Note
アカウント ID を指定するには、AWS::AccountId 擬似パラメータの Ref 組み込み関数を使
用します。例: !Ref AWS::AccountId。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConnectionInput
作成する接続。
必須: はい
タイプ: ConnectionInput (p. 3537)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 接続名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Glue::Connection ConnectionInput
作成または更新する接続を指定するために使用される構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionProperties" : Json,
"ConnectionType" : String,
"Description" : String,
"MatchCriteria" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"PhysicalConnectionRequirements" : PhysicalConnectionRequirements (p. 3539)

YAML
ConnectionProperties: Json
ConnectionType: String
Description: String
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MatchCriteria:
- String
Name: String
PhysicalConnectionRequirements:
PhysicalConnectionRequirements (p. 3539)

プロパティ
ConnectionProperties
以下のキー/値ペアは接続のパラメータを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ConnectionType
接続のタイプ。現在、次のタイプがサポートされています。
• JDBC - Java データベース接続 (JDBC) を介してデータベースへの接続を指定します。
• KAFKA - Apache Kafka ストリーミングプラットフォームへの接続を指定します。
• MONGODB - MongoDB ドキュメントデータベースへの接続を指定します。
• NETWORK - Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) 内のデータソースへのネットワーク接
続を指定します。
SFTP はサポートされていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
接続の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MatchCriteria
この接続を選択する際に使用可能な条件のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
コレクションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
PhysicalConnectionRequirements
この接続を正常に行うために必要な物理接続要件のマップ (例: Virtual Private Cloud
(VPC)、SecurityGroup)。
必須: いいえ
タイプ: PhysicalConnectionRequirements (p. 3539)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Connection PhysicalConnectionRequirements
接続の物理的な要件を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AvailabilityZone" : String,
"SecurityGroupIdList" : [ String, ... ],
"SubnetId" : String

YAML
AvailabilityZone: String
SecurityGroupIdList:
- String
SubnetId: String

プロパティ
AvailabilityZone
接続のアベイラビリティゾーン。指定したサブネットによって、使用されるアベイラビリティーゾー
ンが示されるため、このフィールドは冗長です。現在、このフィールドは設定する必要があります
が、今後廃止されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIdList
接続で使用されるセキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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SubnetId
接続で使用されるサブネット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler
AWS::Glue::Crawler リソースで AWS Glue クローラを指定します。詳細については、AWS Glue デベ
ロッパーガイドの Cataloging Tables with a Crawler および Crawler Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Crawler",
"Properties" : {
"Classifiers" : [ String, ... ],
"Configuration" : String,
"CrawlerSecurityConfiguration" : String,
"DatabaseName" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"RecrawlPolicy" : RecrawlPolicy (p. 3549),
"Role" : String,
"Schedule" : Schedule (p. 3550),
"SchemaChangePolicy" : SchemaChangePolicy (p. 3551),
"TablePrefix" : String,
"Tags" : Json,
"Targets" : Targets (p. 3551)
}

YAML
Type: AWS::Glue::Crawler
Properties:
Classifiers:
- String
Configuration: String
CrawlerSecurityConfiguration: String
DatabaseName: String
Description: String
Name: String
RecrawlPolicy:
RecrawlPolicy (p. 3549)
Role: String
Schedule:
Schedule (p. 3550)
SchemaChangePolicy:
SchemaChangePolicy (p. 3551)
TablePrefix: String
Tags: Json
Targets:
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プロパティ
Classifiers
クローラに関連付けられたカスタム分類子を指定する UTF-8 文字列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Configuration
クローラの設定情報。このバージョン付きの JSON 文字列では、クローラの動作特性を指定できま
す。詳細については、「クローラの設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CrawlerSecurityConfiguration
このクローラで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
クローラの出力が保存されている場所のデータベース名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
クローラの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
クローラ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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RecrawlPolicy
再度データセット全体をクローリングするか、最後のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみ
をクローリングするかを指定するポリシー。
必須: いいえ
タイプ: RecrawlPolicy (p. 3549)
Update requires: No interruption
Role
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データなどの顧客リソースへのアクセスに使用される
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schedule
スケジュールされたクローラの場合、クローラが実行されるスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: Schedule (p. 3550)
Update requires: No interruption
SchemaChangePolicy
クローラの更新と削除の動作を指定するポリシー。
必須: いいえ
タイプ: SchemaChangePolicy (p. 3551)
Update requires: No interruption
TablePrefix
作成されたテーブルの名前に追加されるプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このクローラリクエストで使用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Targets
クロールするターゲットのコレクション。
必須: はい
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タイプ: Targets (p. 3551)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : クローラの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次の例では、Amazon S3 ターゲットのクローラを作成します。

JSON
{

"Description": "AWS Glue crawler test",
"Resources": {
"MyRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"MyDatabase": {
"Type": "AWS::Glue::Database",
"Properties": {
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"CatalogId": {
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"DatabaseInput": {
"Name": "dbCrawler",
"Description": "TestDatabaseDescription",
"LocationUri": "TestLocationUri",
"Parameters": {
"key1": "value1",
"key2": "value2"
}
}

}
},
"MyClassifier": {
"Type": "AWS::Glue::Classifier",
"Properties": {
"GrokClassifier": {
"Name": "CrawlerClassifier",
"Classification": "wikiData",
"GrokPattern": "%{NOTSPACE:language} %{NOTSPACE:page_title}
%{NUMBER:hits:long} %{NUMBER:retrieved_size:long}"
}
}
},
"MyS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "crawlertesttarget",
"AccessControl": "BucketOwnerFullControl"
}
},
"MyCrawler2": {
"Type": "AWS::Glue::Crawler",
"Properties": {
"Name": "testcrawler1",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"MyRole",
"Arn"
]
},
"DatabaseName": {
"Ref": "MyDatabase"
},
"Classifiers": [
{
"Ref": "MyClassifier"
}
],
"Targets": {
"S3Targets": [
{
"Path": {
"Ref": "MyS3Bucket"
}
}
]
},
"SchemaChangePolicy": {
"UpdateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE",
"DeleteBehavior": "LOG"
},
"Schedule": {
"ScheduleExpression": "cron(0/10 * ? * MON-FRI *)"
}
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}

}

}

}

YAML
Resources:
MyRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "glue.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
MyDatabase:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
Name: "dbCrawler"
Description: "TestDatabaseDescription"
LocationUri: "TestLocationUri"
Parameters:
key1 : "value1"
key2 : "value2"
MyClassifier:
Type: AWS::Glue::Classifier
Properties:
GrokClassifier:
Name: "CrawlerClassifier"
Classification: "wikiData"
GrokPattern: "%{NOTSPACE:language} %{NOTSPACE:page_title} %{NUMBER:hits:long}
%{NUMBER:retrieved_size:long}"
MyS3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
BucketName: "crawlertesttarget"
AccessControl: "BucketOwnerFullControl"
MyCrawler2:
Type: AWS::Glue::Crawler
Properties:
Name: "testcrawler1"
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Role: !GetAtt MyRole.Arn
DatabaseName: !Ref MyDatabase
Classifiers:
- !Ref MyClassifier
Targets:
S3Targets:
- Path: !Ref MyS3Bucket
SchemaChangePolicy:
UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
DeleteBehavior: "LOG"
Schedule:
ScheduleExpression: "cron(0/10 * ? * MON-FRI *)"

クローラ設定
次の例では、クローラの動作を制御する設定を指定しています。

JSON
{

"Type": "AWS::Glue::Crawler",
"Properties": {
"Role": "role1",
"Classifiers": [],
"Description": "example classifier",
"SchemaChangePolicy": "",
"Schedule": "Schedule",
"DatabaseName": "test",
"Targets": [],
"TablePrefix": "test-",
"Name": "my-crawler",
"Configuration": "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"
}
}

YAML
Type: AWS::Glue::Crawler
Properties:
Role: role1
Classifiers:
- ''
Description: example classifier
SchemaChangePolicy: ''
Schedule: Schedule
DatabaseName: test
Targets:
- ''
TablePrefix: testName: my-crawler
Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":{\"AddOrUpdateBehavior
\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":\"MergeNewColumns\"}}}"

AWS::Glue::Crawler CatalogTarget
AWS Glue Data Catalog ターゲットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"DatabaseName" : String,
"Tables" : [ String, ... ]

YAML
DatabaseName: String
Tables:
- String

プロパティ
DatabaseName
同期するデータベースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tables
同期するテーブルのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler DynamoDBTarget
クロールする Amazon DynamoDB テーブルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Path" : String

YAML
Path: String

プロパティ
Path
クロールする DynamoDB テーブルの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler JdbcTarget
クロールする JDBC データストアを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionName" : String,
"Exclusions" : [ String, ... ],
"Path" : String

YAML
ConnectionName: String
Exclusions:
- String
Path: String

プロパティ
ConnectionName
JDBC ターゲットに接続するために使用する接続名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Exclusions
クロールから除外するために使用される glob パターンのリスト。詳細については、「クローラを使用
したカタログテーブル」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Path
JDBC ターゲットのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler RecrawlPolicy
最初のクローリングの完了後に Amazon S3 データソースをクローリングするときに、再度データセット
全体をクローリングするか、最後のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみをクローリングするか
を指定します。詳細については、デベロッパーガイドの Incremental Crawls in AWS Glue を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecrawlBehavior" : String

YAML
RecrawlBehavior: String

プロパティ
RecrawlBehavior
再度データセット全体をクローリングするか、最後のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみ
をクローリングするかを指定します。
CRAWL_EVERYTHING の値は、データセット全体を再度クローリングすることを指定します。
CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY の値は、最後のクローラー実行後に追加されたフォルダのみをクローリ
ングすることを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler S3Target
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータストアを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionName" : String,
"Exclusions" : [ String, ... ],
"Path" : String
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YAML
ConnectionName: String
Exclusions:
- String
Path: String

プロパティ
ConnectionName
ジョブまたはクローラが Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) 内の Amazon S3 のデータ
にアクセスすることを可能にする接続の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Exclusions
クロールから除外するために使用される glob パターンのリスト。詳細については、「クローラを使用
したカタログテーブル」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Path
Amazon S3 ターゲットへのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler Schedule
cron ステートメントを使用してイベントをスケジュールするスケジューリングオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ScheduleExpression" : String

YAML
ScheduleExpression: String
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プロパティ
ScheduleExpression
スケジュールを指定するために使用される cron 式。詳細については、「ジョブとクローラの時
間ベースのスケジュール」を参照してください。たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するに
は、cron(15 12 * * ? *) を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler SchemaChangePolicy
クローラの更新と削除の動作を指定するポリシー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeleteBehavior" : String,
"UpdateBehavior" : String

YAML
DeleteBehavior: String
UpdateBehavior: String

プロパティ
DeleteBehavior
クローラが削除されたオブジェクトを検出したときの削除動作。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UpdateBehavior
クローラが変更されたスキーマを検出したときの更新動作。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Crawler Targets
クロールするデータストアを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogTargets" : [ CatalogTarget (p. 3546), ... ],
"DynamoDBTargets" : [ DynamoDBTarget (p. 3547), ... ],
"JdbcTargets" : [ JdbcTarget (p. 3548), ... ],
"S3Targets" : [ S3Target (p. 3549), ... ]

YAML
CatalogTargets:
- CatalogTarget (p. 3546)
DynamoDBTargets:
- DynamoDBTarget (p. 3547)
JdbcTargets:
- JdbcTarget (p. 3548)
S3Targets:
- S3Target (p. 3549)

プロパティ
CatalogTargets
AWS Glue Data Catalog ターゲットを指定します。
必須: いいえ
タイプ: CatalogTarget (p. 3546) のリスト
Update requires: No interruption
DynamoDBTargets
Amazon DynamoDB のターゲットを指定します。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDBTarget (p. 3547) のリスト
Update requires: No interruption
JdbcTargets
JDBC ターゲットを指定します。
必須: いいえ
タイプ: JdbcTarget (p. 3548) のリスト
Update requires: No interruption
S3Targets
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のターゲットを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: S3Target (p. 3549) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Database
AWS::Glue::Database リソースは AWS Glue のテーブルの論理グループを指定します。詳細につ
いては、AWS Glue デベロッパーガイドの Defining a Database in Your Data Catalog および Database
Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Database",
"Properties" : {
"CatalogId" : String,
"DatabaseInput" : DatabaseInput (p. 3554)
}

YAML
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: String
DatabaseInput:
DatabaseInput (p. 3554)

プロパティ
CatalogId
カタログオブジェクトを作成するアカウントの AWS アカウント ID。

Note
アカウント ID を指定するには、AWS::AccountId 擬似パラメータの Ref 組み込み関数を使
用します。例: !Ref AWS::AccountId
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DatabaseInput
データベースのメタデータ。
必須: はい
タイプ: DatabaseInput (p. 3554)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : データベース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Glue::Database DatabaseIdentifier
リソースリンク用のターゲットデータベースを記述する構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String

プロパティ
CatalogId
データベースが存在するデータカタログの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
カタログデータベースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Database DatabaseInput
データベースの作成または更新に使用される構造体。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CreateTableDefaultPermissions" : [ PrincipalPrivileges (p. 3556), ... ],
"Description" : String,
"LocationUri" : String,
"Name" : String,
"Parameters" : Json,
"TargetDatabase" : DatabaseIdentifier (p. 3554)

YAML
CreateTableDefaultPermissions:
- PrincipalPrivileges (p. 3556)
Description: String
LocationUri: String
Name: String
Parameters: Json
TargetDatabase:
DatabaseIdentifier (p. 3554)

プロパティ
CreateTableDefaultPermissions
プリンシパル用のデフォルトのアクセス権限セットをテーブルに作成します。
必須: いいえ
タイプ: PrincipalPrivileges (p. 3556) のリスト
Update requires: No interruption
Description
データベースの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LocationUri
データベースの場所 (たとえば HDFS パスなど)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
データベースの名前。Hive 互換性のために、これは保存時に小文字で表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Parameters
これらのキー/値ペアはデータベースのパラメータとプロパティを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TargetDatabase
リソースリンク用のターゲットデータベースを記述する DatabaseIdentifier 構造。
必須: いいえ
タイプ: DatabaseIdentifier (p. 3554)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Database DataLakePrincipal
AWS Lake Formation プリンシパル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataLakePrincipalIdentifier" : String

YAML
DataLakePrincipalIdentifier: String

プロパティ
DataLakePrincipalIdentifier
AWS Lake Formation プリンシパルの識別子。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Database PrincipalPrivileges
PrincipalPrivileges プロパティタイプは、AWS::Glue::Database (p. 3553) には Property description
not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Permissions" : [ String, ... ],
"Principal" : DataLakePrincipal (p. 3556)

YAML
Permissions:
- String
Principal:
DataLakePrincipal (p. 3556)

プロパティ
Permissions
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: DataLakePrincipal (p. 3556)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings
指定されたカタログのセキュリティ設定を設定します。設定が完了すると、それ以降は指定された暗号化
がすべてのカタログ書き込みに適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings",
"Properties" : {
"CatalogId" : String,
"DataCatalogEncryptionSettings" : DataCatalogEncryptionSettings (p. 3559)
}

YAML
Type: AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings
Properties:
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CatalogId: String
DataCatalogEncryptionSettings:
DataCatalogEncryptionSettings (p. 3559)

プロパティ
CatalogId
設定が作成されるデータカタログの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DataCatalogEncryptionSettings
データカタログのセキュリティを維持するための設定情報が含まれています。
必須: はい
タイプ: DataCatalogEncryptionSettings (p. 3559)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号

AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings ConnectionPasswordEncryption
CreateConnection または UpdateConnection の一部としてパスワードを暗号化し、接続プロパティ
の ENCRYPTED_PASSWORD フィールドに保存するために、データカタログで使用されるデータ構造。カタ
ログの暗号化、またはパスワードの暗号化のみ有効にすることができます。
パスワードを含む CreationConnection リクエストが到着すると、データカタログではまず AWS KMS
キーを使用してパスワードを暗号化します。カタログの暗号化が有効になっている場合は、続いて全体の
接続オブジェクトも暗号化します。
この暗号化では、セキュリティ要件に従ってパスワードキーへのアクセスを有効または制限するように
AWS KMS キーの許可を設定する必要があります。たとえば、管理者にのみ、パスワードキーの復号のア
クセス許可を付与する場合があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"ReturnConnectionPasswordEncrypted" : Boolean

YAML
KmsKeyId: String
ReturnConnectionPasswordEncrypted: Boolean
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プロパティ
KmsKeyId
接続パスワードの暗号化に使用する AWS KMS キー。
接続パスワードの保護が有効になっている場合、CreateConnection および UpdateConnection
の呼び出し元には少なくとも、特定の AWS KMS キーの kms:Encrypt 許可が必要です。この許可
は、データカタログにパスワードを保存する前に暗号化するために必要です。復号のアクセス許可を
設定することで、セキュリティ要件に従ってパスワードキーへのアクセスを有効または制限すること
ができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReturnConnectionPasswordEncrypted
ReturnConnectionPasswordEncrypted フラグが「true」に設定されている場合
は、GetConnection および GetConnections の応答でパスワードは暗号化された状態のままにな
ります。この暗号化は、カタログの暗号化とは関係なく、有効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings DataCatalogEncryptionSettings
データカタログのセキュリティを維持するための設定情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConnectionPasswordEncryption" : ConnectionPasswordEncryption (p. 3558),
"EncryptionAtRest" : EncryptionAtRest (p. 3560)

YAML
ConnectionPasswordEncryption:
ConnectionPasswordEncryption (p. 3558)
EncryptionAtRest:
EncryptionAtRest (p. 3560)

プロパティ
ConnectionPasswordEncryption
接続パスワードが有効になっている場合、データカタログでは、お客様が用意したキーを使用し
て、CreateConnection または UpdateConnection の一部としてパスワードを暗号化するか、接
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続プロパティの ENCRYPTED_PASSWORD フィールドに保存します。カタログの暗号化、またはパス
ワードの暗号化のみ有効にすることができます。
必須: いいえ
タイプ: ConnectionPasswordEncryption (p. 3558)
Update requires: No interruption
EncryptionAtRest
データカタログの保管時の暗号化の設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionAtRest (p. 3560)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings EncryptionAtRest
データカタログの保管時の暗号化の設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CatalogEncryptionMode" : String,
"SseAwsKmsKeyId" : String

YAML
CatalogEncryptionMode: String
SseAwsKmsKeyId: String

プロパティ
CatalogEncryptionMode
データカタログを暗号化するための保管時の暗号化モード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SseAwsKmsKeyId
保管時の暗号化に使用する、AWS KMS キーの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Glue::DevEndpoint
AWS::Glue::DevEndpoint リソースは、デベロッパーが AWS Glue の ETL スクリプトをリモートで
デバッグできる開発エンドポイントを指定します。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの
DevEndpoint Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::DevEndpoint",
"Properties" : {
"Arguments" : Json,
"EndpointName" : String,
"ExtraJarsS3Path" : String,
"ExtraPythonLibsS3Path" : String,
"GlueVersion" : String,
"NumberOfNodes" : Integer,
"NumberOfWorkers" : Integer,
"PublicKey" : String,
"PublicKeys" : [ String, ... ],
"RoleArn" : String,
"SecurityConfiguration" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetId" : String,
"Tags" : Json,
"WorkerType" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::DevEndpoint
Properties:
Arguments: Json
EndpointName: String
ExtraJarsS3Path: String
ExtraPythonLibsS3Path: String
GlueVersion: String
NumberOfNodes: Integer
NumberOfWorkers: Integer
PublicKey: String
PublicKeys:
- String
RoleArn: String
SecurityConfiguration: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetId: String
Tags: Json
WorkerType: String

プロパティ
Arguments
DevEndpoint を設定するために使用される引数のマップ。
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有効な引数は次のとおりです。
• "--enable-glue-datacatalog": ""
• "GLUE_PYTHON_VERSION": "3"
• "GLUE_PYTHON_VERSION": "2"
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、
開発エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バー
ジョンはデフォルトで Python 2 になります。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
EndpointName
DevEndpoint の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ExtraJarsS3Path
DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Java .jar へのパス。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Java/Scala ライブラリのみを使用することができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExtraPythonLibsS3Path
DevEndpoint にロードする Amazon S3 バケットの 1 つ以上の Python ライブラリへのパス。複数の
値はコンマで区切られた完全なパスでなければなりません。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Python ライブラリのみを使用することができます。pandas
Python データ解析ライブラリなど、C の拡張機能に依存するライブラリは現在サポートされ
ていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlueVersion
AWS Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定し
ます。Python バージョンは、開発エンドポイントで ETL スクリプトを実行するためにサポートされ
ているバージョンを示します。
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利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につ
いては、デベロッパーガイドの Glue version を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成された開発エンドポイントは、デフォルトで Glue 0.9 に設定され
ます。
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、
開発エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バー
ジョンはデフォルトで Python 2 になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumberOfNodes
この DevEndpoint に割り当てられた AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NumberOfWorkers
開発エンドポイントに割り当てられた、 定義された workerType のワーカーの数。
定義可能なワーカーの最大数は、299 (G.1X) または 149 (G.2X) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PublicKey
この DevEndpoint が認証に使用するパブリックキー。この属性は、使用が推奨される属性がパブ
リックキーであるため、下位互換性のために提供されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PublicKeys
認証のために DevEndpoints により使用されるパブリックキーのリスト。パブリックキーを使用す
るとクライアントごとに異なるプライベートキーを設定できるため、この属性は 1 つのパブリック
キーで使用することが推奨されます。

Note
以前にパブリックキーを使用してエンドポイントを作成した場合は、パブリックキーの
リストを設定できるようにそのキーを削除する必要があります。パブリックキーのコン
テンツを deletePublicKeys 属性で、新しいキーのリストを addPublicKeys 属性で
UpdateDevEndpoint API オペレーションを呼び出します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
この DevEndpoint で使用される IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityConfiguration
この DevEndpoint で使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
この DevEndpoint で使用されるセキュリティグループ識別子のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetId
この DevEndpoint のサブネット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
この DevEndpoint で使用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
WorkerType
開発エンドポイントに割り当てられる事前定義されたワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、
ワーカーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消
費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
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• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消
費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
既知の問題 : G.2X WorkerType 設定で開発エンドポイントを作成すると、開発エンドポイントの
Spark ドライバーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、および 64 GB のディスクで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : エンドポイント名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの DevEndpoint Structure

AWS::Glue::Job
AWS::Glue::Job リソースは、データカタログで AWS Glue ジョブを指定します。詳細について
は、AWS Glue デベロッパーガイドの Adding Jobs in AWS Glue および Job Structure を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Glue::Job",
"Properties" : {
"AllocatedCapacity" : Double,
"Command" : JobCommand (p. 3572),
"Connections" : ConnectionsList (p. 3571),
"DefaultArguments" : Json,
"Description" : String,
"ExecutionProperty" : ExecutionProperty (p. 3572),
"GlueVersion" : String,
"LogUri" : String,
"MaxCapacity" : Double,
"MaxRetries" : Double,
"Name" : String,
"NotificationProperty" : NotificationProperty (p. 3573),
"NumberOfWorkers" : Integer,
"Role" : String,
"SecurityConfiguration" : String,
"Tags" : Json,
"Timeout" : Integer,
"WorkerType" : String
}
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YAML
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
AllocatedCapacity: Double
Command:
JobCommand (p. 3572)
Connections:
ConnectionsList (p. 3571)
DefaultArguments: Json
Description: String
ExecutionProperty:
ExecutionProperty (p. 3572)
GlueVersion: String
LogUri: String
MaxCapacity: Double
MaxRetries: Double
Name: String
NotificationProperty:
NotificationProperty (p. 3573)
NumberOfWorkers: Integer
Role: String
SecurityConfiguration: String
Tags: Json
Timeout: Integer
WorkerType: String

プロパティ
AllocatedCapacity
このジョブに割り当てられているキャパシティーユニットの数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Command
ジョブを実行するコード。
必須: はい
タイプ: JobCommand (p. 3572)
Update requires: No interruption
Connections
このジョブに使用される接続。
必須: いいえ
タイプ: ConnectionsList (p. 3571)
Update requires: No interruption
DefaultArguments
名前と値のペアとして指定された、このジョブのデフォルトの引数。
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独自のジョブ実行スクリプトが使用する引数に加えて、AWS Glue が使用する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、AWS Glue デベロッパーガイドの Calling
AWS Glue APIs in Python を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、AWS Glue デベロッパー
ガイドの Special Parameters Used by AWS Glue を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Description
ジョブの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExecutionProperty
このジョブで許可される同時実行の最大数。
必須: いいえ
タイプ: ExecutionProperty (p. 3572)
Update requires: No interruption
GlueVersion
Glue バージョンは、 AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につ
いては、デベロッパーガイドの Glue version を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成されたジョブは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogUri
このフィールドは、将来の利用のために予約されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxCapacity
このジョブの実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力を
相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されてい
ます。
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WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくだ
さい。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブと Apache Spark ETL ジョブの
どちらを実行しているかによって異なります。
• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のい
ずれかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブを指定すると (JobCommand.Name="glueetl")、2～100 DPU の範囲で割
り当てることができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数
の DPU 割り当てを指定できません。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MaxRetries
ジョブ実行の失敗後に、このジョブを再試行する最大回数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Name
このジョブ定義に割り当てる名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
NotificationProperty
通知の設定プロパティを指定します。
必須: いいえ
タイプ: NotificationProperty (p. 3573)
Update requires: No interruption
NumberOfWorkers
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
定義可能なワーカーの最大数は、299 (G.1X) または 149 (G.2X) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Role
このジョブに関連付けられている IAM ロールの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityConfiguration
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このジョブと一緒に使用するタグです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Timeout
ジョブのタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、
ジョブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
WorkerType
ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、
ワーカーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消
費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消
費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ジョブの名前 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
API バージョン 2010-05-15
3569

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

例
次の例では、関連するロールを持つジョブを作成します。

JSON
{

"Description": "AWS Glue Job Test",
"Resources": {
"MyJobRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"MyJob": {
"Type": "AWS::Glue::Job",
"Properties": {
"Command": {
"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": "s3://aws-glue-scripts//prod-job1"
},
"DefaultArguments": {
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
},
"ExecutionProperty": {
"MaxConcurrentRuns": 2
},
"MaxRetries": 0,
"Name": "cf-job1",
"Role": {
"Ref": "MyJobRole"
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}

}

}

}

}

YAML
--Description: "AWS Glue Job Test"
Resources:
MyJobRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "glue.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
MyJob:
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
Command:
Name: glueetl
ScriptLocation: "s3://aws-glue-scripts//prod-job1"
DefaultArguments:
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
ExecutionProperty:
MaxConcurrentRuns: 2
MaxRetries: 0
Name: cf-job1
Role: !Ref MyJobRole

AWS::Glue::Job ConnectionsList
ジョブが使用する接続を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Connections" : [ String, ... ]
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YAML
Connections:
- String

プロパティ
Connections
ジョブが使用する接続のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Job ExecutionProperty
ジョブの実行プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxConcurrentRuns" : Double

YAML
MaxConcurrentRuns: Double

プロパティ
MaxConcurrentRuns
ジョブの同時実行の最大許容数。デフォルトは 1 です。このしきい値に達すると、エラーが返されま
す。指定できる最大値は、サービス制限によって制御されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Job JobCommand
ジョブの実行時に実行されるコードを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Name" : String,
"PythonVersion" : String,
"ScriptLocation" : String

YAML
Name: String
PythonVersion: String
ScriptLocation: String

プロパティ
Name
ジョブコマンドの名前。Apache Spark ETL ジョブの場合は、glueetl を指定する必要がありま
す。Python シェルジョブの場合は、pythonshell を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PythonVersion
Python シェルジョブを実行するために使用中の Python のバージョン。指定できる値は、2 または 3
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScriptLocation
ジョブを実行するスクリプトに対する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) パスを指定しま
す (必須)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Job NotificationProperty
通知の設定プロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"NotifyDelayAfter" : Integer

YAML
NotifyDelayAfter: Integer

プロパティ
NotifyDelayAfter
ジョブの実行が開始された後、ジョブ実行遅延通知を送信するまでの待機時間 (分単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::MLTransform
AWS::Glue::MLTransform は、機械学習変換を管理する AWS Glue リソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::MLTransform",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GlueVersion" : String,
"InputRecordTables" : InputRecordTables (p. 3580),
"MaxCapacity" : Double,
"MaxRetries" : Integer,
"Name" : String,
"NumberOfWorkers" : Integer,
"Role" : String,
"Tags" : Json,
"Timeout" : Integer,
"TransformEncryption" : TransformEncryption (p. 3582),
"TransformParameters" : TransformParameters (p. 3582),
"WorkerType" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::MLTransform
Properties:
Description: String
GlueVersion: String
InputRecordTables:
InputRecordTables (p. 3580)
MaxCapacity: Double
MaxRetries: Integer
Name: String
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NumberOfWorkers: Integer
Role: String
Tags: Json
Timeout: Integer
TransformEncryption:
TransformEncryption (p. 3582)
TransformParameters:
TransformParameters (p. 3582)
WorkerType: String

プロパティ
Description
機械学習変換の長い形式のユーザー定義の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlueVersion
この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんど
のお客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで
Glue 0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの AWS Glue Versions を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputRecordTables
変換で使用される AWS Glue テーブル定義のリスト。
必須: はい
タイプ: InputRecordTables (p. 3580)
Update requires: Replacement
MaxCapacity
この変換のタスク実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は、2～
100 の範囲で割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定す
るもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細につ
いては、AWS Glue の料金のページを参照してください。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設
定できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に
設定され、読み取り専用になります。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MaxRetries
機械学習変換の MLTaskRun が失敗した後の最大再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
機械学習変換のユーザー定義名。名前は一意である必要があります。 Name はオプションです。
• Name を指定すると、スタックを繰り返し作成することはできません。
• Name が指定されていない場合は、ランダムに生成された名前が代わりに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumberOfWorkers
変換のタスク実行時に割り当てられる定義済み workerType のワーカー数。
WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Role
必要なアクセス許可を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の名前。必要な許可に
は、AWS Glue リソースに対する AWS Glue サービスロールの許可と、変換に必要な Amazon S3 許
可の両方が含まれます。
• このロールには、AWS Glue のリソースへのアクセスを許可する AWS Glue サービスロールの許可
が必要です。Attach a Policy to IAM Users That Access AWS Glue を参照してください。
• このロールは、この変換のタスク実行で使用される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
のソース、ターゲット、一時ディレクトリ、スクリプト、およびライブラリへのアクセス許可を必
要とします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
この機械学習変換で使用するタグ。タグを使用して、機械学習変換へのアクセスを制限できま
す。AWS Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの AWS Tags in AWS Glue を参照して
ください。
必須: いいえ
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タイプ: Json
Update requires: No interruption
Timeout
機械学習変換のタイムアウト (分単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TransformEncryption
ユーザーデータへのアクセスに適用されるトランスフォームの、保管時の暗号化設定。機械学習のト
ランスフォームでは、KMS を使用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできま
す。
さらに、インポートされたラベルとトレーニングされたトランスフォームは、顧客が提供した KMS
キーを使用して暗号化できるようになりました。
必須: いいえ
タイプ: TransformEncryption (p. 3582)
Update requires: No interruption
TransformParameters
機械学習変換に関連付けられたアルゴリズム固有のパラメータ。
必須: はい
タイプ: TransformParameters (p. 3582)
Update requires: No interruption
WorkerType
この変換のタスク実行時に割り当てられる事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、
ワーカーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワー
カーあたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設
定できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 変換 ID
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Glue::MLTransform FindMatchesParameters
「一致の検索」変換を設定するためのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccuracyCostTradeoff" : Double,
"EnforceProvidedLabels" : Boolean,
"PrecisionRecallTradeoff" : Double,
"PrimaryKeyColumnName" : String

YAML
AccuracyCostTradeoff: Double
EnforceProvidedLabels: Boolean
PrecisionRecallTradeoff: Double
PrimaryKeyColumnName: String

プロパティ
AccuracyCostTradeoff
変換を調整して精度とコストのバランスを取るときに選択する値。値 0.5 は、システムが精度とコス
ト懸念のバランスを取っていることを意味します。値 1.0 は完全な精度を意味し、通常、コストが高
くなります。著しく高くなる場合もあります。値 0.0 は、完全なコスト優先を意味し、FindMatches
変換の精度が低くなります。精度が許容できないレベルになる場合もあります。
精度は、変換が真陽性と真陰性を正確に検索する度合いを測定します。精度を高めるには、マシンリ
ソースとコストを増やす必要があります。ただし、再現率も高くなります。
コストは、変換を実行するために消費されるコンピューティングリソースの数およびそれに伴う金額
を測定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
EnforceProvidedLabels
ユーザーから指定されたラベルに出力を一致させるためにオン/オフを切り替える値。値が True の場
合、find matches 変換は指定されたラベルに出力を一致させます。この結果は通常の合成結果より
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優先されます。値が False の場合、find matches 変換は、すべての指定されたラベルを優先する
とは限らず、結果はトレーニングされたモデルに依存します。
この値を true に設定すると、合成の実行時間が長くなる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrecisionRecallTradeoff
変換を調整して適合率と再現率のバランスを取るときに選択する値。値 0.5 は選好なし、値 1.0 は完
全な適合率、値 0.0 は完全な再現率を意味します。これはトレードオフの関係にあるため、1.0 に近い
値を選択すると、再現率が非常に低くなります。0.0 に近い値を選択すると、適合率が非常に低くな
ります。
適合率メトリクスは、モデルが一致を推定して、その推定が正確である度合いを示します。
再現率メトリクスは、実際の一致件数に対して、モデルが一致を推定した件数を示します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
PrimaryKeyColumnName
ソーステーブルの行を一意に識別する列の名前。一致するレコードを識別するために使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Glue::MLTransform GlueTables
入力または出力データとして使用される AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"ConnectionName" : String,
"DatabaseName" : String,
"TableName" : String

YAML
CatalogId: String
ConnectionName: String
DatabaseName: String
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TableName: String

プロパティ
CatalogId
AWS Glue Data Catalog の一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionName
AWS Glue Data Catalog への接続の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
AWS Glue Data Catalog のデータベース名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
AWS Glue Data Catalog のテーブル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::MLTransform InputRecordTables
変換で使用される AWS Glue テーブル定義のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GlueTables" : [ GlueTables (p. 3579), ... ]

YAML
GlueTables:
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- GlueTables (p. 3579)

プロパティ
GlueTables
入力または出力データとして使用される AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブル。
必須: いいえ
タイプ: GlueTables (p. 3579) の リスト (p. 3579)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::MLTransform MLUserDataEncryption
ユーザーデータへのアクセスに適用されるトランスフォームの、保管時の暗号化設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MLUserDataEncryptionMode" : String

YAML
KmsKeyId: String
MLUserDataEncryptionMode: String

プロパティ
KmsKeyId
お客様が用意した KMS キーの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MLUserDataEncryptionMode
ユーザーデータに適用される暗号化モード。有効な値は次のとおりです。
• DISABLED: 暗号化は無効です。
• SSEKMS: Amazon S3 に保存されたユーザーデータに、AWS Key Management Service (SSE-KMS)
によるサーバー側暗号化を使用。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Glue::MLTransform TransformEncryption
ユーザーデータへのアクセスに適用されるトランスフォームの、保管時の暗号化設定。機械学習のトラン
スフォームでは、KMS を使用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできます。
さらに、インポートされたラベルとトレーニングされたトランスフォームは、顧客が提供した KMS キー
を使用して暗号化できるようになりました。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MLUserDataEncryption" : MLUserDataEncryption (p. 3581),
"TaskRunSecurityConfigurationName" : String

YAML
MLUserDataEncryption:
MLUserDataEncryption (p. 3581)
TaskRunSecurityConfigurationName: String

プロパティ
MLUserDataEncryption
ユーザーデータへのアクセスに適用されるトランスフォームの、保管時の暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: MLUserDataEncryption (p. 3581)
Update requires: No interruption
TaskRunSecurityConfigurationName
セキュリティ設定の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::MLTransform TransformParameters
機械学習変換に関連付けられたアルゴリズム固有のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"FindMatchesParameters" : FindMatchesParameters (p. 3578),
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}

"TransformType" : String

YAML
FindMatchesParameters:
FindMatchesParameters (p. 3578)
TransformType: String

プロパティ
FindMatchesParameters
一致の検索アルゴリズムのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: FindMatchesParameters (p. 3578)
Update requires: No interruption
TransformType
機械学習変換のタイプ。FIND_MATCHES が唯一のオプションです。
機械学習変換のタイプの詳細については、「機械学習変換の作成」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition
AWS::Glue::Partition リソースは、テーブルデータのスライスを表す AWS Glue パーティションを
作成します。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの CreatePartition Action および Partition
Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Partition",
"Properties" : {
"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"PartitionInput" : PartitionInput (p. 3586),
"TableName" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::Partition
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Properties:
CatalogId: String
DatabaseName: String
PartitionInput:
PartitionInput (p. 3586)
TableName: String

プロパティ
CatalogId
パーティションを作成するカタログの AWS アカウント ID。

Note
アカウント ID を指定するには、AWS::AccountId 擬似パラメータの Ref 組み込み関数を使
用します。例: !Ref AWS::AccountId
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DatabaseName
パーティションを作成するカタログデータベースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PartitionInput
パーティションの作成と更新に使用される構造。
必須: はい
タイプ: PartitionInput (p. 3586)
Update requires: No interruption
TableName
パーティションが作成されるメタデータテーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
パーティション名 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
API バージョン 2010-05-15
3584

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの CreatePartition Action
• AWS Glue デベロッパーガイドの Partition Structure

AWS::Glue::Partition Column
Table の列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Comment" : String,
"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Comment: String
Name: String
Type: String

プロパティ
Comment
自由形式のテキストコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
Column の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
Column のデータ型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::Glue::Partition Order
ソートされた列のソート順を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Column" : String (p. 3585),
"SortOrder" : Integer

YAML
Column: String (p. 3585)
SortOrder: Integer

プロパティ
Column
列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列 (p. 3585)
Update requires: No interruption
SortOrder
列が昇順 (== 1) または降順 (==0) でソートされていることを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition PartitionInput
パーティションの作成と更新に使用される構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Parameters" : Json,
"StorageDescriptor" : StorageDescriptor (p. 3591),
"Values" : [ String, ... ]
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YAML
Parameters: Json
StorageDescriptor:
StorageDescriptor (p. 3591)
Values:
- String

プロパティ
Parameters
これらのキー/値ペアはパーティションパラメータを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
StorageDescriptor
パーティションが格納されている物理的な場所に関する情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: StorageDescriptor (p. 3591)
Update requires: No interruption
Values
パーティションの値。SDK ではこのパラメータは必要ありませんが、有効な入力としてこのパラメー
タを指定する必要があります。
新しいパーティションのキーの値は、文字列オブジェクトの配列として渡す必要があります。この配
列は、Amazon S3 プレフィックスに表示されるパーティションキーと同じ順序で順序付けする必要が
あります。そうしない場合は、AWS Glue は間違ったキーに値を追加します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの PartitionInput

AWS::Glue::Partition SchemaId
スキーマアイデンティティフィールドを含む構造。こちらか SchemaVersionId のいずれかを指定する必
要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"RegistryName" : String,
"SchemaArn" : String,
"SchemaName" : String

YAML
RegistryName: String
SchemaArn: String
SchemaName: String

プロパティ
RegistryName
スキーマを含むスキーマレジストリの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaArn
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する
必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaName
スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition SchemaReference
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"SchemaId" : SchemaId (p. 3587),
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}

"SchemaVersionId" : String,
"SchemaVersionNumber" : Integer

YAML
SchemaId:
SchemaId (p. 3587)
SchemaVersionId: String
SchemaVersionNumber: Integer

プロパティ
SchemaId
スキーマアイデンティティフィールドを含む構造。こちらか SchemaVersionId のいずれかを指定す
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: SchemaId (p. 3587)
Update requires: No interruption
SchemaVersionId
スキーマのバージョンに割り当てられる一意の ID。こちらか SchemaId のいずれかを指定する必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaVersionNumber
スキーマのバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition SerdeInfo
エクストラクターおよびローダーとして機能するシリアライズ/デシリアライズプログラム (SerDe) に関す
る情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,
"Parameters" : Json,
"SerializationLibrary" : String
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YAML
Name: String
Parameters: Json
SerializationLibrary: String

プロパティ
Name
SerDe 名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
これらのキー/値ペアは SerDe の初期化パラメータを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SerializationLibrary
通常、SerDe を実装するクラス。例:
「org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe」。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition SkewedInfo
テーブルで歪んだ値を指定します。「歪んだ値」とは、非常に高い頻度で発生する値です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SkewedColumnNames" : [ String, ... ],
"SkewedColumnValueLocationMaps" : Json,
"SkewedColumnValues" : [ String, ... ]

YAML
SkewedColumnNames:
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- String
SkewedColumnValueLocationMaps: Json
SkewedColumnValues:
- String

プロパティ
SkewedColumnNames
歪んだ値を含む列名のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SkewedColumnValueLocationMaps
歪んだ値が含まれている列へのマッピング。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SkewedColumnValues
頻繁に出現するため、歪んだとみなされる値のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Partition StorageDescriptor
テーブルデータの物理ストレージについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BucketColumns" : [ String, ... ],
"Columns" : [ Column (p. 3585), ... ],
"Compressed" : Boolean,
"InputFormat" : String,
"Location" : String,
"NumberOfBuckets" : Integer,
"OutputFormat" : String,
"Parameters" : Json,
"SchemaReference" : SchemaReference (p. 3588),
"SerdeInfo" : SerdeInfo (p. 3589),
"SkewedInfo" : SkewedInfo (p. 3590),
"SortColumns" : [ Order (p. 3586), ... ],
"StoredAsSubDirectories" : Boolean
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YAML
BucketColumns:
- String
Columns:
- Column (p. 3585)
Compressed: Boolean
InputFormat: String
Location: String
NumberOfBuckets: Integer
OutputFormat: String
Parameters: Json
SchemaReference:
SchemaReference (p. 3588)
SerdeInfo:
SerdeInfo (p. 3589)
SkewedInfo:
SkewedInfo (p. 3590)
SortColumns:
- Order (p. 3586)
StoredAsSubDirectories: Boolean

プロパティ
BucketColumns
テーブルのリデューサーグループ化列、クラスター列、およびバケット列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Columns
テーブル内の Columns のリストです。
必須: いいえ
タイプ: Column (p. 3585)のリスト
Update requires: No interruption
Compressed
テーブルのデータが圧縮されている場合は True、圧縮されていない場合は False。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InputFormat
入力形式: SequenceFileInputFormat (バイナリ)、または TextInputFormat、もしくはカスタム
形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Location
テーブルの物理的な場所。デフォルトでは、ウェアハウスの場所、その後にウェアハウス内のデータ
ベースの場所、その後にテーブル名が続く形式になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumberOfBuckets
バケットの数。
パーティションにディメンション列が含まれている場合、このプロパティを指定する必要がありま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OutputFormat
出力形式: SequenceFileOutputFormat (バイナリ)、または IgnoreKeyTextOutputFormat、も
しくはカスタム形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
キーと値の形式でのユーザーが指定したプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SchemaReference
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: SchemaReference (p. 3588)
Update requires: No interruption
SerdeInfo
シリアライズ/デシリアライズ (SerDe) 情報。
必須: いいえ
タイプ: SerdeInfo (p. 3589)
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Update requires: No interruption
SkewedInfo
列に高い頻度で表示される値 (歪んだ値) に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: SkewedInfo (p. 3590)
Update requires: No interruption
SortColumns
テーブル内の各バケットのソート順を指定するリスト。
必須: いいえ
タイプ: 順序 (p. 3586)のリスト
Update requires: No interruption
StoredAsSubDirectories
テーブルデータがサブディレクトリに保管されている場合は True、保管されていない場合は
False。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Registry
AWS::Glue::Registry は、AWS Glue スキーマレジストリ内のスキーマのレジストリを管理する AWS Glue
リソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Registry",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Glue::Registry
Properties:
Description: String
Name: String
Tags:
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- Tag

プロパティ
Description
レジストリの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
レジストリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
キー値のペアを含み、コンソール、コマンドライン、または API で検索できる AWS タグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 「VersionId|Key|Value」を
文字列として組み合わせたもの。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
Property description not available.

AWS::Glue::Schema
AWS::Glue::Schema は、AWS Glue スキーマレジストリ内のスキーマを管理する AWS Glue リソース
タイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Schema",
"Properties" : {
"CheckpointVersion" : SchemaVersion (p. 3598),
"Compatibility" : String,
"DataFormat" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Registry" : Registry (p. 3598),
"SchemaDefinition" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Glue::Schema
Properties:
CheckpointVersion:
SchemaVersion (p. 3598)
Compatibility: String
DataFormat: String
Description: String
Name: String
Registry:
Registry (p. 3598)
SchemaDefinition: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CheckpointVersion
スキーマのチェックポイントを設定するための VersionNumber または IsLatest を指定します。
これは、チェックポイントの更新にのみ必要です。
必須: いいえ
タイプ: SchemaVersion (p. 3598)
Update requires: No interruption
Compatibility
スキーマの互換モード。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataFormat
スキーマ定義のデータ形式。現在は、AVRO のみがサポートされます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Description
スキーマの説明 (作成時に指定されている場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
作成するスキーマの名前の最大長は 255 で、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、ドル記号、ま
たはハッシュ記号のみを使用できます。空白はありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Registry
スキーマが保存されているレジストリ。
必須: いいえ
タイプ: レジストリ (p. 3598)
Update requires: Replacement
SchemaDefinition
SchemaName の DataFormat 設定を使用したスキーマ定義。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
キー値のペアを含み、コンソール、コマンドライン、または API で検索できる AWS タグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
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InitialSchemaVersionId
Property description not available.

AWS::Glue::Schema Registry
AWS Glue スキーマレジストリのレジストリを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"Name" : String

YAML
Arn: String
Name: String

プロパティ
Arn
レジストリの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
レジストリの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Glue::Schema SchemaVersion
スキーマのバージョンを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"IsLatest" : Boolean,
"VersionNumber" : Integer

YAML
IsLatest: Boolean
VersionNumber: Integer

プロパティ
IsLatest
このバージョンがスキーマの最新バージョンかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
VersionNumber
スキーマのバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::SchemaVersion
AWS::Glue::SchemaVersion は、AWS Glue スキーマレジストリ内のスキーマのスキーマバージョン
を管理する AWS Glue リソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::SchemaVersion",
"Properties" : {
"Schema" : Schema (p. 3600),
"SchemaDefinition" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::SchemaVersion
Properties:
Schema:
Schema (p. 3600)
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SchemaDefinition: String

プロパティ
Schema
スキーマのバージョンを含むスキーマ。
必須: はい
タイプ: Schema (p. 3600)
Update requires: Replacement
SchemaDefinition
スキーマバージョンのスキーマ定義。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
VersionId
Property description not available.

AWS::Glue::SchemaVersion Schema
スキーマアイデンティティフィールドを含むラッパー構造。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RegistryName" : String,
"SchemaArn" : String,
"SchemaName" : String

YAML
RegistryName: String
SchemaArn: String
SchemaName: String
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プロパティ
RegistryName
スキーマが保存されているレジストリの名前。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SchemaArn
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SchemaName
スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName、および RegistryName を指定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata は、AWS Glue スキーマレジストリのスキーマバージョンのメ
タデータのキーと値のペアを定義する AWS Glue リソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata",
"Properties" : {
"Key" : String,
"SchemaVersionId" : String,
"Value" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
Properties:
Key: String
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SchemaVersionId: String
Value: String

プロパティ
Key
メタデータのキーと値のペアのメタデータキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SchemaVersionId
スキーマのバージョン番号。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Value
メタデータキーの対応する値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号

AWS::Glue::SecurityConfiguration
新しいセキュリティ設定を作成します。セキュリティ設定は、AWS Glue が使用できるセキュリティプロ
パティのセットです。セキュリティ設定を使用して、保管時にデータを暗号化できます。AWS Glue のセ
キュリティ設定を使用する方法については、Encrypting Data Written by Crawlers, Jobs, and Development
Endpoints を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::SecurityConfiguration",
"Properties" : {
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 3604),
"Name" : String
}
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YAML
Type: AWS::Glue::SecurityConfiguration
Properties:
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 3604)
Name: String

プロパティ
EncryptionConfiguration
このセキュリティ設定に関連する暗号化設定。
必須: はい
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 3604)
Update requires: No interruption
Name
セキュリティ設定の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号

AWS::Glue::SecurityConfiguration CloudWatchEncryption
Amazon CloudWatch データを暗号化する方法を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchEncryptionMode" : String,
"KmsKeyArn" : String

YAML
CloudWatchEncryptionMode: String
KmsKeyArn: String

プロパティ
CloudWatchEncryptionMode
CloudWatch データに使用する暗号化モード。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKeyArn
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::SecurityConfiguration EncryptionConfiguration
暗号化設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchEncryption" : CloudWatchEncryption (p. 3603),
"JobBookmarksEncryption" : JobBookmarksEncryption (p. 3605),
"S3Encryptions" : S3Encryptions (p. 3606)

YAML
CloudWatchEncryption:
CloudWatchEncryption (p. 3603)
JobBookmarksEncryption:
JobBookmarksEncryption (p. 3605)
S3Encryptions:
S3Encryptions (p. 3606)

プロパティ
CloudWatchEncryption
Amazon CloudWatch の暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchEncryption (p. 3603)
Update requires: No interruption
JobBookmarksEncryption
ジョブブックマークの暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: JobBookmarksEncryption (p. 3605)
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Update requires: No interruption
S3Encryptions
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データの暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: S3Encryptions (p. 3606)
Update requires: No interruption

AWS::Glue::SecurityConfiguration JobBookmarksEncryption
ジョブブックマークデータを暗号化する方法を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JobBookmarksEncryptionMode" : String,
"KmsKeyArn" : String

YAML
JobBookmarksEncryptionMode: String
KmsKeyArn: String

プロパティ
JobBookmarksEncryptionMode
ジョブブックマークデータに使用する暗号化モード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKeyArn
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::SecurityConfiguration S3Encryption
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データを暗号化する方法を指定します。
API バージョン 2010-05-15
3605

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyArn" : String,
"S3EncryptionMode" : String

YAML
KmsKeyArn: String
S3EncryptionMode: String

プロパティ
KmsKeyArn
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3EncryptionMode
Amazon S3 データに使用する暗号化モード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::SecurityConfiguration S3Encryptions
S3Encryptions のプロパティタイプは、セキュリティ設定に Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) データの暗号化の設定を指定します。

AWS::Glue::Table
AWS::Glue::Table リソースは、AWS Glue データカタログの表形式のデータを指定します。詳細につ
いては、AWS Glue デベロッパーガイドの Defining Tables in the AWS Glue Data Catalog および Table
Structure を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Glue::Table",
"Properties" : {
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}

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"TableInput" : TableInput (p. 3617)

YAML
Type: AWS::Glue::Table
Properties:
CatalogId: String
DatabaseName: String
TableInput:
TableInput (p. 3617)

プロパティ
CatalogId
Table を作成するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DatabaseName
テーブルメタデータが存在するデータベースの名前。Hive 互換性のために、これはすべて小文字であ
ることが必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TableInput
テーブルの定義に使用される構造。
必須: はい
タイプ: TableInput (p. 3617)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : テーブル名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Glue::Table Column
Table の列。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Comment" : String,
"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Comment: String
Name: String
Type: String

プロパティ
Comment
自由形式のテキストコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
Column の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
Column のデータ型。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの Column Structure

AWS::Glue::Table Order
ソートされた列のソート順を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Column" : String (p. 3607),
"SortOrder" : Integer

YAML
Column: String (p. 3607)
SortOrder: Integer

プロパティ
Column
列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列 (p. 3607)
Update requires: No interruption
SortOrder
列が昇順 (== 1) または降順 (==0) でソートされていることを指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの Order Structure

AWS::Glue::Table SchemaId
スキーマアイデンティティフィールドを含む構造。こちらか SchemaVersionId のいずれかを指定する必
要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"RegistryName" : String,
"SchemaArn" : String,
"SchemaName" : String
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}

YAML
RegistryName: String
SchemaArn: String
SchemaName: String

プロパティ
RegistryName
スキーマを含むスキーマレジストリの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaArn
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する
必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaName
スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Table SchemaReference
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SchemaId" : SchemaId (p. 3609),
"SchemaVersionId" : String,
"SchemaVersionNumber" : Integer

YAML
SchemaId:
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SchemaId (p. 3609)
SchemaVersionId: String
SchemaVersionNumber: Integer

プロパティ
SchemaId
スキーマアイデンティティフィールドを含む構造。こちらか SchemaVersionId のいずれかを指定す
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: SchemaId (p. 3609)
Update requires: No interruption
SchemaVersionId
スキーマのバージョンに割り当てられる一意の ID。こちらか SchemaId のいずれかを指定する必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SchemaVersionNumber
スキーマのバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Table SerdeInfo
エクストラクターおよびローダーとして機能するシリアライズ/デシリアライズプログラム (SerDe) に関す
る情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Name" : String,
"Parameters" : Json,
"SerializationLibrary" : String

YAML
Name: String
Parameters: Json
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SerializationLibrary: String

プロパティ
Name
SerDe 名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
これらのキー/値ペアは SerDe の初期化パラメータを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SerializationLibrary
通常、SerDe を実装するクラス。例:
「org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe」。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの SerDeInfo Structure

AWS::Glue::Table SkewedInfo
テーブルで歪んだ値を指定します。「歪んだ値」とは、非常に高い頻度で発生する値です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SkewedColumnNames" : [ String, ... ],
"SkewedColumnValueLocationMaps" : Json,
"SkewedColumnValues" : [ String, ... ]

YAML
SkewedColumnNames:
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- String
SkewedColumnValueLocationMaps: Json
SkewedColumnValues:
- String

プロパティ
SkewedColumnNames
歪んだ値を含む列名のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SkewedColumnValueLocationMaps
歪んだ値が含まれている列へのマッピング。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SkewedColumnValues
頻繁に出現するため、歪んだとみなされる値のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Table StorageDescriptor
テーブルデータの物理ストレージについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketColumns" : [ String, ... ],
"Columns" : [ Column (p. 3607), ... ],
"Compressed" : Boolean,
"InputFormat" : String,
"Location" : String,
"NumberOfBuckets" : Integer,
"OutputFormat" : String,
"Parameters" : Json,
"SchemaReference" : SchemaReference (p. 3610),
"SerdeInfo" : SerdeInfo (p. 3611),
"SkewedInfo" : SkewedInfo (p. 3612),
"SortColumns" : [ Order (p. 3608), ... ],
"StoredAsSubDirectories" : Boolean
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YAML
BucketColumns:
- String
Columns:
- Column (p. 3607)
Compressed: Boolean
InputFormat: String
Location: String
NumberOfBuckets: Integer
OutputFormat: String
Parameters: Json
SchemaReference:
SchemaReference (p. 3610)
SerdeInfo:
SerdeInfo (p. 3611)
SkewedInfo:
SkewedInfo (p. 3612)
SortColumns:
- Order (p. 3608)
StoredAsSubDirectories: Boolean

プロパティ
BucketColumns
テーブルのリデューサーグループ化列、クラスター列、およびバケット列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Columns
テーブル内の Columns のリストです。
必須: いいえ
タイプ: Column (p. 3607)のリスト
Update requires: No interruption
Compressed
テーブルのデータが圧縮されている場合は True、圧縮されていない場合は False。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InputFormat
入力形式: SequenceFileInputFormat (バイナリ)、または TextInputFormat、もしくはカスタム
形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Location
テーブルの物理的な場所。デフォルトでは、ウェアハウスの場所、その後にウェアハウス内のデータ
ベースの場所、その後にテーブル名が続く形式になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumberOfBuckets
テーブルにディメンション列が含まれている場合、指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OutputFormat
出力形式: SequenceFileOutputFormat (バイナリ)、または IgnoreKeyTextOutputFormat、も
しくはカスタム形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
キーと値の形式でのユーザーが指定したプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SchemaReference
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: SchemaReference (p. 3610)
Update requires: No interruption
SerdeInfo
シリアライズ/デシリアライズ (SerDe) 情報。
必須: いいえ
タイプ: SerdeInfo (p. 3611)
Update requires: No interruption
SkewedInfo
列に高い頻度で表示される値 (歪んだ値) に関する情報。
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必須: いいえ
タイプ: SkewedInfo (p. 3612)
Update requires: No interruption
SortColumns
テーブル内の各バケットのソート順を指定するリスト。
必須: いいえ
タイプ: 順序 (p. 3608)のリスト
Update requires: No interruption
StoredAsSubDirectories
テーブルデータがサブディレクトリに保管されている場合は True、保管されていない場合は
False。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの StorageDescriptor Structure

AWS::Glue::Table TableIdentifier
リソースリンク用のターゲットテーブルを記述する構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"Name" : String

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
Name: String

プロパティ
CatalogId
テーブルデータベースがあるデータカタログの ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
ターゲットテーブルを含むカタログデータベースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
ターゲットテーブルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Table TableInput
テーブルの定義に使用される構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"Name" : String,
"Owner" : String,
"Parameters" : Json,
"PartitionKeys" : [ Column (p. 3607), ... ],
"Retention" : Integer,
"StorageDescriptor" : StorageDescriptor (p. 3613),
"TableType" : String,
"TargetTable" : TableIdentifier (p. 3616),
"ViewExpandedText" : String,
"ViewOriginalText" : String

YAML
Description: String
Name: String
Owner: String
Parameters: Json
PartitionKeys:
- Column (p. 3607)
Retention: Integer
StorageDescriptor:
StorageDescriptor (p. 3613)
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TableType: String
TargetTable:
TableIdentifier (p. 3616)
ViewExpandedText: String
ViewOriginalText: String

プロパティ
Description
テーブルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
テーブルの名前。Hive 互換性のために、これは保存時に小文字で表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Owner
テーブル所有者。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
これらのキー/値ペアは、テーブルに関連付けられたプロパティを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PartitionKeys
テーブルがパーティション分割される列のリスト。パーティションキーとしてプリミティブ型のみが
サポートされています。
Amazon Athena によって使用されるテーブルを作成しており、partitionKeys を指定していない場
合は必ず、partitionKeys の値を空のリストに設定する必要があります。例:
"PartitionKeys": []
必須: いいえ
タイプ: Column (p. 3607)のリスト
Update requires: No interruption
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Retention
このテーブルの保持時間。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StorageDescriptor
このテーブルの物理ストレージに関する情報を含むストレージ記述子。
必須: いいえ
タイプ: StorageDescriptor (p. 3613)
Update requires: No interruption
TableType
このテーブルの種類 (EXTERNAL_TABLE、VIRTUAL_VIEW など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetTable
リソースリンク用のターゲットテーブルを記述する TableIdentifier 構造。
必須: いいえ
タイプ: TableIdentifier (p. 3616)
Update requires: No interruption
ViewExpandedText
テーブルが表示される場合、表示される展開されたテキスト。その他の場合は null。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ViewOriginalText
テーブルが表示される場合、表示されるオリジナルテキスト。その他の場合は null。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Trigger
AWS::Glue::Trigger リソースは AWS Glue ジョブを実行するトリガーを指定します。詳細について
は、AWS Glue デベロッパーガイドの Triggering Jobs in AWS Glue および Trigger Structure を参照してく
ださい。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Trigger",
"Properties" : {
"Actions" : [ Action (p. 3626), ... ],
"Description" : String,
"Name" : String,
"Predicate" : Predicate (p. 3629),
"Schedule" : String,
"StartOnCreation" : Boolean,
"Tags" : Json,
"Type" : String,
"WorkflowName" : String
}

YAML
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Actions:
- Action (p. 3626)
Description: String
Name: String
Predicate:
Predicate (p. 3629)
Schedule: String
StartOnCreation: Boolean
Tags: Json
Type: String
WorkflowName: String

プロパティ
Actions
このトリガーによって開始されるアクション。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 3626)のリスト
Update requires: No interruption
Description
このトリガーの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
トリガーの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Predicate
このトリガーの述語は、いつトリガーを起動するかを定義します。
必須: いいえ
タイプ: Predicate (p. 3629)
Update requires: No interruption
Schedule
スケジュールを指定するために使用される cron 式。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイ
ドの Time-Based Schedules for Jobs and Crawlers を参照してください。たとえば、毎日 12:15 UTC
に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartOnCreation
作成時に SCHEDULED および CONDITIONAL トリガーを起動するには、true に設定します。True は
ON_DEMAND トリガーではサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Tags
このトリガーで使用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Type
これがトリガーのタイプです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WorkflowName
トリガーに関連付けられているワークフローの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : トリガー名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
オンデマンドトリガー
次の例では、1 つのジョブをトリガーするオンデマンドトリガーを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"OnDemandJobTrigger": {
"Type": "AWS::Glue::Trigger",
"Properties": {
"Type": "ON_DEMAND",
"Description": "DESCRIPTION_ON_DEMAND",
"Actions": [
{
"JobName": "prod-job2"
}
],
"Name": "prod-trigger1-ondemand"
}
}
}

YAML
Resources:
OnDemandJobTrigger:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Type: ON_DEMAND
Description: DESCRIPTION_ON_DEMAND
Actions:
- JobName: prod-job2
Name: prod-trigger1-ondemand

スケジュールされたトリガー
次の例では、2 時間ごとに実行され、2 つのジョブをトリガーするスケジュールされたトリガーを作成し
ます。prod-job3 のために引数を宣言することに注意してください。

JSON
{

"Resources": {
"ScheduledJobTrigger": {
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}

}

}

"Type": "AWS::Glue::Trigger",
"Properties": {
"Type": "SCHEDULED",
"Description": "DESCRIPTION_SCHEDULED",
"Schedule": "cron(0 */2 * * ? *)",
"Actions": [
{
"JobName": "prod-job2"
},
{
"JobName": "prod-job3",
"Arguments": {
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
}
}
],
"Name": "prod-trigger1-scheduled"
}

YAML
Resources:
ScheduledJobTrigger:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Type: SCHEDULED
Description: DESCRIPTION_SCHEDULED
Schedule: cron(0 */2 * * ? *)
Actions:
- JobName: prod-job2
- JobName: prod-job3
Arguments:
'--job-bookmark-option': job-bookmark-enable
Name: prod-trigger1-scheduled

条件付きのトリガー
次の例では、ジョブの実行が正常終了したことに基づき、ジョブを開始する条件付きトリガーを作成しま
す。

JSON
{

"Description": "AWS Glue trigger test",
"Resources": {
"MyJobTriggerRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
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}

]

]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

}
},
"MyJob": {
"Type": "AWS::Glue::Job",
"Properties": {
"Name": "MyJobTriggerJob",
"LogUri": "wikiData",
"Role": {
"Ref": "MyJobTriggerRole"
},
"Command": {
"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": "s3://testdata-bucket/s3-target/create-delete-job-xtf-ETL-s3json-to-csv.py"
},
"DefaultArguments": {
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
},
"MaxRetries": 0
}
},
"MyJobTrigger": {
"Type": "AWS::Glue::Trigger",
"Properties": {
"Name": "MyJobTrigger",
"Type": "CONDITIONAL",
"Description": "Description for a conditional job trigger",
"Actions": [
{
"JobName": {
"Ref": "MyJob"
},
"Arguments": {
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
}
}
],
"Predicate": {
"Conditions": [
{
"LogicalOperator": "EQUALS",
"JobName": {
"Ref": "MyJob"
},
"State": "SUCCEEDED"
}

API バージョン 2010-05-15
3624

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

}

}

}

}

}

]

YAML
--Description: "AWS Glue trigger test"
Resources:
MyJobTriggerRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "glue.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
MyJob:
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
Name: "MyJobTriggerJob"
LogUri: "wikiData"
Role: !Ref MyJobTriggerRole
Command:
Name: "glueetl"
ScriptLocation: "s3://testdata-bucket/s3-target/create-delete-job-xtf-ETL-s3-jsonto-csv.py"
DefaultArguments:
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
MaxRetries: 0
MyJobTrigger:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Name: "MyJobTrigger"
Type: "CONDITIONAL"
Description: "Description for a conditional job trigger"
Actions:
- JobName: !Ref MyJob
Arguments:
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
Predicate:
Conditions:
- LogicalOperator: EQUALS
JobName: !Ref MyJob
State: SUCCEEDED
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AWS::Glue::Trigger Action
トリガーによって開始されるアクションを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arguments" : Json,
"CrawlerName" : String,
"JobName" : String,
"NotificationProperty" : NotificationProperty (p. 3629),
"SecurityConfiguration" : String,
"Timeout" : Integer

YAML
Arguments: Json
CrawlerName: String
JobName: String
NotificationProperty:
NotificationProperty (p. 3629)
SecurityConfiguration: String
Timeout: Integer

プロパティ
Arguments
このトリガーが起動するときに使用されるジョブ引数。このジョブ実行では、ジョブ定義自体に設定
されているデフォルト引数を置き換えます。
独自のジョブ実行スクリプトが使用する引数に加えて、AWS Glue が使用する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、AWS Glue デベロッパーガイドの Calling
AWS Glue APIs in Python を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドの
Special Parameters Used by AWS Glue トピックを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
CrawlerName
このアクションで使用されるクローラの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
3626

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Glue

JobName
実行されるジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NotificationProperty
ジョブ実行通知の設定プロパティを指定します。
必須: いいえ
タイプ: NotificationProperty (p. 3629)
Update requires: No interruption
SecurityConfiguration
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timeout
JobRun のタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、
ジョブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。これに
より、親ジョブで設定したタイムアウト値が上書きされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの Action Structure

AWS::Glue::Trigger Condition
トリガーが起動する条件を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CrawlerName" : String,
"CrawlState" : String,
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}

"JobName" : String,
"LogicalOperator" : String,
"State" : String

YAML
CrawlerName: String
CrawlState: String
JobName: String
LogicalOperator: String
State: String

プロパティ
CrawlerName
この条件が適用されるクローラの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CrawlState
この条件が適用されるクローラの状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JobName
JobRuns のこの条件が適用され、このトリガーが待機するジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogicalOperator
論理演算子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
State
条件の状態。現在サポートされている値は、SUCCEEDED、STOPPED、TIMEOUT、FAILED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの Condition Structure

AWS::Glue::Trigger NotificationProperty
ジョブ実行通知の設定プロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NotifyDelayAfter" : Integer

YAML
NotifyDelayAfter: Integer

プロパティ
NotifyDelayAfter
ジョブの実行が開始された後、ジョブ実行遅延通知を送信するまでの待機時間 (分単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Glue::Trigger Predicate
トリガーがいつ起動するかを決定するトリガーの述語を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Conditions" : [ Condition (p. 3627), ... ],
"Logical" : String

YAML
Conditions:
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- Condition (p. 3627)
Logical: String

プロパティ
Conditions
トリガーがいつ起動するかを決定する条件のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 条件 (p. 3627)のリスト
Update requires: No interruption
Logical
1 つの条件のみが表示されている場合のオプションフィールドです。複数の条件が表示されている場
合、このフィールドは必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Glue デベロッパーガイドの Predicate Structure

AWS::Glue::Workflow
AWS::Glue::Workflow は、AWS Glue ワークフローを管理する AWS Glue リソースタイプです。ワー
クフローは、AWS Glue の一連の関連するジョブ、クローラ、トリガーをまとめるコンテナです。ワーク
フローを使用して複雑なマルチジョブの抽出、変換、およびロード (ETL) アクティビティを設計し、これ
を AWS Glue で 1 つのエンティティとして実行および追跡できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Glue::Workflow",
"Properties" : {
"DefaultRunProperties" : Json,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Glue::Workflow
Properties:
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DefaultRunProperties: Json
Description: String
Name: String
Tags: Json

プロパティ
DefaultRunProperties
ワークフローの各実行の一部として使用されるプロパティのコレクション。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Description
ワークフローの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
フローを表すワークフローの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このワークフローと一緒に使用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ワークフローの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS Ground Station リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::GroundStation::Config (p. 3632)
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• AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup (p. 3655)
• AWS::GroundStation::MissionProfile (p. 3663)

AWS::GroundStation::Config
指定されたパラメータで Config を作成します。
Config オブジェクトは、衛星コンタクトをスケジュールして実行するために必要な詳細を Ground Station
に提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GroundStation::Config",
"Properties" : {
"ConfigData" : ConfigData (p. 3639),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::GroundStation::Config
Properties:
ConfigData:
ConfigData (p. 3639)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ConfigData
config のパラメータを含むオブジェクト。config ごとに指定できるサブタイプは 1 つだけです。各
config サブタイプの説明については、サブタイプの定義を参照してください。
必須: はい
タイプ: ConfigData (p. 3639)
Update requires: No interruption
Name
config オブジェクトの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Tags
リソースに割り当てられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: config の ARN。次に例を
示します。
{ "Ref": "Config" }
Ground Station config の場合、Ref は設定の ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
config の ARN (arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/
tracking/9940bf3b-d2ba-427e-9906-842b5e5d2296 など)。
Id
config の ID (9940bf3b-d2ba-427e-9906-842b5e5d2296 など)。
Type
config のタイプ (tracking など)。

AWS::GroundStation::Config AntennaDownlinkConfig
AWS Ground Station がコンタクト中にダウンリンク用アンテナを設定する方法に関する情報を提供しま
す。ミッションプロファイルでアンテナダウンリンク設定を使用して、生の DigIF 形式でダウンリンク
データを受信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SpectrumConfig" : SpectrumConfig (p. 3650)
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YAML
SpectrumConfig:
SpectrumConfig (p. 3650)

プロパティ
SpectrumConfig
スペクトル設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: SpectrumConfig (p. 3650)
Update requires: No interruption

例
AntennaDownlinkConfig を作成する
次の例では、Ground Station AntennaDownlinkConfig を作成します

JSON
{

}

"AntennaDownlinkConfig": {
"SpectrumConfig": {
"CenterFrequency": {
"Value": 7812,
"Units": "MHz"
},
"Bandwidth": {
"Value": 30,
"Units": "MHz"
},
"Polarization": "RIGHT_HAND"
}
}

YAML
AntennaDownlinkConfig:
SpectrumConfig:
CenterFrequency:
Value: 7812
Units: MHz
Bandwidth:
Value: 30
Units: MHz
Polarization: RIGHT_HAND

AWS::GroundStation::Config AntennaDownlinkDemodDecodeConfig
AWS Ground Station がコンタクト中にダウンリンク用アンテナを設定する方法に関する情報を提供しま
す。復調およびデコードされたダウンリンクデータを受信するには、ミッションプロファイルでアンテナ
ダウンリンク復調デコード設定を使用します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DecodeConfig" : DecodeConfig (p. 3642),
"DemodulationConfig" : DemodulationConfig (p. 3644),
"SpectrumConfig" : SpectrumConfig (p. 3650)

YAML
DecodeConfig:
DecodeConfig (p. 3642)
DemodulationConfig:
DemodulationConfig (p. 3644)
SpectrumConfig:
SpectrumConfig (p. 3650)

プロパティ
DecodeConfig
RF 信号のデコード方法を定義します。
必須: いいえ
タイプ: DecodeConfig (p. 3642)
Update requires: No interruption
DemodulationConfig
RF 信号の復調方法を定義します。
必須: いいえ
タイプ: DemodulationConfig (p. 3644)
Update requires: No interruption
SpectrumConfig
スペクトル設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: SpectrumConfig (p. 3650)
Update requires: No interruption

例
AntennaDownlinkDemodDecodeConfig の作成
次の例では、Ground Station AntennaDownlinkDemodDecodeConfig を作成します
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JSON
{

"AntennaDownlinkDemodDecodeConfig": {
"SpectrumConfig": {
"CenterFrequency": {
"Value": 7812,
"Units": "MHz"
},
"Polarization": "RIGHT_HAND",
"Bandwidth": {
"Value": 30,
"Units": "MHz"
}
},
"DemodulationConfig": {
"UnvalidatedJSON": "{ \"type\":\"QPSK\", \"qpsk\":{ \"carrierFrequencyRecovery\":
{ \"centerFrequency\":{ \"value\":7812, \"units\":\"MHz\" }, \"range\":{ \"value\":250,
\"units\":\"kHz\" } }, \"symbolTimingRecovery\":{ \"symbolRate\":{ \"value\":15, \"units
\":\"Msps\" }, \"range\":{ \"value\":0.75, \"units\":\"ksps\" }, \"matchedFilter\":{ \"type
\":\"ROOT_RAISED_COSINE\", \"rolloffFactor\":0.5 } } } }"
},
"DecodeConfig": {
"UnvalidatedJSON": "{ \"edges\":[ { \"from\":\"I-Ingress\", \"to\":\"IQ-Recombiner
\" }, { \"from\":\"Q-Ingress\", \"to\":\"IQ-Recombiner\" }, { \"from\":\"IQ-Recombiner\",
\"to\":\"CcsdsViterbiDecoder\" }, { \"from\":\"CcsdsViterbiDecoder\", \"to\":\"NrzmDecoder
\" }, { \"from\":\"NrzmDecoder\", \"to\":\"UncodedFramesEgress\" } ], \"nodeConfigs
\":{ \"I-Ingress\":{ \"type\":\"CODED_SYMBOLS_INGRESS\", \"codedSymbolsIngress
\":{ \"source\":\"I\" } }, \"Q-Ingress\":{ \"type\":\"CODED_SYMBOLS_INGRESS\",
\"codedSymbolsIngress\":{ \"source\":\"Q\" } }, \"IQ-Recombiner\":{ \"type\":
\"IQ_RECOMBINER\" }, \"CcsdsViterbiDecoder\":{ \"type\":\"CCSDS_171_133_VITERBI_DECODER\",
\"ccsds171133ViterbiDecoder\":{ \"codeRate\":\"ONE_HALF\" } }, \"NrzmDecoder\":{ \"type\":
\"NRZ_M_DECODER\" }, \"UncodedFramesEgress\":{ \"type\":\"UNCODED_FRAMES_EGRESS\" } } }"
}
}
}

YAML
AntennaDownlinkDemodDecodeConfig:
SpectrumConfig:
CenterFrequency:
Value: 7812
Units: MHz
Polarization: RIGHT_HAND
Bandwidth:
Value: 30
Units: MHz
DemodulationConfig:
UnvalidatedJSON: '{
"type":"QPSK",
"qpsk":{
"carrierFrequencyRecovery":{
"centerFrequency":{
"value":7812,
"units":"MHz"
},
"range":{
"value":250,
"units":"kHz"
}
},
"symbolTimingRecovery":{
"symbolRate":{

API バージョン 2010-05-15
3636

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Ground Station
"value":15,
"units":"Msps"

},
"range":{
"value":0.75,
"units":"ksps"
},
"matchedFilter":{
"type":"ROOT_RAISED_COSINE",
"rolloffFactor":0.5
}

}
}
}'
DecodeConfig:
UnvalidatedJSON: '{
"edges":[
{
"from":"I-Ingress",
"to":"IQ-Recombiner"
},
{
"from":"Q-Ingress",
"to":"IQ-Recombiner"
},
{
"from":"IQ-Recombiner",
"to":"CcsdsViterbiDecoder"
},
{
"from":"CcsdsViterbiDecoder",
"to":"NrzmDecoder"
},
{
"from":"NrzmDecoder",
"to":"UncodedFramesEgress"
}
],
"nodeConfigs":{
"I-Ingress":{
"type":"CODED_SYMBOLS_INGRESS",
"codedSymbolsIngress":{
"source":"I"
}
},
"Q-Ingress":{
"type":"CODED_SYMBOLS_INGRESS",
"codedSymbolsIngress":{
"source":"Q"
}
},
"IQ-Recombiner":{
"type":"IQ_RECOMBINER"
},
"CcsdsViterbiDecoder":{
"type":"CCSDS_171_133_VITERBI_DECODER",
"ccsds171133ViterbiDecoder":{
"codeRate":"ONE_HALF"
}
},
"NrzmDecoder":{
"type":"NRZ_M_DECODER"
},
"UncodedFramesEgress":{
"type":"UNCODED_FRAMES_EGRESS"
}
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}
}'

AWS::GroundStation::Config AntennaUplinkConfig
AWS Ground Station がコンタクト中にアップリンク用アンテナを設定する方法に関する情報を提供しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"SpectrumConfig" : UplinkSpectrumConfig (p. 3654),
"TargetEirp" : Eirp (p. 3646),
"TransmitDisabled" : Boolean

YAML
SpectrumConfig:
UplinkSpectrumConfig (p. 3654)
TargetEirp:
Eirp (p. 3646)
TransmitDisabled: Boolean

プロパティ
SpectrumConfig
スペクトル設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: UplinkSpectrumConfig (p. 3654)
Update requires: No interruption
TargetEirp
アップリンク伝送に使用する等価等方放射電力 (EIRP)。有効な値は 20.0 〜 50.0 dBW です。
必須: いいえ
タイプ: Eirp (p. 3646)
Update requires: No interruption
TransmitDisabled
アップリンク送信が無効化されているかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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例
AntennaUplinkConfig の作成
次の例では、Ground Station AntennaUplinkConfig を作成します

JSON
{

}

"AntennaUplinkConfig": {
"SpectrumConfig": {
"CenterFrequency": {
"Value": 2072.5,
"Units": "MHz"
},
"Polarization": "RIGHT_HAND"
},
"TargetEirp": {
"Value": 20,
"Units": "dBW"
}
}

YAML
AntennaUplinkConfig:
SpectrumConfig:
CenterFrequency:
Value: 2072.5
Units: MHz
Polarization: RIGHT_HAND
TargetEirp:
Value: 20.0
Units: dBW

AWS::GroundStation::Config ConfigData
設定オブジェクトは、アンテナの設定方法とコンタクト中のデータフローについて、Ground Station に情
報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AntennaDownlinkConfig" : AntennaDownlinkConfig (p. 3633),
"AntennaDownlinkDemodDecodeConfig" : AntennaDownlinkDemodDecodeConfig (p. 3634),
"AntennaUplinkConfig" : AntennaUplinkConfig (p. 3638),
"DataflowEndpointConfig" : DataflowEndpointConfig (p. 3641),
"S3RecordingConfig" : S3RecordingConfig (p. 3649),
"TrackingConfig" : TrackingConfig (p. 3652),
"UplinkEchoConfig" : UplinkEchoConfig (p. 3653)

YAML
AntennaDownlinkConfig:
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AntennaDownlinkConfig (p. 3633)
AntennaDownlinkDemodDecodeConfig:
AntennaDownlinkDemodDecodeConfig (p. 3634)
AntennaUplinkConfig:
AntennaUplinkConfig (p. 3638)
DataflowEndpointConfig:
DataflowEndpointConfig (p. 3641)
S3RecordingConfig:
S3RecordingConfig (p. 3649)
TrackingConfig:
TrackingConfig (p. 3652)
UplinkEchoConfig:
UplinkEchoConfig (p. 3653)

プロパティ
AntennaDownlinkConfig
アンテナダウンリンク設定オブジェクトに関する情報を提供します。アンテナダウンリンク設定オブ
ジェクトは、Ground Station (RF over IP ダウンリンク) によって復調やデコードが行われないダウン
リンクのパラメータを提供するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: AntennaDownlinkConfig (p. 3633)
Update requires: No interruption
AntennaDownlinkDemodDecodeConfig
ダウンリンクの復調デコード設定オブジェクトに関する情報を提供します。ダウンリンク復調デコー
ド設定オブジェクトは、Ground Station サービスがダウンリンクされたデータを復調してデコードす
るダウンリンクのパラメータを提供するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: AntennaDownlinkDemodDecodeConfig (p. 3634)
Update requires: No interruption
AntennaUplinkConfig
アップリンク設定オブジェクトに関する情報を提供します。アップリンク設定オブジェクトは、アッ
プリンクコンタクトのパラメータを提供するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: AntennaUplinkConfig (p. 3638)
Update requires: No interruption
DataflowEndpointConfig
データフローエンドポイント設定オブジェクトに関する情報を提供します。データフローエンドポイ
ント設定オブジェクトは、コンタクト中に使用する IP エンドポイントに関するパラメータを提供する
ために使用されます。データフローエンドポイントは、Ground Station がダウンリンクコンタクト中
にデータを送信し、アップリンクコンタクト中に衛星に送信するデータを受信する場所です。
必須: いいえ
タイプ: DataflowEndpointConfig (p. 3641)
Update requires: No interruption
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S3RecordingConfig
S3 記録設定オブジェクトに関する情報を提供します。S3 記録設定オブジェクトは、ダウンリンクコ
ンタクト中の S3 記録用パラメータを提供するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: S3RecordingConfig (p. 3649)
Update requires: No interruption
TrackingConfig
トラッキング設定オブジェクトに関する情報を提供します。トラッキング設定オブジェクトは、コン
タクト中に上空を移動する衛星の追跡方法に関するパラメータを提供するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: TrackingConfig (p. 3652)
Update requires: No interruption
UplinkEchoConfig
アップリンクエコー設定オブジェクトに関する情報を提供します。アップリンクエコー設定オブジェ
クトは、アップリンクコンタクト中のアップリンクエコーのパラメータを提供するために使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: UplinkEchoConfig (p. 3653)
Update requires: No interruption

例
ConfigData の作成
ConfigData には、1 つの設定サブタイプのみを含めることができます。プロパティの詳細については、
設定サブタイプのドキュメントを参照してください。TrackingConfig の例を以下に示します。

JSON
{

}

"TrackingConfig": {
"Autotrack": "PREFERRED"
}

YAML
TrackingConfig:
Autotrack: "PREFERRED"

AWS::GroundStation::Config DataflowEndpointConfig
コンタクト中に使用する IP エンドポイントに関する情報を AWS Ground Station に提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"DataflowEndpointName" : String,
"DataflowEndpointRegion" : String

YAML
DataflowEndpointName: String
DataflowEndpointRegion: String

プロパティ
DataflowEndpointName
コンタクト中に使用するデータフローエンドポイントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataflowEndpointRegion
コンタクト中に使用するデータフローエンドポイントのリージョン。省略すると、Ground Station は
コンタクトのリージョンを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
DataflowEndpointConfig を作成する
次の例では、Ground Station DataflowEndpointConfig を作成します

JSON
{

}

"DataflowEndpointConfig": {
"DataflowEndpointName": "Downlink Demod Decode",
"DataflowEndpointRegion": "us-east-2"
}

YAML
DataflowEndpointConfig:
DataflowEndpointName: "Downlink Demod Decode"
DataflowEndpointRegion: "us-east-2"

AWS::GroundStation::Config DecodeConfig
デコード設定を定義します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"UnvalidatedJSON" : String

YAML
UnvalidatedJSON: String

プロパティ
UnvalidatedJSON
デコード設定は JSON 形式で、データをデコードするために実行する一連のステップを定義します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
DecodeConfig を作成する
次の例では、Ground Station DecodeConfig を作成します

JSON
{

"DecodeConfig": {
"UnvalidatedJSON": "{ \"edges\":[ { \"from\":\"I-Ingress\", \"to\":\"IQ-Recombiner
\" }, { \"from\":\"Q-Ingress\", \"to\":\"IQ-Recombiner\" }, { \"from\":\"IQ-Recombiner\",
\"to\":\"CcsdsViterbiDecoder\" }, { \"from\":\"CcsdsViterbiDecoder\", \"to\":\"NrzmDecoder
\" }, { \"from\":\"NrzmDecoder\", \"to\":\"UncodedFramesEgress\" } ], \"nodeConfigs
\":{ \"I-Ingress\":{ \"type\":\"CODED_SYMBOLS_INGRESS\", \"codedSymbolsIngress
\":{ \"source\":\"I\" } }, \"Q-Ingress\":{ \"type\":\"CODED_SYMBOLS_INGRESS\",
\"codedSymbolsIngress\":{ \"source\":\"Q\" } }, \"IQ-Recombiner\":{ \"type\":
\"IQ_RECOMBINER\" }, \"CcsdsViterbiDecoder\":{ \"type\":\"CCSDS_171_133_VITERBI_DECODER\",
\"ccsds171133ViterbiDecoder\":{ \"codeRate\":\"ONE_HALF\" } }, \"NrzmDecoder\":{ \"type\":
\"NRZ_M_DECODER\" }, \"UncodedFramesEgress\":{ \"type\":\"UNCODED_FRAMES_EGRESS\" } } }"
}
}

YAML
DecodeConfig:
UnvalidatedJSON: '{
"edges":[
{
"from":"I-Ingress",
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"to":"IQ-Recombiner"

},
{

"from":"Q-Ingress",
"to":"IQ-Recombiner"

},
{

"from":"IQ-Recombiner",
"to":"CcsdsViterbiDecoder"

},
{

"from":"CcsdsViterbiDecoder",
"to":"NrzmDecoder"

},
{

"from":"NrzmDecoder",
"to":"UncodedFramesEgress"

}
],
"nodeConfigs":{
"I-Ingress":{
"type":"CODED_SYMBOLS_INGRESS",
"codedSymbolsIngress":{
"source":"I"
}
},
"Q-Ingress":{
"type":"CODED_SYMBOLS_INGRESS",
"codedSymbolsIngress":{
"source":"Q"
}
},
"IQ-Recombiner":{
"type":"IQ_RECOMBINER"
},
"CcsdsViterbiDecoder":{
"type":"CCSDS_171_133_VITERBI_DECODER",
"ccsds171133ViterbiDecoder":{
"codeRate":"ONE_HALF"
}
},
"NrzmDecoder":{
"type":"NRZ_M_DECODER"
},
"UncodedFramesEgress":{
"type":"UNCODED_FRAMES_EGRESS"
}
}

}'

AWS::GroundStation::Config DemodulationConfig
復調設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"UnvalidatedJSON" : String
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YAML
UnvalidatedJSON: String

プロパティ
UnvalidatedJSON
復調設定は JSON 形式で、復調のパラメータを定義します。たとえば、どの変調スキーム
(PSK、QPSK など) や一致したフィルターを使用するかなどです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
DemodulationConfig を作成する
次の例では、Ground Station DemodulationConfig を作成します

JSON
{

"DemodulationConfig": {
"UnvalidatedJSON": "{ \"type\":\"QPSK\", \"qpsk\":{ \"carrierFrequencyRecovery\":
{ \"centerFrequency\":{ \"value\":7812, \"units\":\"MHz\" }, \"range\":{ \"value\":250,
\"units\":\"kHz\" } }, \"symbolTimingRecovery\":{ \"symbolRate\":{ \"value\":15, \"units
\":\"Msps\" }, \"range\":{ \"value\":0.75, \"units\":\"ksps\" }, \"matchedFilter\":{ \"type
\":\"ROOT_RAISED_COSINE\", \"rolloffFactor\":0.5 } } } }"
},
}

YAML
DemodulationConfig:
UnvalidatedJSON: '{
"type":"QPSK",
"qpsk":{
"carrierFrequencyRecovery":{
"centerFrequency":{
"value":7812,
"units":"MHz"
},
"range":{
"value":250,
"units":"kHz"
}
},
"symbolTimingRecovery":{
"symbolRate":{
"value":15,
"units":"Msps"
},
"range":{
"value":0.75,
"units":"ksps"
},
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}

}

"matchedFilter":{
"type":"ROOT_RAISED_COSINE",
"rolloffFactor":0.5
}

}'

AWS::GroundStation::Config Eirp
等方性放射電力 (EIRP) を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Units" : String,
"Value" : Double

YAML
Units: String
Value: Double

プロパティ
Units
EIRP の単位数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
EIRP の値。有効な値は 20.0 〜 50.0 dBW です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

例
EIRP を作成する
次の例では、Ground Station EIRP を作成します

JSON
{

"TargetEirp": {
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}

}

"Value": 20,
"Units": "dBW"

YAML
TargetEirp:
Value: 20.0
Units: dBW

AWS::GroundStation::Config Frequency
頻度を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Units" : String,
"Value" : Double

YAML
Units: String
Value: Double

プロパティ
Units
頻度の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
頻度の値。有効な値は、ダウンリンクの場合は 2200 〜 2300 MHz、7750 〜 8400 MHz、アップリン
クの場合は 2025 〜 2120 MHz です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

例
頻度の作成
次の例では、Ground Station Frequency を作成します
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JSON
{

}

"CenterFrequency": {
"Value": 7812,
"Units": "MHz"
},

YAML
CenterFrequency:
Value: 7812
Units: MHz

AWS::GroundStation::Config FrequencyBandwidth
帯域幅を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Units" : String,
"Value" : Double

YAML
Units: String
Value: Double

プロパティ
Units
帯域幅の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
帯域幅の値。現在、AWS Ground Station には次の帯域幅制限があります。
• AntennaDownlinkDemodDecodeconfig の場合、有効な値は 125 kHz 〜 650 MHz です。
• AntennaDownlinkconfig の場合、有効な値は 10 kHz 〜 54 MHz です。
• AntennaUplinkConfig の場合、有効な値は 10 kHz 〜 54 MHz です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption

例
帯域幅を作成する
次の例では、Ground Station Bandwidth を作成します

JSON
{

}

"Bandwidth": {
"Value": 30,
"Units": "MHz"
},

YAML
Bandwidth:
Value: 30
Units: MHz

AWS::GroundStation::Config S3RecordingConfig
AWS Ground Station がダウンリンクデータを S3 に保存するための情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketArn" : String,
"Prefix" : String,
"RoleArn" : String

YAML
BucketArn: String
Prefix: String
RoleArn: String

プロパティ
BucketArn
データが書き込まれる S3 バケット。指定する S3 バケットの名前は、aws-groundstation で始ま
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Prefix
S3 データオブジェクトのプレフィックス。置換にオプションのキーを使用することを選択した場合、
これらの値は連絡先の詳細から対応する情報に置き換えられます。たとえば、{satellite_id}/
{year}/{month}/{day}/ プレフィックスは fake_satellite_id/2021/01/10/ に置き換えら
れます
置換用オプションキー: {satellite_id} | {config-name} | {config-id} | {year} | {month} |
{day}
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
アーカイブを S3 に配置するために引き受けるロールの ARN を定義します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
S3RecordingConfig を作成する
次の例では、Ground Station S3RecordingConfig を作成します

JSON
{

}

"S3RecordingConfig": {
"BucketArn": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:bucket-name",
"Prefix": "{satellite_id}/{config-name}_{config-id}/{year}/{month}/{day}",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/BucketRole"
}

YAML
S3RecordingConfig:
BucketArn: arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:bucket-name
Prefix: {satellite_id}/{config-name}_{config-id}/{year}/{month}/{day}
RoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/BucketRole

AWS::GroundStation::Config SpectrumConfig
スペクトルを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Bandwidth" : FrequencyBandwidth (p. 3648),
"CenterFrequency" : Frequency (p. 3647),
"Polarization" : String

YAML
Bandwidth:
FrequencyBandwidth (p. 3648)
CenterFrequency:
Frequency (p. 3647)
Polarization: String

プロパティ
Bandwidth
スペクトルの帯域幅。現在、AWS Ground Station には次の帯域幅制限があります。
• AntennaDownlinkDemodDecodeconfig の場合、有効な値は 125 kHz 〜 650 MHz です。
• AntennaDownlinkconfig の場合、有効な値は 10 kHz 〜 54 MHz です。
• AntennaUplinkConfig の場合、有効な値は 10 kHz 〜 54 MHz です。
必須: いいえ
タイプ：FrequencyBandwidth (p. 3648)
Update requires: No interruption
CenterFrequency
スペクトルの中心周波数。有効な値は、ダウンリンクの場合は 2200 〜 2300 MHz、7750 〜 8400
MHz、アップリンクの場合は 2025 〜 2120 MHz です。
必須: いいえ
タイプ: Frequency (p. 3647)
Update requires: No interruption
Polarization
スペクトルの偏光。有効な値は、"RIGHT_HAND" および "LEFT_HAND" です。"RIGHT_HAND" と
"LEFT_HAND" の両方の偏波をキャプチャするには、2 つの個別の設定が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
SpectrumConfig の作成
次の例では、Ground Station SpectrumConfig を作成します
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JSON
{

}

"SpectrumConfig": {
"Bandwidth": {
"Value": 30,
"Units": "MHz"
},
"CenterFrequency": {
"Value": 7812,
"Units": "MHz"
},
"Polarization": "RIGHT_HAND"
}

YAML
SpectrumConfig:
Bandwidth:
Value: 30
Units: MHz
CenterFrequency:
Value: 7812
Units: MHz
Polarization: RIGHT_HAND

AWS::GroundStation::Config TrackingConfig
AWS Ground Station が接触中に空を経由して衛星を追跡する方法に関する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Autotrack" : String

YAML
Autotrack: String

プロパティ
Autotrack
オートトラックを使用するかどうかを指定します。REMOVED は、プログラムトラックがコンタクト中
のみ使用されるように指定します。PREFERRED は、オートトラックがコンタクト中に優先され、信
号が失われた場合にプログラムのトラックにフォールバックするように指定します。REQUIRED は、
オートトラックが接触中に必要であり、信号が失われた場合にプログラムのトラックを使用しないよ
う指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

例
TrackingConfig を作成する
次の例では、Ground Station TrackingConfig を作成します

JSON
{

}

"TrackingConfig": {
"Autotrack": "PREFERRED"
}

YAML
TrackingConfig:
Autotrack: "PREFERRED"

AWS::GroundStation::Config UplinkEchoConfig
AWS Ground Station がアップリンク送信をデータフローエンドポイントにエコーバックする方法に関する
情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AntennaUplinkConfigArn" : String,
"Enabled" : Boolean

YAML
AntennaUplinkConfigArn: String
Enabled: Boolean

プロパティ
AntennaUplinkConfigArn
データフローのエンドポイントにエコーバックするアップリンク config の ARN を定義します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
アップリンクエコーを有効にするかどうか。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

例
UplinkEchoConfig の作成
次の例では、Ground Station UplinkEchoConfig を作成します

JSON
{

"UplinkEchoConfig": {
"AntennaUplinkConfigArn": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"Enabled": true
}
}

YAML
UplinkEchoConfig:
AntennaUplinkConfigArn: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/11111111-1111-1111-1111-111111111111
Enabled: true

AWS::GroundStation::Config UplinkSpectrumConfig
アップリンクスペクトルを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CenterFrequency" : Frequency (p. 3647),
"Polarization" : String

YAML
CenterFrequency:
Frequency (p. 3647)
Polarization: String

プロパティ
CenterFrequency
スペクトルの中心周波数。有効な値は、ダウンリンクの場合は 2200 〜 2300 MHz、7750 〜 8400
MHz、アップリンクの場合は 2025 〜 2120 MHz です。
必須: いいえ
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タイプ: Frequency (p. 3647)
Update requires: No interruption
Polarization
スペクトルの偏光。有効な値は、"RIGHT_HAND" および "LEFT_HAND" です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
アップリンク SpectrumConfig を作成する
次の例では、アップリンク設定の Ground Station SpectrumConfig を作成します。

JSON
{

}

"SpectrumConfig": {

}

"CenterFrequency": {
"Value": 2100,
"Units": "MHz"
},
"Polarization": "RIGHT_HAND"

YAML
SpectrumConfig:
CenterFrequency:
Value: 2100
Units: MHz
Polarization: RIGHT_HAND

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
データフローエンドポイントグループリクエストを作成します。
データフローのエンドポイントグループには、エンドポイントのリストが含まれます。データフローエン
ドポイントグループの名前をミッションプロファイルに指定すると、Ground Station サービスはコンタク
ト中にエンドポイントとフローデータに接続します。
データフローのエンドポイントグループの詳細については、「データフローエンドポイントグループ」を
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup",
"Properties" : {
"EndpointDetails" : [ EndpointDetails (p. 3659), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
Properties:
EndpointDetails:
- EndpointDetails (p. 3659)
Tags:
- Tag

プロパティ
EndpointDetails
各エンドポイントのアドレスとポートを含む [Endpoint Details] のリスト。
必須: はい
タイプ: EndpointDetails (p. 3659) の リスト (p. 3659)
Update requires: No interruption
Tags
リソースに割り当てられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: データフローエンドポイン
トグループの ARN。以下に例を示します。
{ "Ref": "DataflowEndpointGroup" }
Ground Station データフローエンドポイントグループの場合、Ref はデータフローエンドポイントグルー
プの ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
データフローエンドポイントグループの ARN (arn:aws:groundstation:useast-2:1234567890:dataflow-endpoint-group/9940bf3bd2ba-427e-9906-842b5e5d2296など)。
Id
データフローエンドポイントグループの UUID。

例
DataflowEndpointGroup の作成
次の例では、Ground Station DataflowEndpointGroup を作成します

JSON
{

"Resources": {
"myDataflowEndpointGroup": {
"Type": "AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup",
"Properties": {
"EndpointDetails": [
{
"SecurityDetails": {
"SubnetIds": [
"subnet-6782e71e"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-6979fe18"
],
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEBQ4PI"
},
"Endpoint": {
"Name": "myEndpoint",
"Address": {
"Name": "172.10.0.2",
"Port": 44720
},
"Mtu": 1500
}
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
myDataflowEndpointGroup:
Type: AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
Properties:
EndpointDetails:
- SecurityDetails:
SubnetIds:
- subnet-12345678
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SecurityGroupIds:
- sg-87654321
RoleArn: arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEABCDE
Endpoint:
Name: myEndpoint
Address:
Name: 172.10.0.2
Port: 44720
Mtu: 1500

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup DataflowEndpoint
エンドポイントを定義するソケットアドレスや名前などの情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Address" : SocketAddress (p. 3662),
"Mtu" : Integer,
"Name" : String

YAML
Address:
SocketAddress (p. 3662)
Mtu: Integer
Name: String

プロパティ
Address
エンドポイントのアドレスとポート。
必須: いいえ
タイプ: SocketAddress (p. 3662)
Update requires: No interruption
Mtu
データフローエンドポイントの最大伝送ユニット (MTU) サイズ (バイト単位)。有効な値は 1400～
1500 です。設定しないと、デフォルト値の 1500 が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
: エンドポイント名。
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衛星で使用可能な連絡先を一覧表示すると、Ground Station は、選択したミッションプロファイルの
データフローエンドポイント config で指定された値と一致する名前を持つデータフローエンドポイン
トを検索します。一致するデータフローエンドポイントが見つからない場合、Ground Station は衛星
で使用可能な連絡先を表示しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
DataflowEndpoint の作成
次の例では、Ground Station DataflowEndpoint を作成します

JSON
{

}

"Endpoint": {
"Name": "myEndpoint",
"Address": {
"Name": "172.10.0.2",
"Port": 44720
},
"Mtu": 1500

YAML
Endpoint:
Name: myEndpoint
Address:
Name: 172.10.0.2
Port: 44720
Mtu: 1500

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup EndpointDetails
セキュリティの詳細とエンドポイント情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Endpoint" : DataflowEndpoint (p. 3658),
"SecurityDetails" : SecurityDetails (p. 3661)

YAML
Endpoint:
DataflowEndpoint (p. 3658)
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SecurityDetails:
SecurityDetails (p. 3661)

プロパティ
Endpoint
エンドポイントに関する情報 (名前やエンドポイントアドレスなど)。
必須: いいえ
タイプ: DataflowEndpoint (p. 3658)
Update requires: No interruption
SecurityDetails
ロール ARNおよびセキュリティグループとサブネットの ID。
必須: いいえ
タイプ: SecurityDetails (p. 3661)
Update requires: No interruption

例
EndpointDetails の作成
次の例では、Ground Station EndpointDetails を作成します

JSON
{

"EndpointDetails": [
{
"SecurityDetails": {
"SubnetIds": [
"subnet-6782e71e"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-6979fe18"
],
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEBQ4PI"
},
"Endpoint": {
"Name": "myEndpoint",
"Address": {
"Name": "172.10.0.2",
"Port": 44720
},
"Mtu": 1500
}
}
}
}

YAML
EndpointDetails:
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- SecurityDetails:
SubnetIds:
- subnet-12345678
SecurityGroupIds:
- sg-87654321
RoleArn: arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEABCDE
Endpoint:
Name: myEndpoint
Address:
Name: 172.10.0.2
Port: 44720
Mtu: 1500

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup SecurityDetails
この DataflowEndpointGroup に必要な IAM ロール、サブネット、およびセキュリティグループに関する情
報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RoleArn" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
RoleArn: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
RoleArn
Ground Station が継承するアクセス許可のあるロールの
ARN。arn:aws:iam::1234567890:role/DataDeliveryServiceRole など。
Ground Station はこのロールを継承し、データフローエンドポイントグループの作成時に、指定した
サブネット上の VPC に ENI を作成します。この ENI は、衛星通信中にストリーミングされるデータ
の入出力ポイントとして使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
セキュリティロールのセキュリティグループ ID。sg-1234567890abcdef0 など。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
セキュリティ詳細のサブネット ID。subnet-12345678 など。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

例
SecurityDetails の作成
次の例では、Ground Station SecurityDetails を作成します

JSON
{

"SecurityDetails": {
"SubnetIds": [
"subnet-6782e71e"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-6979fe18"
],
"RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEBQ4PI"
}
}

YAML
SecurityDetails:
SubnetIds:
- subnet-12345678
SecurityGroupIds:
- sg-87654321
RoleArn: arn:aws:iam::012345678910:role/groundstation-service-roleAWSServiceRoleForAmazonGroundStation-EXAMPLEABCDE

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup SocketAddress
エンドポイントのアドレス。192.168.1.1 など。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,
"Port" : Integer
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}

YAML
Name: String
Port: Integer

プロパティ
Name
エンドポイントの名前 (Endpoint 1 など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
エンドポイントのポート。55888 など。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

例
SocketAddress の作成
次の例では、Ground Station SocketAddress を作成します

JSON
{

}

"Address": {
"Name": "172.10.0.2",
"Port": 44720
}

YAML
Address:
Name: 172.10.0.2
Port: 44720

AWS::GroundStation::MissionProfile
ミッションプロファイルは、パラメータを指定し、設定オブジェクトへの参照を提供して、Ground
Station がコンタクトを一覧表示して実行する方法を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
3663

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Ground Station

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GroundStation::MissionProfile",
"Properties" : {
"ContactPostPassDurationSeconds" : Integer,
"ContactPrePassDurationSeconds" : Integer,
"DataflowEdges" : [ DataflowEdge (p. 3667), ... ],
"MinimumViableContactDurationSeconds" : Integer,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TrackingConfigArn" : String
}

YAML
Type: AWS::GroundStation::MissionProfile
Properties:
ContactPostPassDurationSeconds: Integer
ContactPrePassDurationSeconds: Integer
DataflowEdges:
- DataflowEdge (p. 3667)
MinimumViableContactDurationSeconds: Integer
Name: String
Tags:
- Tag
TrackingConfigArn: String

プロパティ
ContactPostPassDurationSeconds
コンタクトの終了後、パスが終了したことを示す CloudWatch イベントの受信を希望する時間 (秒単
位)。CloudWatch イベントの詳細については、「What Is CloudWatch Events?」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ContactPrePassDurationSeconds
コンタクト開始前に、今後のパスを示す CloudWatch イベントの受信を希望する時間 (秒単
位)。CloudWatch イベントの詳細については、「What Is CloudWatch Events?」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DataflowEdges
設定 ARN のリストを含むリスト。設定 ARN の各リストは、「from」設定と「to」設定を持つエッジ
です。
必須: はい
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タイプ: DataflowEdge (p. 3667) のリスト
Update requires: No interruption
MinimumViableContactDurationSeconds
コンタクトの一覧表示時に Ground Station が返すコンタクトの最小長 (秒)。Ground Station が返すコ
ンタクトがこの期間より短くなることはありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
ミッションプロファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ミッションプロファイルに割り当てられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TrackingConfigArn
コンタクト中に上空を移動する衛星の追跡方法を定義するトラッキング設定オブジェクトの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ミッションプロファイルの
ARN。以下に例を示します。
{ "Ref": "MissionProfile" }
Ref は、ミッションプロファイルの ARN を返します。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
ミッションプロファイルの ARN。arn:aws:groundstation:useast-2:1234567890:mission-profile/9940bf3b-d2ba-427e-9906-842b5e5d2296 など。
Id
ミッションプロファイルの ID。9940bf3b-d2ba-427e-9906-842b5e5d2296 など。
Region
ミッションプロファイルのリージョン。

例
ダウンリンクとアップリンクを持つミッションプロファイル
次の例は、コンタクト中にダウンリンクとアップリンクの両方を使用するミッションプロファイルを作成
する方法を示しています。
作成されるミッションプロファイルには、My Mission Profile という名前が付きます。CloudWatch
イベントは、コンタクトが開始する 120 秒前、コンタクトが完了してから 180 秒後に送信されます。こ
のミッションプロファイルが選択された状態で利用可能なコンタクトを一覧表示すると、期間が 300 秒未
満のコンタクトは返されません。
衛星は、上空を移動中、参照された追跡設定で指定された方法を使用して追跡されます。
リスト内の最初のデータフローエッジは、ダウンリンクコンタクトのデータフローを指定する方法を示し
ています。データはアンテナからデータフローエンドポイントに配信されます。データの具体的な流れは
次のとおりです。
• このアンテナダウンリンクの設定で定義されたパラメータを使用して、アンテナから:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111
• このデータフローのエンドポイント設定に定義されているデータフローのエンドポイントへ:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222
リスト内の 2 番目のデータフローエッジは、アップリンクコンタクトのデータフローを指定する方法を示
しています。データはデータフローエンドポイントからアンテナに配信され、人工衛星に送信されます。
データの具体的な流れは次のとおりです。
• このデータフローのエンドポイント設定に定義されているデータフローのエンドポイントから:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333
• このアンテナアップリンクの設定で定義されたパラメータを使用して、アンテナへ:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444

JSON
{

"Resources": {
"MyMissionProfile": {
"Type": "AWS::GroundStation::MissionProfile",
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"Properties": {
"Name": "My Mission Profile",
"ContactPrePassDurationSeconds": 120,
"ContactPostPassDurationSeconds": 180,
"MinimumViableContactDurationSeconds": 300,
"TrackingConfigArn": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/
tracking/00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"DataflowEdges": [
{
"Source": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"Destination": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222"
},
{
"Source": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333",
"Destination": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444"
}
]
}
}
}
}

YAML
Resources:
MyMissionProfile:
Type: AWS::GroundStation::MissionProfile
Properties:
Name: "Mission Profile"
ContactPrePassDurationSeconds: 120
ContactPostPassDurationSeconds: 180
MinimumViableContactDurationSeconds: 300
TrackingConfigArn: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/
tracking/00000000-0000-0000-0000-000000000000
DataflowEdges:
- Source: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111
Destination: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222
- Source: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333
Destination: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444

AWS::GroundStation::MissionProfile DataflowEdge
データフローエッジは、コンタクト中にデータが流れる場所と場所を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Destination" : String,
"Source" : String

YAML
Destination: String
Source: String

プロパティ
Destination
このデータフローエッジ送信先の ARN。たとえば、ダウンリンクエッジにはデータフローエンドポイ
ント設定の ARN、アップリンクエッジにはアンテナアップリンク設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source
このデータフローエッジのソースの ARN。たとえば、ダウンリンクエッジにはアンテナダウンリンク
設定の ARN、アップリンクエッジにはデータフローエンドポイント設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
ダウンリンクデータフローエッジ
下のデータフローエッジは、ダウンリンクコンタクトのデータフローを指定する方法を示しています。
データはアンテナからデータフローエンドポイントに配信されます。データの具体的な流れは次のとおり
です。
• このアンテナダウンリンクの設定で定義されたパラメータを使用して、アンテナから:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111
• このデータフローのエンドポイント設定に定義されているデータフローのエンドポイントへ:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222

JSON
"DataflowEdges": [
{
"Source": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111",
"Destination": "arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222"
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]

}

YAML
DataflowEdges:
- Source: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennadownlink/11111111-1111-1111-1111-111111111111
Destination: arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/22222222-2222-2222-2222-222222222222

アップリンクデータフローエッジ
下のデータフローエッジは、アップリンクコンタクトのデータフローを指定する方法を示しています。
データはデータフローエンドポイントからアンテナに配信され、人工衛星に送信されます。データの具体
的な流れは次のとおりです。
• このデータフローのエンドポイント設定に定義されているデータフローのエンドポイントから:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333
• このアンテナアップリンクの設定で定義されたパラメータを使用して、アンテナへ:
• arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444

JSON
"DataflowEdges": [
[
"arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333",
"arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444"
]
]

YAML
DataflowEdges:
- - arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/dataflowendpoint/33333333-3333-3333-3333-333333333333
- arn:aws:groundstation:us-east-2:1234567890:config/antennauplink/44444444-4444-4444-4444-444444444444

Amazon GuardDuty リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::GuardDuty::Detector (p. 3670)
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• AWS::GuardDuty::Filter (p. 3672)
• AWS::GuardDuty::IPSet (p. 3679)
• AWS::GuardDuty::Master (p. 3681)
• AWS::GuardDuty::Member (p. 3683)
• AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet (p. 3685)

AWS::GuardDuty::Detector
AWS::GuardDuty::Detector リソースは、新しい Amazon GuardDuty ディテクターを指定します。
ディテクターは、Amazon GuardDuty サービスを表すオブジェクトです。ディテクターは、Amazon
GuardDuty が動作するために必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::Detector",
"Properties" : {
"DataSources" : CFNDataSourceConfigurations (p. 3671),
"Enable" : Boolean,
"FindingPublishingFrequency" : String
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::Detector
Properties:
DataSources:
CFNDataSourceConfigurations (p. 3671)
Enable: Boolean
FindingPublishingFrequency: String

プロパティ
DataSources
ディテクターに対して有効にするデータソースを定義します。
必須: いいえ
タイプ: CFNDataSourceConfigurations (p. 3671)
Update requires: No interruption
Enable
ディテクターを作成時に有効にするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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FindingPublishingFrequency
更新された検出結果をエクスポートする頻度を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FIFTEEN_MINUTES | ONE_HOUR | SIX_HOURS
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ディテクターの一意 の ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ディテクターリソースを宣言する
次の例では、GuardDuty Detector リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
"mydetector": {
"Type" : "AWS::GuardDuty::Detector",
"Properties" : {
"Enable" : True,
"FindingPublishingFrequency" : "FIFTEEN_MINUTES"
}
}

YAML
mydetector:
Type: AWS::GuardDuty::Detector
Properties:
Enable: True
FindingPublishingFrequency: FIFTEEN_MINUTES

AWS::GuardDuty::Detector CFNDataSourceConfigurations
ディテクターの作成時に S3 データイベントログをデータソースとして有効にするかどうかを定義しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"S3Logs" : CFNS3LogsConfiguration (p. 3672)

YAML
S3Logs:
CFNS3LogsConfiguration (p. 3672)

プロパティ
S3Logs
S3 データイベントログをデータソースとして有効にするかどうかを定義します。
必須: いいえ
タイプ: CFNS3LogsConfiguration (p. 3672)
Update requires: No interruption

AWS::GuardDuty::Detector CFNS3LogsConfiguration
ディテクターの作成時に S3 データイベントログをデータソースとして有効にするかどうかを定義しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enable" : Boolean

YAML
Enable: Boolean

プロパティ
Enable
データソースとしての S3 データイベントログのステータス。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::GuardDuty::Filter
AWS::GuardDuty::Filter リソースは、提供された findingCriteria により定義される新しいフィ
ルターを指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::Filter",
"Properties" : {
"Action" : String,
"Description" : String,
"DetectorId" : String,
"FindingCriteria" : FindingCriteria (p. 3677),
"Name" : String,
"Rank" : Integer
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::Filter
Properties:
Action: String
Description: String
DetectorId: String
FindingCriteria:
FindingCriteria (p. 3677)
Name: String
Rank: Integer

プロパティ
Action
フィルターに一致する結果に適用されるアクションを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ARCHIVE | NOOP
Update requires: No interruption
Description
フィルターの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 512
Update requires: No interruption
DetectorId
フィルタを作成する GuardDuty アカウントに属するディテクターの ID。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: Replacement
FindingCriteria
結果のクエリのフィルターに使用する条件を表します。
必須: はい
タイプ: FindingCriteria (p. 3677)
Update requires: No interruption
Name
フィルターの名前。最小長は 3 です。最大長は 64 です。有効な文字は、英数字、ドット (.)、アン
ダースコア (_)、ダッシュ (-) です。スペースは使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 64
Update requires: Replacement
Rank
現在のフィルターのリストにおけるフィルターの位置を指定します。このフィルターが結果に適用さ
れる順序も指定します。

Important
デフォルトでは、フィルタはランク付けと同じ順序で作成されません。フィルタが正しい
順序で作成されるようにするには、オプションの DependsOn 属性を、次の構文で使用しま
す。"DependsOn":[ "ObjectName" ]この属性の使用方法の詳細については、こちらを
ご覧ください。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
フィルターの名前 (SampleFilter など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref
は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
リソースフィルターを宣言する
次の例では、GuardDuty Filter リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
{

}

"Type": "AWS::GuardDuty::Filter",
"Properties": {
"Action": "ARCHIVE",
"Description": "SampleFilter",
"DetectorId": "a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0",
"FindingCriteria": {
"Criterion": {
"updatedAt": {
"Gte": 0
},
"severity": {
"Gte": 0
}
},
"Rank": 1,
"Name": "SampleFilter"
}

YAML
Type: "AWS::GuardDuty::Filter"
Properties:
Action : "ARCHIVE"
Description : "SampleFilter"
DetectorId : "a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0"
FindingCriteria :
Criterion:
"updatedAt":
Gte: 0
"severity":
Gte: 0
Rank : 1
Name : "SampleFilter"

AWS::GuardDuty::Filter Condition
GuardDuty 結果のフィルタリング時に単一のフィールドに適用する条件を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Eq" : [ String, ... ],
"Gte" : Integer,
"Lt" : Integer,
"Lte" : Integer,
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}

"Neq" : [ String, ... ]

YAML
Eq:
- String
Gte: Integer
Lt: Integer
Lte: Integer
Neq:
- String

プロパティ
Eq
結果のクエリ時に単一のフィールドに適用する「等しい」条件を表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Gte
結果のクエリ時に単一のフィールドに適用する「以上」条件を表します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Lt
結果のクエリ時に単一のフィールドに適用する「より小さい」条件を表します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Lte
結果のクエリ時に単一のフィールドに適用する「以下」条件を表します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Neq
結果のクエリ時に単一のフィールドに適用する「等しくない」条件を表します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

AWS::GuardDuty::Filter FindingCriteria
結果のクエリ時に指定した条件と値に一致する結果プロパティのマップを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Criterion" : Json,
"ItemType" : Condition (p. 3675)

YAML
Criterion: Json
ItemType:
Condition (p. 3675)

プロパティ
Criterion
結果のクエリ時に指定した条件と値に一致する結果プロパティのマップを表します。
JSON の基準とそれに相当するコンソールのマッピングについては、「Finding criteria」を参照してく
ださい。使用可能な基準は次のとおりです。
• accountId
• リージョン
• 信頼度
• id
• resource.accessKeyDetails.accessKeyId
• resource.accessKeyDetails.principalId
• resource.accessKeyDetails.userName
• resource.accessKeyDetails.userType
• resource.instanceDetails.iamInstanceProfile.id
• resource.instanceDetails.imageId
• resource.instanceDetails.instanceId
• resource.instanceDetails.outpostArn
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.ipv6Addresses
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.privateIpAddresses.privateIpAddress
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.publicDnsName
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.publicIp
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.securityGroups.groupId
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.securityGroups.groupName
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.subnetId
• resource.instanceDetails.networkInterfaces.vpcId
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• resource.instanceDetails.tags.key
•
•
•
•
•

resource.instanceDetails.tags.value
resource.resourceType
service.action.actionType
service.action.awsApiCallAction.api
service.action.awsApiCallAction.callerType

• service.action.awsApiCallAction.errorCode
• service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.city.cityName
• service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.country.countryName
• service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.ipAddressV4
• service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.organization.asn
• service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.organization.asnOrg
• service.action.awsApiCallAction.serviceName
• service.action.dnsRequestAction.domain
• service.action.networkConnectionAction.blocked
• service.action.networkConnectionAction.connectionDirection
• service.action.networkConnectionAction.localPortDetails.port
• service.action.networkConnectionAction.protocol
• service.action.networkConnectionAction.localIpDetails.ipAddressV4
• service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.city.cityName
• service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.country.countryName
• service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.ipAddressV4
• service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.organization.asn
• service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.organization.asnOrg
• service.action.networkConnectionAction.remotePortDetails.port
• service.additionalInfo.threatListName
• service.archived
この属性を TRUE に設定すると、アーカイブされた結果のみが表示されます。FALSE に設定する
と、アーカイブされていない結果のみが表示されます。この属性が設定されていない場合、既存の
すべての結果が表示されます。
• service.resourceRole
• severity
• type
• updatedAt
タイプ: ISO 8601 文字列形式: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSSZ あるいは YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ は、含まれている値がミリセカンドであるかどうかに応じます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ItemType
結果のフィルタリング時に単一のフィールドに適用する条件を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 条件 (p. 3675)
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Update requires: No interruption

AWS::GuardDuty::IPSet
AWS::GuardDuty::IPSet リソースは、新しい IPSet を指定します。IPSet は、AWS インフラストラ
クチャやアプリケーションと安全な通信が許可される、信頼できる IP アドレスのリストです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::IPSet",
"Properties" : {
"Activate" : Boolean,
"DetectorId" : String,
"Format" : String,
"Location" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::IPSet
Properties:
Activate: Boolean
DetectorId: String
Format: String
Location: String
Name: String

プロパティ
Activate
GuardDuty が IPSet を使用するかどうかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DetectorId
IPSet を作成する GuardDuty アカウントのディテクターの一意の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: Replacement
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Format
IPSet を含むファイルの形式。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALIEN_VAULT | FIRE_EYE | OTX_CSV | PROOF_POINT | STIX | TXT
Update requires: Replacement
Location
IPSet を含むファイルの URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: No interruption
Name
IPSet を識別するわかりやすい名前。
使用できる文字は、英数字、スペース、ハイフン (-)、アンダースコア (_) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : IPSet の一意の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IPSet リソースを宣言する
次の例では、GuardDuty IPSet リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
"myipset": {
"Type" : "AWS::GuardDuty::IPSet",
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}

"Properties" : {
"Activate" : True,
"DetectorId" : "12abc34d567e8f4912ab3d45e67891f2",
"Format" : "TXT",
"Location" : "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mybucket/myipset.txt",
"Name" : "MyIPSet"
}

YAML
myipset:
Type: AWS::GuardDuty::IPSet
Properties:
Activate: True
DetectorId: "12abc34d567e8f4912ab3d45e67891f2"
Format: "TXT"
Location: "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mybucket/myipset.txt"
Name: "MyIPSet"

AWS::GuardDuty::Master
GuardDuty メンバーアカウントで AWS::GuardDuty::Master リソースを使用して、GuardDuty
管理者アカウントからの招待を受け入れることができます。メンバーアカウントへの招待
は、AWS::GuardDuty::Master リソースを使用して、管理者アカウントの招待を受け入れる前に送信
する必要があります。Amazon GuardDuty API の InviteMembers オペレーションを使用して、または
AWS::GuardDuty::Member リソースを作成して、メンバーアカウントを招待することができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::Master",
"Properties" : {
"DetectorId" : String,
"InvitationId" : String,
"MasterId" : String
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::Master
Properties:
DetectorId: String
InvitationId: String
MasterId: String

プロパティ
DetectorId
GuardDuty メンバーアカウントのディテクターの一意の ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: Replacement
InvitationId
メンバーアカウントに指定されたアカウントに送信された招待の ID。GuardDuty API の ListInvitation
アクションを使用して招待 ID 見つけることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterId
GuardDuty 管理者アカウントとして指定されたアカウントの AWS アカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 012345678901 な
ど、GuardDuty 管理者アカウントの一意の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
マスターリソースを宣言する
GuardDuty Master リソースを宣言するには

JSON
"GDMaster": {
"Type" : "AWS::GuardDuty::Master",
"Properties" : {
"DetectorId" : "a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0",
"MasterId" : "012345678901",
"InvitationId" : "84b097800250d17d1872b34c4daadcf5"
}
}

YAML
GDMaster:
Type: AWS::GuardDuty::Master
Properties:
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DetectorId: "a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0"
MasterId: "012345678901"
InvitationId: "84b097800250d17d1872b34c4daadcf5"

AWS::GuardDuty::Member
AWS::GuardDuty::Member リソースを使用して、AWS アカウントを GuardDuty メンバーアカウント
として現在の GuardDuty 管理者アカウントに追加することができます。Status プロパティの値が指定
されていない場合、または Created に設定されている場合、メンバーアカウントは作成されますが招
待されません。Status プロパティの値が Invited に設定されている場合は、メンバーアカウントが
作成され、招待されます。AWS::GuardDuty::Member リソースは、GuardDuty メンバーアカウントに
AWS::GuardDuty::Master リソースを作成する前に、Status プロパティを Invited に設定して作成
する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::Member",
"Properties" : {
"DetectorId" : String,
"DisableEmailNotification" : Boolean,
"Email" : String,
"MemberId" : String,
"Message" : String,
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::Member
Properties:
DetectorId: String
DisableEmailNotification: Boolean
Email: String
MemberId: String
Message: String
Status: String

プロパティ
DetectorId
メンバーを追加する GuardDuty サービスに関連付けられたディテクターの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DisableEmailNotification
招待する メンバーアカウントに対する E メール通知を無効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Email
メンバーアカウントに関連付けられている E メールアドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MemberId
メンバーとして指定するアカウントの AWS アカウント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Message
メンバーとして GuardDuty に招待するアカウントに送信する招待メッセージ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
Status プロパティを使用して、メンバーアカウントとその管理者アカウント間の関係のステータス
を更新できます。AWS::GuardDuty::Member リソースを使用する場合、有効な値は Created およ
び Invited です。このプロパティの値が指定されていない場合、または Created に設定されている
場合、メンバーアカウントは作成されますが招待されません。このプロパティの値が Invited に設
定されている場合は、メンバーアカウントが作成され、招待されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 012345678901 な
ど、GuardDuty メンバーアカウントの一意の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
メンバーリソースを宣言する
次の例では、GuardDuty Member リソースを宣言する方法を示しています。
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JSON
"GDmaster": {
"Type": "AWS::GuardDuty::Member",
"Properties": {
"Status": "Invited",
"MemberId": "012345678901",
"Email": "guarddutymember@amazon.com",
"Message": "You are invited to enable Amazon Guardduty.",
"DetectorId": "a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0",
"DisableEmailNotification": true
}
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::Member
Properties:
Status: Invited
MemberId: 012345678901
Email: guarddutymember@amazon.com
Message: You are invited to enable Amazon Guardduty.
DetectorId: a12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0
DisableEmailNotification: true

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet リソースは、新しい ThreatIntelSet を指定しま
す。ThreatIntelSet は既知の悪意のある IP アドレスで構成されます。GuardDuty は、アクティブ化さ
れているとき、ThreatIntelSet に基づいて結果を生成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet",
"Properties" : {
"Activate" : Boolean,
"DetectorId" : String,
"Format" : String,
"Location" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet
Properties:
Activate: Boolean
DetectorId: String
Format: String
Location: String
Name: String
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プロパティ
Activate
GuardDuty がアップロードした ThreatIntelSet の使用を開始するかどうかを示すブール値。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DetectorId
ThreatIntelSet を作成する GuardDuty アカウントのディテクターの一意の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: Replacement
Format
ThreatIntelSet を含むファイルの形式。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALIEN_VAULT | FIRE_EYE | OTX_CSV | PROOF_POINT | STIX | TXT
Update requires: Replacement
Location
ThreatIntelSet を含むファイルの URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: No interruption
Name
この ThreatIntelSet に含まれる IP アドレスを使用するアクティビティによって生成されるすべての結
果に表示される、わかりやすい ThreatIntelSet 名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : ThreatIntelSet の一
意の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ThreatIntelSet リソースを宣言する
次の例では、GuardDuty ThreatIntelSet リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
"mythreatintelset": {
"Type": "AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet",
"Properties": {
"Activate": true,
"DetectorId": "12abc34d567e8f4912ab3d45e67891f2",
"Format": "TXT",
"Location": "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mybucket/mythreatintelset.txt",
"Name": "MyThreatIntelSet"
}
}

YAML
mythreatintelset:
Type: AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet
Properties:
Activate: true
DetectorId: "12abc34d567e8f4912ab3d45e67891f2"
Format: "TXT"
Location: "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mybucket/mythreatintelset.txt"
Name: "MyThreatIntelSet"

AWS Identity and Access Management リソースタイ
プのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IAM::AccessKey (p. 3688)
•
•
•
•
•

AWS::IAM::Group (p. 3690)
AWS::IAM::InstanceProfile (p. 3693)
AWS::IAM::ManagedPolicy (p. 3696)
AWS::IAM::OIDCProvider (p. 3701)
AWS::IAM::Policy (p. 3703)

•
•
•
•

AWS::IAM::Role (p. 3707)
AWS::IAM::SAMLProvider (p. 3716)
AWS::IAM::ServerCertificate (p. 3718)
AWS::IAM::ServiceLinkedRole (p. 3721)
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• AWS::IAM::User (p. 3724)
• AWS::IAM::UserToGroupAddition (p. 3729)
• AWS::IAM::VirtualMFADevice (p. 3730)

AWS::IAM::AccessKey
指定のユーザーに対し、新しい AWS シークレットアクセスキーと、対応する AWS アクセスキー ID を作
成します。新規キーのデフォルトステータスは Active です。
ユーザー名を指定しない場合、リクエストに署名する AWS アクセスキー ID に基づいて、IAM によりユー
ザー名が暗黙的に決定されます。このオペレーションは、AWS アカウント でのアクセスキーで動作しま
す。したがって、このオペレーションを使用して AWS アカウント のルートユーザーの認証情報を管理し
ます。これは、AWS アカウント に関連付けられたユーザーがない場合にも当てはまります。
作成できるキー数のクォータの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM および AWS STS クォータを
参照してください。

Important
お客様の AWS アカウント のセキュリティを確保するため、シークレットアクセスキーにアク
セスできるのはキーおよびユーザーの作成時のみです。再度アクセスしたい場合には、キーを保
存しなければなりません（テキストファイル内など）。アクセスキーを紛失した場合、関連ユー
ザー用のキーを削除した後に新しくキーを作成することができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::AccessKey",
"Properties" : {
"Serial" : Integer,
"Status" : String,
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::IAM::AccessKey
Properties:
Serial: Integer
Status: String
UserName: String

プロパティ
Serial
これは CloudFormation に固有の値であり、増分のみ可能となっています。この値をインクリメント
すると、アクセスキーをローテーションする要望が CloudFormation に通知されます。スタックを更
新すると、CloudFormation によって既存のアクセスキーが新しいキーに置き換えられます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: Replacement
Status
アクセスキーのステータス。Active はキーが API コールに有効であることを意味し、Inactive は
無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Active | Inactive
Update requires: No interruption
UserName
新しいキーが属する IAM ユーザーの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AccessKeyId。例:
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SecretAccessKey
指定された AWS::IAM::AccessKey リソースのシークレットアクセスキーを返します。例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY。

以下の資料も参照してください。
• AWS::IAM::AccessKey テンプレートのスニペット例を表示するには、IAM アクセスキーリソースの
宣言を参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateAccessKey
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AWS::IAM::Group
新しいグループを作成します。
作成できるグループ数については、IAM ユーザーガイドの IAM エンティティに関する制限事項を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::Group",
"Properties" : {
"GroupName" : String,
"ManagedPolicyArns" : [ String, ... ],
"Path" : String,
"Policies" : [ Policy (p. 3692), ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::Group
Properties:
GroupName: String
ManagedPolicyArns:
- String
Path: String
Policies:
- Policy (p. 3692)

プロパティ
GroupName
作成するグループの名前。この値にパスを含めないでください。
グループ名はアカウント内で一意である必要があります。グループ名は大文字と小文字が区別されま
せん。たとえば、「ADMINS」と「admins」の両方の名前のグループを作成することはできません。
名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID をグループ名とし
て使用します。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
名前を指定した場合、テンプレートの機能を承認するために CAPABILITY_NAMED_IAM 値を指定する
必要があります。詳細については、AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参
照してください。

Important
IAM リソースに名前を付けると、複数のリージョンで同じテンプレートを再利用した場
合に、回復不能なエラーが発生する場合があります。これを防止するために、Fn::Join
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と AWS::Region を使用して、次の例のように地域固有の名前を作成することをお
勧めします (例 {"Fn::Join": ["", [{"Ref": "AWS::Region"}, {"Ref":
"MyResourceName"}]]})。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ManagedPolicyArns
アタッチする IAM ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。
ARN の詳細については、AWS 全般のリファレンスの Amazon リソースネーム (ARN) を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Path
グループへのパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照してくだ
さい。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
Update requires: No interruption
Policies
指定の IAM グループに埋め込まれたインラインポリシードキュメントを追加または更新しま
す。AWS::IAM::Group のスニペットを表示するには、IAM グループリソースの宣言を参照してくださ
い。

Important
ロール、ユーザー、またはグループの各インラインポリシー名は一意である必要がありま
す。一意の名前を選択しない場合、IAM アイデンティティの更新は失敗します。
グループに埋め込むことができるインラインポリシー数の制限については、IAM ユーザーガイドの
IAM エンティティに関する制限事項を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ポリシー (p. 3692)のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: GroupName。例:
mystack-mygroup-1DZETITOWEKVO。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::IAM::Group リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。例:
arn:aws:iam::123456789012:group/mystack-mygroup-1DZETITOWEKVO。

以下の資料も参照してください。
• AWS::IAM::Group テンプレートのスニペット例を表示するには、IAM グループリソースの宣言を参照
してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateGroup

AWS::IAM::Group Policy
アタッチされたポリシーに関する情報を含みます。
アタッチされたポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールにアタッチされている管理ポリシーで
す。
マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドのマネージドポリシーとインラインポリ
シーを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PolicyDocument" : Json,
"PolicyName" : String

YAML
PolicyDocument: Json
PolicyName: String
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プロパティ
PolicyDocument
ポリシードキュメント｡
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
最大: 131072
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
PolicyName
ポリシーを識別するわかりやすい名前 (ARN ではない)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの PolicyDetail

AWS::IAM::InstanceProfile
新しいインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルの詳細については、「インス
タンスプロファイルの使用」を参照してください。
作成できるインスタンスプロファイルの数については、IAM ユーザーガイドの IAM オブジェクトクォー
タを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties" : {
"InstanceProfileName" : String,
"Path" : String,
"Roles" : [ String, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
InstanceProfileName: String
Path: String
Roles:
- String

プロパティ
InstanceProfileName
作成するインスタンスプロファイルの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement
Path
インスタンスプロファイルへのパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM
Identifiers」を参照してください。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
Update requires: Replacement
Roles
インスタンスプロファイルに関連付けるロールの名前。同時に EC2 インスタンスに割り当てることが
できるのは 1 つのロールだけです。インスタンスのすべてのアプリケーションは、同じロールとアク
セス許可を共有します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "MyProfile" }
論理 ID MyProfile がある AWS::IAM::InstanceProfile リソースの場合、Ref はインスタンスプロ
ファイルの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
インスタンスプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次に例を示します。
{"Fn::GetAtt" : ["MyProfile", "Arn"] }
これは、arn:aws:iam::1234567890:instance-profile/MyProfile-ASDNSDLKJ などの値を
返します。

例
IAM インスタンスプロファイル
この例では、InstanceProfile リソースは、名前「MyRole」を指定してロールを参照します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ {
"Ref": "MyRole"
} ]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
MyInstanceProfile:
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Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Path: "/"
Roles:
Ref: "MyRole"

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateInstanceProfile

AWS::IAM::ManagedPolicy
AWS アカウント 用に新しいマネージドポリシーを作成します。
このオペレーションでは、v1 のバージョン識別子を持つポリシーバージョンが作成され、ポリシーのデ
フォルトバージョンとして v1 が設定されます。ポリシーのバージョンの詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「管理ポリシーのバージョニング」を参照してください。
ベストプラクティスとして、IAM ポリシーを検証できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM ポリシーの検証」をご参照ください。
管理ポリシー全般の詳細については、IAM ユーザーガイドの「管理ポリシーとインラインポリシー」を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::ManagedPolicy",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Groups" : [ String, ... ],
"ManagedPolicyName" : String,
"Path" : String,
"PolicyDocument" : Json,
"Roles" : [ String, ... ],
"Users" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::ManagedPolicy
Properties:
Description: String
Groups:
- String
ManagedPolicyName: String
Path: String
PolicyDocument: Json
Roles:
- String
Users:
- String
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プロパティ
Description
ポリシーのわかりやすい説明。
一般的に、ポリシーで定義されたアクセス許可についての情報を保存するために使用されます。たと
えば、「本番 DynamoDB テーブルへのアクセス権を付与します」。
このポリシーの説明は変更できません。値が割り当てられた後で変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
Update requires: Replacement
Groups
ポリシーをアタッチするグループの名前 (ARN ではなく、わかりやすい名前)。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption
ManagedPolicyName
ポリシーのわかりやすい名前。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
名前を指定した場合、テンプレートの機能を承認するために CAPABILITY_NAMED_IAM 値を指定する
必要があります。詳細については、AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参
照してください。

Important
IAM リソースに名前を付けると、複数のリージョンで同じテンプレートを再利用した場
合に、回復不能なエラーが発生する場合があります。これを防止するために、Fn::Join
と AWS::Region を使用して、次の例のように地域固有の名前を作成することをお
勧めします (例 {"Fn::Join": ["", [{"Ref": "AWS::Region"}, {"Ref":
"MyResourceName"}]]})。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Path
ポリシーのパス。
パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照してください。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: ((/[A-Za-z0-9\.,\+@=_-]+)*)/
Update requires: Replacement
PolicyDocument
新しいポリシーのコンテンツとして使用する JSON ポリシードキュメント。
IAM では、JSON 形式でポリシーを指定する必要があります。ただし、YAML でフォーマットされ
た AWS CloudFormation テンプレートの場合、ポリシーを JSON または YAML 形式で提供できま
す。AWS CloudFormation は、IAM に送信する前に、YAML ポリシーを常に JSON 形式に変換しま
す。
このオペレーションで渡すことができるポリシードキュメントの最大長 (空白を含む) を以下に示し
ます。空白文字のないマネージドポリシーの最大文字数を表示するには、IAM および AWS STS 文字
クォータを参照してください。
JSON ポリシーの文法の詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM JSON ポリシー言語の文法を参
照してください。
このパラメータを検証するために使用される正規表現パターンは、以下で構成される文字列です。
• スペース (\u0020) から ASCII 文字範囲の末尾までの印刷可能な ASCII 文字
• 基本ラテン文字およびラテン 1 補助文字一式 (\u00FF まで) の印刷可能な文字
• 特殊文字タブ (\u0009)、ラインフィード (\u000A)、およびキャリッジリターン (\u000D)
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
最大: 131072
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
Roles
ポリシーをアタッチするロールの名前 (ARN ではなく、わかりやすい名前)。
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このパラメータは、(正規表現パターンに従い) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からなる
文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。

Note
外部ポリシー (AWS::IAM::Policy や AWS::IAM::ManagedPolicy など) に Ref を持つ
ロールがあり、またリソース (AWS::ECS::Service など) にも同じロールに Ref がある場
合には、DependsOn 属性をリソースに追加することによってこのリソースが外部ポリシーに
依存します。この依存性により、ロールのポリシーがリソースのライフサイクルを通じて利
用できるようになります。たとえば、AWS::ECS::Service リソースを持つスタックを削除
するときに、DependsOn 属性により、AWS CloudFormation はロールのポリシーを削除する
前に必ず AWS::ECS::Service リソースを削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Users
ポリシーをアタッチする IAM ユーザーの名前 (ARN ではなく、わかりやすい名前)。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最小: 1
最大: 64
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
次のサンプルでは、Ref 関数が CreateTestDBPolicy 管理ポリシーの ARN
(arn:aws:iam::123456789012:policy/teststack-CreateTestDBPolicy-16M23YE3CS700 な
ど) を返します。
{ "Ref": "CreateTestDBPolicy" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
管理ポリシーの作成
次の例では、管理ポリシーを作成して TestDBGroup グループに関連付けています。管理ポリシー
は、t2.micro データベースインスタンスを作成する権限をユーザーに与えます。データベースはMySQL
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データベースエンジンを使用する必要があり、インスタンス名にはプレフィックス test を含める必要が
あります。

JSON
{

"CreateTestDBPolicy": {
"Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy",
"Properties": {
"Description": "Policy for creating a test database",
"Path": "/",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstance",
"Resource": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:rds:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":db:test*"
]
]
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"rds:DatabaseEngine": "mysql"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:CreateDBInstance",
"Resource": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:rds:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":db:test*"
]
]
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"rds:DatabaseClass": "db.t2.micro"
}
}
}
]
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}

}

}

},
"Groups": [
"TestDBGroup"
]

YAML
CreateTestDBPolicy:
Type: 'AWS::IAM::ManagedPolicy'
Properties:
Description: Policy for creating a test database
Path: /
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action: 'rds:CreateDBInstance'
Resource: !Join
- ''
- - 'arn:aws:rds:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':db:test*'
Condition:
StringEquals:
'rds:DatabaseEngine': mysql
- Effect: Allow
Action: 'rds:CreateDBInstance'
Resource: !Join
- ''
- - 'arn:aws:rds:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':db:test*'
Condition:
StringEquals:
'rds:DatabaseClass': db.t2.micro
Groups:
- TestDBGroup

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreatePolicy

AWS::IAM::OIDCProvider
OpenID Connect (OIDC) をサポートするアイデンティティプロバイダー (IdP) を説明するための IAM エン
ティティを作成します。
この操作で作成する OIDC プロバイダーは、ロールの信頼ポリシーでプリンシパルとして使用できます。
このようなポリシーは、AWS と OIDC プロバイダー間の信頼関係を確立します。
IAM OIDC プロバイダーを作成するときは、以下を指定します。
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• 信頼する OIDC アイデンティティプロバイダー (IdP) の URL
• OIDC プロバイダーを使用して認証できる 1 つまたは複数のアプリケーションを識別するクライアント
ID (別名オーディエンス) のリスト
• IdP が使用する 1 つ以上のサーバー証明書のサムプリントのリスト
このすべての情報は、AWS へのアクセスに使用する OIDC IdP から取得します。

Note
OIDC プロバイダーの信頼は、このオペレーションによって作成される IAM プロバイダーから取
得されます。したがって、CreateOpenIDConnectProvider 操作へのアクセスは、特権の高いユー
ザーに制限することをお勧めします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::OIDCProvider",
"Properties" : {
"ClientIdList" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThumbprintList" : [ String, ... ],
"Url" : String
}

YAML
Type: AWS::IAM::OIDCProvider
Properties:
ClientIdList:
- String
Tags:
- Tag
ThumbprintList:
- String
Url: String

プロパティ
ClientIdList
指定した IAM OIDC プロバイダーリソースオブジェクトに関連付けられているクライアント ID (別名
オーディエンス) のリスト。詳細については、CreateOpenIDConnectProvider を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
指定した IAM OIDC プロバイダーにアタッチされているタグのリスト。返されたタグのリストは、タ
グキーでソートされます。タグ付けの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM リソースのタグ付
けを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
ThumbprintList
指定した IAM OIDC プロバイダーリソースオブジェクトに関連付けられている証明書サムプリントの
リスト。詳細については、CreateOpenIDConnectProvider を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Url
IAM OIDC プロバイダーリソースオブジェクトが関連付けられている URL。詳細について
は、CreateOpenIDConnectProvider を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::IAM::OIDCProvider リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

AWS::IAM::Policy
指定の IAM ユーザー、グループ、またはロールに埋め込まれたインラインポリシードキュメントを追加ま
たは更新します。
IAM ユーザーにマネージドポリシーをアタッチすることもできます。ポリシーについては、IAM ユーザー
ガイドのマネージドポリシーとインラインポリシーを参照してください。
[グループ]、[ロール]、および [ユーザー] プロパティはオプションです。ただし、これらのプロパティのう
ち、少なくとも 1 つを指定する必要があります。
アイデンティティに埋め込むことができるインラインポリシー数の制限については、IAM ユーザーガイ
ドの IAM エンティティに関する制限事項を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::Policy",
"Properties" : {
"Groups" : [ String, ... ],
"PolicyDocument" : Json,
"PolicyName" : String,
"Roles" : [ String, ... ],
"Users" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
Groups:
- String
PolicyDocument: Json
PolicyName: String
Roles:
- String
Users:
- String

プロパティ
Groups
ポリシーを関連付けるグループの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption
PolicyDocument
ポリシードキュメント｡
IAM では、JSON 形式でポリシーを指定する必要があります。ただし、YAML でフォーマットされ
た AWS CloudFormation テンプレートの場合、ポリシーを JSON または YAML 形式で提供できま
す。AWS CloudFormation は、IAM に送信する前に、YAML ポリシーを常に JSON 形式に変換しま
す。
このパラメータを検証するために使用される正規表現パターンは、以下で構成される文字列です。
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• スペース (\u0020) から ASCII 文字範囲の末尾までの印刷可能な ASCII 文字
• 基本ラテン文字およびラテン 1 補助文字一式 (\u00FF まで) の印刷可能な文字
• 特殊文字タブ (\u0009)、ラインフィード (\u000A)、およびキャリッジリターン (\u000D)
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
最大: 131072
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
PolicyName
ポリシードキュメントの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption
Roles
ポリシーを関連付けるロールの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンに従い) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からなる
文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。

Note
外部ポリシー (AWS::IAM::Policy や AWS::IAM::ManagedPolicy など) に Ref を持つ
ロールがあり、またリソース (AWS::ECS::Service など) にも同じロールに Ref がある場
合には、DependsOn 属性をリソースに追加することによってこのリソースが外部ポリシーに
依存します。この依存性により、ロールのポリシーがリソースのライフサイクルを通じて利
用できるようになります。たとえば、AWS::ECS::Service リソースを持つスタックを削除
するときに、DependsOn 属性により、AWS CloudFormation はロールのポリシーを削除する
前に必ず AWS::ECS::Service リソースを削除します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Users
ポリシーを関連付けるユーザーの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ポリシーグループを持つ IAM ポリシー
JSON
{

}

"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "CFNUsers",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:Describe*",
"cloudformation:List*",
"cloudformation:Get*"
],
"Resource": "*"
}
]
},
"Groups": [
{
"Ref": "CFNUserGroup"
}
]
}

YAML
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
PolicyName: CFNUsers
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
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Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'cloudformation:Describe*'
- 'cloudformation:List*'
- 'cloudformation:Get*'
Resource: '*'
Groups:
- !Ref CFNUserGroup

指定されたロールを持つ IAM ポリシー
JSON
{

}

"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
},
"Roles": [
{
"Ref": "RootRole"
}
]
}

YAML
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action: '*'
Resource: '*'
Roles:
- !Ref RootRole

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreatePolicy

AWS::IAM::Role
AWS アカウント の新しいロールを作成します。ロールの詳細については、「IAM ロール」を参照して
ください。ロール名のクォータと作成できるロールの数については、IAM ユーザーガイドの IAM および
AWS STS クォータを参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::Role",
"Properties" : {
"AssumeRolePolicyDocument" : Json,
"Description" : String,
"ManagedPolicyArns" : [ String, ... ],
"MaxSessionDuration" : Integer,
"Path" : String,
"PermissionsBoundary" : String,
"Policies" : [ Policy (p. 3715), ... ],
"RoleName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument: Json
Description: String
ManagedPolicyArns:
- String
MaxSessionDuration: Integer
Path: String
PermissionsBoundary: String
Policies:
- Policy (p. 3715)
RoleName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AssumeRolePolicyDocument
このロールに関連付けられている信頼ポリシー。信頼ポリシーは、ロールを引き受けることができ
るエンティティを定義します。1 つの信頼ポリシーのみをロールに関連付けることができます。ロー
ルを引き受けるために使用できるポリシーの例については、「テンプレートの例」を参照してくださ
い。IAM ポリシーで使用できるエレメントの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ポリシーエ
レメントの参照を参照してください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Description
指定するロールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 1000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{Z}\p{S}\p{N}\p{P}]*
Update requires: No interruption
ManagedPolicyArns
ロールにアタッチする IAM マネージドポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) のリスト。
ARN の詳細については、AWS 全般のリファレンスの Amazon リソースネーム (ARN) および AWS の
サービスの名前空間を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxSessionDuration
指定したロールに設定する最大セッション時間 (秒単位)。この設定の値を指定しない場合、デフォル
トの最大 1 時間が適用されます。この設定の値は 1 時間～ 12 時間です。
API からロールを引き受けると、DurationSeconds API パラメータまたは durationseconds CLI パラメータを使用して、より長いロールセッションをリクエストできま
す。MaxSessionDuration 設定は、DurationSeconds パラメータを使用してリクエストできる
最大セッション期間を決定します。DurationSeconds パラメータの値を指定しない場合、セキュ
リティ認証情報はデフォルトで 1 時間有効です。これは、AssumeRole* API オペレーションまたは
assume-role* CLI オペレーションを使用する場合は適用されますが、それらのオペレーションをコ
ンソール URL を作成するために使用する場合には適用されません。詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「IAM ロールの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 3600
最大: 43200
Update requires: No interruption
Path
ロールへのパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照してくださ
い。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
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Update requires: Replacement
PermissionsBoundary
ロールのアクセス許可の境界を設定するために使用するポリシーの ARN。
アクセス許可の境界の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アイデンティティのアクセス許
可の境界」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Policies
指定の IAM ロールに埋め込まれたインラインポリシードキュメントを追加または更新します。
ロールにインラインポリシーを埋め込むと、そのインラインポリシーは、ロールのアクセス (アクセス
許可) ポリシーの一部として使用されます。ロールの信頼ポリシーは、ロールと同時に作成されます。
後でロールの信頼ポリシーを更新できます。IAM ロールの詳細については、ロールを使用して許可と
フェデレーションアイデンティティを委任するを参照してください。
ロールには、アタッチされた管理ポリシーを含めることもできます。ポリシーについては、IAM ユー
ザーガイドのマネージドポリシーとインラインポリシーを参照してください。
ユーザーに埋め込むことができるインラインポリシー数の制限については、IAM ユーザーガイドの
IAM エンティティにおける制限を参照してください。

Note
外部ポリシー (AWS::IAM::Policy や AWS::IAM::ManagedPolicy など) に Ref を持つ
ロールがあり、またリソース (AWS::ECS::Service など) にも同じロールに Ref がある場
合には、DependsOn 属性をリソースに追加することによってこのリソースが外部ポリシーに
依存します。この依存性により、ロールのポリシーがリソースのライフサイクルを通じて利
用できるようになります。たとえば、AWS::ECS::Service リソースを持つスタックを削除
するときに、DependsOn 属性により、AWS CloudFormation はロールのポリシーを削除する
前に必ず AWS::ECS::Service リソースを削除します。
必須: いいえ
タイプ: ポリシー (p. 3715)のリスト
Update requires: No interruption
RoleName
IAM ロールの名前。最大長は 64 文字です。有効な値については、IAM ユーザーガイドの
CreateRole アクションの RoleName パラメータを参照してください。
このパラメータは、(正規表現パターンに従い) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からなる
文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。ロール名はアカウント内で
一意である必要があります。ロール名は大文字と小文字が区別されません。たとえば、「Role1」と
「role1」というロール名を両方作成することはできません。
名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID をロール名として
使用します。
名前を指定した場合、テンプレートの機能を承認するために CAPABILITY_NAMED_IAM 値を指定する
必要があります。詳細については、AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参
照してください。
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Important
IAM リソースに名前を付けると、複数のリージョンで同じテンプレートを再利用した場
合に、回復不能なエラーが発生する場合があります。これを防止するために、Fn::Join
と AWS::Region を使用して、次の例のように地域固有の名前を作成することをお
勧めします (例 {"Fn::Join": ["", [{"Ref": "AWS::Region"}, {"Ref":
"MyResourceName"}]]})。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
ロールにアタッチされているタグのリスト。タグ付けの詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
次に例を示します。
{ "Ref": "RootRole" }
論理 ID RootRole を持つ AWS::IAM::Role リソースに対し、Ref はロール名を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次に例を示します。
{"Fn::GetAtt" : ["MyRole", "Arn"] }
この場合、arn:aws:iam::1234567890:role/MyRole-AJJHDSKSDF などの値が返されます。
RoleId
ロールを識別する安定した一意の文字列を返します。たとえば、AIDAJQABLZS4A3QDU576Q と指定
します。
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ID の詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM 識別子を参照してください。

例
埋め込みポリシーとインスタンスプロファイルを含む IAM ロール
この例は、AWS::IAM::Role の埋め込みポリシーを示します。ポリシーは、AWS::IAM::Role の
Policies プロパティにインラインで指定され ます。

{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"RootRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"RootInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "RootRole"
}
]
}
}
}
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}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
RootRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- ec2.amazonaws.com
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action: '*'
Resource: '*'
RootInstanceProfile:
Type: 'AWS::IAM::InstanceProfile'
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref RootRole

外部ポリシーとインスタンスプロファイルを含む IAM ロール
この例では、Policy リソースと InstanceProfile リソースは、IAM ロールの外側で指定されています。そこ
で、それぞれの Roles プロパティで対応するロール名 (RootRole) を指定することによってそのロールを
参照しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"RootRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [ "ec2.amazonaws.com" ]
},
"Action": [ "sts:AssumeRole" ]
} ]
},
"Path": "/"
}
},
"RolePolicies": {
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"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version" : "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
} ]
},
"Roles": [ {
"Ref": "RootRole"
} ]
}

}

}

},
"RootInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [ {
"Ref": "RootRole"
} ]
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
RootRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
RolePolicies:
Type: "AWS::IAM::Policy"
Properties:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
Roles:
- Ref: "RootRole"
RootInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Path: "/"
Roles:
- Ref: "RootRole"
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以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateRole
• AWS Identity and Access Management テンプレートスニペット
• AWS::IAM::InstanceProfile

AWS::IAM::Role Policy
アタッチされたポリシーに関する情報を含みます。
アタッチされたポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールにアタッチされている管理ポリシーで
す。
マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドのマネージドポリシーとインラインポリ
シーを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PolicyDocument" : Json,
"PolicyName" : String

YAML
PolicyDocument: Json
PolicyName: String

プロパティ
PolicyDocument
ポリシードキュメント｡
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
最大: 131072
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
PolicyName
ポリシーを識別するわかりやすい名前 (ARN ではない)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの PolicyDetail

AWS::IAM::SAMLProvider
SAML 2.0 をサポートする ID プロバイダー (IdP) を説明するための IAM リソースを作成します。
この操作で作成する SAML プロバイダーリソースは、IAM ロールの信頼ポリシーでプリンシパルとして使
用できます。このようなポリシーにより、SAML IdP を使用してサインインするフェデレーティッドユー
ザーがロールを引き受けることができます。AWS Management Console へのウェブベースのシングルサイ
ンオン (SSO) をサポートする IAM ロール、または AWS への API アクセスをサポートする IAM ロールを
作成できます。
SAML プロバイダーリソースを作成するときは、IdP から取得した SAML メタデータドキュメントをアッ
プロードします。このドキュメントには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを
使用して、IdP が送信する SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。組織の IdP として使用
される ID 管理ソフトウェアを使用して、メタデータドキュメントを生成する必要があります。

Note
この操作には、署名バージョン 4 が必要です。
詳細については、IAM ユーザーガイドの SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management
Console にアクセスできるようにするおよび SAML 2.0 ベースのフェデレーションについてを参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::SAMLProvider",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SamlMetadataDocument" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::SAMLProvider
Properties:
Name: String
SamlMetadataDocument: String
Tags:
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- Tag

プロパティ
Name
作成するプロバイダーの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w._-]+
Update requires: Replacement
SamlMetadataDocument
SAML 2.0 をサポートする ID プロバイダー (IdP) によって生成された XML ドキュメント。ドキュメン
トには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使用して、IdP から受け取っ
た SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。組織の IdP として使用される ID 管理ソフ
トウェアを使用して、メタデータドキュメントを生成する必要があります。
詳細については、IAM ユーザーガイドの「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて」を参照し
てください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1000
最大: 10000000
Update requires: No interruption
Tags
新しい IAM SAML プロバイダーにアタッチするタグのリスト。各タグは、キー名と関連する値で構成
されます。タグ付けの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM リソースのタグ付け」を参照し
てください。

Note
タグのいずれかが無効である場合、またはタグの最大許容数を超える場合、リクエスト全体
が失敗し、リソースは作成されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
ARN このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::IAM::SAMLProvider リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

AWS::IAM::ServerCertificate
AWS アカウント 用のサーバー証明書エンティティをアップロードします。サーバー証明書エンティティ
には、パブリックキー証明書、プライベートキー、およびオプションの証明書チェーンが含まれます。こ
れらはすべて PEM エンコードする必要があります。
AWS Certificate Manager を使用してサーバー証明書のプロビジョン、管理、デプロイを行うことをお勧め
します。ACM を使用すると、証明書をリクエストし、それを AWS リソースにデプロイして、証明書の更
新を ACM で処理できます。ACM で提供される証明書は無料です。ACM の使用の詳細については、AWS
Certificate Manager ユーザーガイドを参照してください。
のサーバー証明書の使用の詳細については、IAM ユーザーガイドの「サーバー証明書の使用」を参照して
ください。このトピックには、IAM で管理しているサーバー証明書を使用できる AWS のサービスのリス
トが含まれています。
アップロードできるサーバー証明書の数については、IAM ユーザーガイドの IAM および AWS STS クォー
タを参照してください。

Note
パブリックキー証明書、プライベートキー、および証明書チェーンの本体は大きくなる可能性
があるため、UploadServerCertificate の呼び出し時には GET ではなく POST を使用する
必要があります。API を介した署名と承認の設定については、AWS 全般のリファレンスの AWS
API リクエストの署名を参照してください。IAM でのクエリ API の使用に関する一般的な情報に
ついては、IAM ユーザーガイドの「HTTP クエリリクエストによる API の呼び出し」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IAM::ServerCertificate",
"Properties" : {
"CertificateBody" : String,
"CertificateChain" : String,
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}

}

"Path" : String,
"PrivateKey" : String,
"ServerCertificateName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::IAM::ServerCertificate
Properties:
CertificateBody: String
CertificateChain: String
Path: String
PrivateKey: String
ServerCertificateName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CertificateBody
パブリックキー証明書の内容。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 16384
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: Replacement
CertificateChain
パブリックキー証明書チェーンの内容。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2097152
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: Replacement
Path
サーバー証明書のパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照して
ください。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
API バージョン 2010-05-15
3719

AWS CloudFormation ユーザーガイド
IAM

とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。

Note
特に Amazon CloudFront ディストリビューションで使用することを目的としてサーバー証
明書をアップロードする場合、path パラメータを使用してパスを指定する必要がありま
す。パスの先頭に /cloudfront を含め、末尾にスラッシュを含める必要があります（例: /
cloudfront/test/）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
Update requires: No interruption
PrivateKey
PEM エンコード形式のプライベートキーのコンテンツ。
このパラメータを検証するために使用される正規表現パターンは、以下で構成される文字列です。
• スペース (\u0020) から ASCII 文字範囲の末尾までの印刷可能な ASCII 文字
• 基本ラテン文字およびラテン 1 補助文字一式 (\u00FF まで) の印刷可能な文字
• 特殊文字タブ (\u0009)、ラインフィード (\u000A)、およびキャリッジリターン (\u000D)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 16384
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: Replacement
ServerCertificateName
サーバー証明書の名前。この値にパスを含めないでください。証明書の名前にスペースを含めること
はできません。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
3720

AWS CloudFormation ユーザーガイド
IAM

Tags
サーバー証明書にアタッチされているタグのリスト。タグ付けの詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
ServerCertificateName。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::IAM::ServerCertificate リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返しま
す。

AWS::IAM::ServiceLinkedRole
特定の AWS のサービスにリンクされた IAM ロールを作成します。サービスは、アタッチされたポリシー
と、ロールを削除できる時期を制御します。これにより、予期せずに変更または削除されたロール (AWS
リソースが不明な状態になる可能性がある) によってサービスが破損されないようにすることができま
す。サービスによるロールの制御を可能にすると、サービスの安定性が向上し、サービスとそのロールが
不要になったときに適切にクリーンアップが行われます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サー
ビスにリンクされたロールの使用」を参照してください。
このサービスにリンクされたロールにポリシーをアタッチするには、このロールに依存する AWS のサー
ビスを使用してリクエストする必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IAM::ServiceLinkedRole",
"Properties" : {
"AWSServiceName" : String,
"CustomSuffix" : String,
"Description" : String
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}

}

YAML
Type: AWS::IAM::ServiceLinkedRole
Properties:
AWSServiceName: String
CustomSuffix: String
Description: String

プロパティ
AWSServiceName
このロールがアタッチされる AWS のサービスのサービスプリンシパル。URL に似た (ただし前に
http:// を付けない) 文字列を使用します。例: elasticbeanstalk.amazonaws.com。
サービスプリンシパルは一意であり、大文字と小文字が区別されます。サービスにリンクされたロー
ルの正確なサービスプリンシパルを見つけるには、IAM ユーザーガイドの IAM と連携する AWS の
サービス を参照してください。サービスにリンクされたロール列が「はい」になっているサービスを
見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[はい]
リンクを選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement
CustomSuffix
指定した文字列は、サービス提供のプレフィックスと組み合わせて、完全なロール名を形成します。
同じサービスに対して複数のリクエストを行う場合、リクエストごとに異なる CustomSuffix を指
定する必要があります。これを行わない場合、リクエストは重複するロール名エラーが発生して失敗
します。たとえば、サフィックスに -1 または -debug を追加できます。
一部のサービスでは、CustomSuffix パラメータがサポートされていません。オプションのサフィッ
クスを指定してオペレーションが失敗した場合は、サフィックスを付けずにオペレーションを再度実
行してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement
Description
ロールの説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
パターン: [\p{L}\p{M}\p{Z}\p{S}\p{N}\p{P}]*
Update requires: No interruption

例
Auto Scaling の IAM サービスにリンクされたロール
次の例では、Auto Scaling サービスが引き受けることができるサービスにリンクされたロールを作成しま
す。

JSON
{

}

"Description": "SLR resource create test - Auto Scaling",
"Resources": {
"BasicSLR": {
"Type": "AWS::IAM::ServiceLinkedRole",
"Properties": {
"AWSServiceName": "autoscaling.amazonaws.com",
"Description": "Test SLR description",
"CustomSuffix": "TestSuffix"
}
}
},
"Outputs": {
"SLRId": {
"Value": {
"Ref": "BasicSLR"
}
}
}

YAML
Description: SLR resource create test - Auto Scaling
Resources:
BasicSLR:
Type: 'AWS::IAM::ServiceLinkedRole'
Properties:
AWSServiceName: autoscaling.amazonaws.com
Description: Test SLR description
CustomSuffix: TestSuffix
Outputs:
SLRId:
Value: !Ref BasicSLR

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateServiceLinkedRole
• AWS Identity and Access Management ユーザーガイドのサービスにリンクされたロールの使用
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AWS::IAM::User
AWS アカウント 用に新しい IAM ユーザーを作成します。
作成できる IAM ユーザー数のクォータの詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM クォータおよび
AWS STS クォータを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::User",
"Properties" : {
"Groups" : [ String, ... ],
"LoginProfile" : LoginProfile (p. 3727),
"ManagedPolicyArns" : [ String, ... ],
"Path" : String,
"PermissionsBoundary" : String,
"Policies" : [ Policy (p. 3728), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::IAM::User
Properties:
Groups:
- String
LoginProfile:
LoginProfile (p. 3727)
ManagedPolicyArns:
- String
Path: String
PermissionsBoundary: String
Policies:
- Policy (p. 3728)
Tags:
- Tag
UserName: String

プロパティ
Groups
ユーザーを追加するグループのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
LoginProfile
指定された IAM ユーザーのパスワードを作成します。パスワードを使用すると、IAM ユーザーは
AWS Management Console を介して AWS サービスにアクセスできます。
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IAM コンソールの AWS CLI、AWS API、または [Users] (ユーザー) ページを使用して、任意の IAM
ユーザーのパスワードを作成できます。ChangePassword を使用して、AWS Management Console
の [My Security Credentials] (セキュリティ証明書) ページで既存のパスワードを更新します。
パスワードの管理の詳細については、IAM ユーザーガイドのパスワードの管理を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LoginProfile (p. 3727)
Update requires: No interruption
ManagedPolicyArns
ユーザーにアタッチする IAM マネージドポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) のリスト。
ARN の詳細については、AWS 全般のリファレンスの Amazon リソースネーム (ARN) および AWS の
サービスの名前空間を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Path
ユーザー名のパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照してくだ
さい。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
Update requires: No interruption
PermissionsBoundary
ユーザーのアクセス許可の境界を設定するために使用するポリシーの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Policies
指定の IAM ユーザーに埋め込まれたインラインポリシードキュメントを追加または更新しま
す。AWS::IAM::User のスニペットを表示するには、IAM ユーザーリソースの宣言を参照してくださ
い。
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Important
ロール、ユーザー、またはグループの各ポリシー名は一意である必要があります。一意の名
前を選択しない場合、IAM アイデンティティの更新は失敗します。
ユーザーに埋め込むことができるインラインポリシー数の制限については、IAM ユーザーガイドの
IAM エンティティに関する制限事項を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ポリシー (p. 3728)のリスト
Update requires: No interruption
Tags
新規ユーザーにアタッチするタグのリスト。各タグは、キー名と関連する値で構成されます。タグ付
けの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

Note
タグのいずれかが無効である場合、またはタグの最大許容数を超える場合、リクエスト全体
が失敗し、リソースは作成されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
UserName
作成するユーザーの名前。この値にパスを含めないでください。
このパラメータは、(正規表現パターンに従い) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からなる
文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。ユーザー名はアカウント内
で一意である必要があります。ユーザー名は大文字と小文字が区別されません。たとえば、「John」
と「john」の両方の名前のユーザーを作成することはできません。
名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID をユーザー名とし
て使用します。
名前を指定した場合、テンプレートの機能を承認するために CAPABILITY_NAMED_IAM 値を指定する
必要があります。詳細については、AWS CloudFormation テンプレートでの IAM リソースの承認を参
照してください。

Important
IAM リソースに名前を付けると、複数のリージョンで同じテンプレートを再利用した場
合に、回復不能なエラーが発生する場合があります。これを防止するために、Fn::Join
と AWS::Region を使用して、次の例のように地域固有の名前を作成することをお
勧めします (例 {"Fn::Join": ["", [{"Ref": "AWS::Region"}, {"Ref":
"MyResourceName"}]]})。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: UserName。例:
mystack-myuser-1CCXAFG2H2U4D。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定された AWS::IAM::User リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。例:
arn:aws:iam::123456789012:user/mystack-myuser-1CCXAFG2H2U4D。

以下の資料も参照してください。
• AWS::IAM::User テンプレートのスニペット例を表示するには、IAM ユーザーリソースの宣言を参照
してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの CreateUser

AWS::IAM::User LoginProfile
指定されたユーザーのパスワードを作成し、そのユーザーが AWS Management Console を使用して AWS
のサービスにアクセスできるようにします。パスワードの管理の詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのパスワードの管理を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Password" : String,
"PasswordResetRequired" : Boolean

YAML
Password: String
PasswordResetRequired: Boolean

プロパティ
Password
ユーザーのパスワード。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PasswordResetRequired
次回のサインイン時にユーザーが新しいパスワードを設定する必要があるかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの LoginProfile

AWS::IAM::User Policy
アタッチされたポリシーに関する情報を含みます。
アタッチされたポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールにアタッチされている管理ポリシーで
す。
マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドのマネージドポリシーとインラインポリ
シーを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PolicyDocument" : Json,
"PolicyName" : String

YAML
PolicyDocument: Json
PolicyName: String

プロパティ
PolicyDocument
ポリシードキュメント｡
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
最大: 131072
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パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
PolicyName
ポリシーを識別するわかりやすい名前 (ARN ではない)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの PolicyDetail

AWS::IAM::UserToGroupAddition
指定のグループに指定のユーザーを追加します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::UserToGroupAddition",
"Properties" : {
"GroupName" : String,
"Users" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IAM::UserToGroupAddition
Properties:
GroupName: String
Users:
- String

プロパティ
GroupName
更新するグループの名前。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: No interruption
Users
グループに追加するユーザーの名前のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
When the logical ID of this resource is provided to the Ref intrinsic function, Ref returns the resource
name.
次に例を示します。
{ "Ref": "MyUserToGroupAddition" }
論理 ID MyUserToGroupAddition を持つ AWS::IAM::UserToGroupAddition リソースの場合、Ref
は AWS のリソース名を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS::IAM::UserToGroupAddition テンプレートのスニペット例を表示するには、「ユーザーをグ
ループに追加する」を参照してください。
• AWS Identity and Access Management API リファレンスの AddUserToGroup

AWS::IAM::VirtualMFADevice
AWS account 用に新しい仮想 MFA デバイスを作成します。仮想 MFA を作成したら、EnableMFADevice
を使用して MFA デバイスを IAM ユーザーにアタッチします。仮想 MFA デバイスの作成および使用の詳
細については、IAM ユーザーガイドの仮想 MFA デバイスの使用を参照してください。
作成できる MFA デバイスの最大数については、IAM ユーザーガイドの IAM クォータおよび AWS STS
クォータを参照してください。

Important
QR コードと Base32 文字列に含まれるシード情報は、他のシークレットアクセス情報と同様に
扱う必要があります。つまり、AWS アクセスキーやパスワードと同様にシード情報を保護しま
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す。仮想デバイスをプロビジョニングした後、安全な手順に従って情報が破棄されることを確認
する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IAM::VirtualMFADevice",
"Properties" : {
"Path" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Users" : [ String, ... ],
"VirtualMfaDeviceName" : String
}

YAML
Type: AWS::IAM::VirtualMFADevice
Properties:
Path: String
Tags:
- Tag
Users:
- String
VirtualMfaDeviceName: String

プロパティ
Path
仮想 MFA デバイスのパス。パスの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM Identifiers」を参照
してください。
このパラメータはオプションです。含まれていない場合は、デフォルトのスラッシュ (/) になります。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) でスラッシュ (/) 単独からなる文字列か、あるいは
スラッシュで始めてスラッシュで終わりでなければならない文字列のいずれか可能です。さらに、ほ
とんどの句読文字、数字、大文字および小文字を含む、! (\u0021) から DEL 文字 (\u007F) までの
ASCII 文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: (\u002F)|(\u002F[\u0021-\u007F]+\u002F)
Update requires: Replacement
Tags
新しい IAM 仮想 MFA デバイスにアタッチするタグのリスト。各タグは、キー名と関連する値で構成
されます。タグ付けの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM リソースのタグ付け」を参照し
てください。
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Note
タグのいずれかが無効である場合、またはタグの最大許容数を超える場合、リクエスト全体
が失敗し、リソースは作成されません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
Users
この仮想 MFA デバイスに関連付けられた IAM ユーザー。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VirtualMfaDeviceName
仮想 MFA デバイスの名前。仮想 MFA デバイスを一意に識別するには、パスとともに使用します。
このパラメータは、(正規表現パターンを通して) スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列を使用できます。以下の _+=,.@- の文字を含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: SerialNumber。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SerialNumber
指定された AWS::IAM::VirtualMFADevice リソースのシリアル番号を返します。
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AWS Identity and Access Management Access
Analyzer リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AccessAnalyzer::Analyzer (p. 3733)

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer リソースは、新しいアナライザーを指定します。アナライザー
は、IAM Access Analyzer 機能を表すオブジェクトです。Access Analyzer が動作可能になるには、アナラ
イザーが必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AccessAnalyzer::Analyzer",
"Properties" : {
"AnalyzerName" : String,
"ArchiveRules" : [ ArchiveRule (p. 3735), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
Properties:
AnalyzerName: String
ArchiveRules:
- ArchiveRule (p. 3735)
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
AnalyzerName
アナライザーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ArchiveRules
アナライザー用に追加するアーカイブルールを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: ArchiveRule (p. 3735) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
アナライザーに適用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
タイプは、アナライザーの信頼ゾーンを表します。
許可された値: ACCOUNT | ORGANIZATION
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 作成されたアナライザーの
ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
アナライザーリソースを宣言します。
次の例では、IAM Access Analyzer の Analyzer リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"Analyzer": {
"Properties": {
"AnalyzerName": "DevAccountAnalyzer",
"ArchiveRules": [
{
"Filter": [
{
"Eq": [
"123456789012"
],
"Property": "principal.AWS"
}
],
"RuleName": "ArchiveTrustedAccountAccess"
},
{
"Filter": [
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{

"Contains": [
"arn:aws:s3:::docs-bucket",
"arn:aws:s3:::clients-bucket"
],
"Property": "resource"

}
],
"RuleName": "ArchivePublicS3BucketsAccess"

}
],
"Tags": [
{
"Key": "Kind",
"Value": "Dev"
}
],
"Type": "ACCOUNT"

}

}

}

},
"Type": "AWS::AccessAnalyzer::Analyzer"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
Analyzer:
Type: 'AWS::AccessAnalyzer::Analyzer'
Properties:
AnalyzerName: MyAccountAnalyzer
Type: ACCOUNT
Tags:
Key: Kind
Value: Dev
ArchiveRules:
# Archive findings for a trusted AWS account
RuleName: ArchiveTrustedAccountAccess
Filter:
Property: 'principal.AWS'
Eq:
- '123456789012'
# Archive findings for known public S3 buckets
RuleName: ArchivePublicS3BucketsAccess
Filter:
Property: 'resource'
Contains:
- 'arn:aws:s3:::docs-bucket'
- 'arn:aws:s3:::clients-bucket'

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer ArchiveRule
アーカイブルールの基準。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Filter" : [ Filter (p. 3736), ... ],
"RuleName" : String

YAML
Filter:
- Filter (p. 3736)
RuleName: String

プロパティ
Filter
ルールの基準。
必須: はい
タイプ: フィルタ (p. 3736)のリスト (p. 3736)
Update requires: No interruption
RuleName
アーカイブルールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AccessAnalyzer::Analyzer Filter
ルールを定義する基準。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Contains" : [ String, ... ],
"Eq" : [ String, ... ],
"Exists" : Boolean,
"Neq" : [ String, ... ],
"Property" : String

YAML
Contains:
- String
Eq:
- String

API バージョン 2010-05-15
3736

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Image Builder
Exists: Boolean
Neq:
- String
Property: String

プロパティ
Contains
ルールに一致する「contains」条件。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Eq
ルールに一致する「equals」条件。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Exists
ルールに一致する「exists」条件。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Neq
ルールに一致する「not equal」条件。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Property
ルールのフィルタで条件を定義するために使用されるプロパティ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

EC2 Image Builder リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ImageBuilder::Component (p. 3738)
• AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe (p. 3743)
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• AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration (p. 3755)
• AWS::ImageBuilder::Image (p. 3762)
• AWS::ImageBuilder::ImagePipeline (p. 3767)
• AWS::ImageBuilder::ImageRecipe (p. 3773)
• AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration (p. 3784)

AWS::ImageBuilder::Component
コンポーネントは、ソフトウェアパッケージのダウンロード、インストール、および設定、またはソフト
ウェアパッケージで実行するテストを定義する一連の手順を定義するオーケストレーションドキュメント
です。検証およびセキュリティ強化の手順も定義します。コンポーネントは、YAML ドキュメント形式を
使用して定義されます。詳細については、Using Documents in Image Builder を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::Component",
"Properties" : {
"ChangeDescription" : String,
"Data" : String,
"Description" : String,
"KmsKeyId" : String,
"Name" : String,
"Platform" : String,
"SupportedOsVersions" : [ String, ... ],
"Tags" : {Key : Value, ...},
"Uri" : String,
"Version" : String
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::Component
Properties:
ChangeDescription: String
Data: String
Description: String
KmsKeyId: String
Name: String
Platform: String
SupportedOsVersions:
- String
Tags:
Key : Value
Uri: String
Version: String

プロパティ
ChangeDescription
コンポーネントの変更説明。例 initial version.
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Data
コンポーネントのデータ。たとえば、name: HelloWorldTestingDocument\ndescription:
This is hello world testing document.\nschemaVersion: 1.0\n\nphases:\n name: test\n steps:\n - name: HelloWorldStep\n action: ExecuteBash\n inputs:
\n commands:\n - echo \"Hello World! Test.\"\n と指定します。Data を使用してコン
ポーネントを作成するためのスキーマについては、以下の例を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
コンポーネントの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
KmsKeyId
コンポーネントの暗号化に使用される KMS キー識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Name
コンポーネントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
Update requires: Replacement
Platform
コンポーネントのプラットフォーム。たとえば、Windows と指定します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Linux | Windows
Update requires: Replacement
SupportedOsVersions
コンポーネントでサポートされているオペレーティングシステム (OS) のバージョン。OS 情報が利用
可能な場合は、イメージレシピの作成時に親イメージ OS バージョンに対してプレフィックスの一致
が実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 25
Update requires: Replacement
Tags
コンポーネントに関連付けられているタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Uri
コンポーネントの URI。Amazon S3 の URL である必要があり、リクエスタには Amazon S3 バケッ
トへの許可が必要です。Amazon S3 を使用する場合、サービスクォータに対してコンポーネントのコ
ンテンツを指定できます。コンポーネント内でデータを指定するには、data または uri を使用でき
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Version
コンポーネントのバージョン。たとえば、1.0.0 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リ
ソース ARN (arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1 など)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
コンポーネントの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次のパターンが適用されま
す。^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:\d{12}|aws):(?:image-recipe|
infrastructure-configuration|distribution-configuration|component|image|
image-pipeline)/[a-z0-9-_]+(?:/(?:(?:x|\d+)\.(?:x|\d+)\.(?:x|\d+))(?:/\d
+)?)?$。
Encrypted
コンポーネントの暗号化ステータスを返します。たとえば、true、false などです。
Name
コンポーネントの名前を返します。
Type
コンポーネントタイプを返します。例えば、BUILD、TEST などです。

例
Data を使用したコンポーネントを作成します。
次の例は、コンポーネントリソースドキュメントのスキーマを JSON 形式と YAML 形式の両方で示して
います。この例では、Data フィールドの詳細が含まれています。Data または Uri フィールドを使用し
て、コンポーネントドキュメントを参照できます。

JSON
{

"Resources": {
"ComponentAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::Component",
"Properties": {
"Name": "component-name",
"Platform": "Linux",
"Version": "1.0.0",
"Description": "description",
"ChangeDescription": "change-description",
"KmsKeyId": "customer-kms-key-id",
"SupportedOsVersions": ["Amazon Linux 2"],
"Tags": {
"CustomerComponentTagKey1": "CustomerComponentTagValue1",
"CustomerComponentTagKey2": "CustomerComponentTagValue2"
},
"Data": "name: HelloWorldTestingLinuxDoc - InlineData\n description: This is hello
world testing doc\nschemaVersion: 1.0\n\nphases:\n - name: build\n
steps:\n
name: HelloWorldStep\n
action: ExecuteBash\n
inputs:\n
commands:\n
- echo \"Hello World! Build.\"\n - name: validate\n
steps:\n
- name:
HelloWorldStep\n
action: ExecuteBash\n
inputs:\n
commands:\n
- echo \"Hello World! Validate.\"\n - name: test\n
steps:\n
- name:
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HelloWorldStep\n
action: ExecuteBash\n
- echo \"Hello World! Test.\"\n"
}
}
}

inputs:\n

commands:\n

}

YAML
Resources:
ComponentAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::Component'
Properties:
Name: 'component-name'
Platform: 'Linux'
Version: '1.0.0'
Description: 'description'
ChangeDescription: 'change-description'
KmsKeyId: 'customer-kms-key-id'
SupportedOsVersions:
- 'Amazon Linux 2'
Tags:
CustomerComponentTagKey1: 'CustomerComponentTagValue1'
CustomerComponentTagKey2: 'CustomerComponentTagValue2'
# Require one of 'Data' or 'Uri' for Component template
Data: |
name: HelloWorldTestingLinuxDoc - InlineData
description: This is hello world testing doc
schemaVersion: 1.0
phases:
- name: build
steps:
- name: HelloWorldStep
action: ExecuteBash
inputs:
commands:
- echo "Hello World! Build."
- name: validate
steps:
- name: HelloWorldStep
action: ExecuteBash
inputs:
commands:
- echo "Hello World! Validate."
- name: test
steps:
- name: HelloWorldStep
action: ExecuteBash
inputs:
commands:
- echo "Hello World! Test."

Uri を使用したコンポーネントを作成します。
次の例は、コンポーネントリソースドキュメントのスキーマを YAML 形式と JSON 形式の両方で示してい
ます。この例では、Uri フィールドの詳細が含まれています。Data または Uri フィールドを使用して、
コンポーネントドキュメントを参照できます。

YAML
Resources:
ComponentAllParameters:
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Type: 'AWS::ImageBuilder::Component'
Properties:
Name: 'component-name'
Platform: 'Linux'
Version: '1.0.0'
# Require one of 'Data' or 'Uri' for Component template
Uri: 's3://imagebuilder/component_document.yml'
Description: 'description'
ChangeDescription: 'change-description'
KmsKeyId: 'customer-kms-key-id'
SupportedOsVersions:
- 'CentOS'
- 'Red Hat Enterprise Linux'
Tags:
CustomerComponentTagKey1: 'CustomerComponentTagValue1'
CustomerComponentTagKey2: 'CustomerComponentTagValue2'

JSON
{

}

"Resources": {
"ComponentAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::Component",
"Properties": {
"Name": "component-name",
"Platform": "Linux",
"Version": "1.0.0",
"Uri": "s3://imagebuilder/component_document.yml",
"Description": "description",
"ChangeDescription": "change-description",
"KmsKeyId": "customer-kms-key-id",
"SupportedOsVersions": ["CentOS", "Red Hat Enterprise Linux"],
"Tags": {
"CustomerComponentTagKey1": "CustomerComponentTagValue1",
"CustomerComponentTagKey2": "CustomerComponentTagValue2"
}
}
}
}

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
新しいコンテナレシピの作成コンテナレシピは、イメージの設定、テスト、評価方法を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe",
"Properties" : {
"Components" : [ ComponentConfiguration (p. 3749), ... ],
"ContainerType" : String,
"Description" : String,
"DockerfileTemplateData" : String,
"DockerfileTemplateUri" : String,
"ImageOsVersionOverride" : String,
"InstanceConfiguration" : InstanceConfiguration (p. 3753),
"KmsKeyId" : String,
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}

}

"Name" : String,
"ParentImage" : String,
"PlatformOverride" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...},
"TargetRepository" : TargetContainerRepository (p. 3754),
"Version" : String,
"WorkingDirectory" : String

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
Properties:
Components:
- ComponentConfiguration (p. 3749)
ContainerType: String
Description: String
DockerfileTemplateData: String
DockerfileTemplateUri: String
ImageOsVersionOverride: String
InstanceConfiguration:
InstanceConfiguration (p. 3753)
KmsKeyId: String
Name: String
ParentImage: String
PlatformOverride: String
Tags:
Key : Value
TargetRepository:
TargetContainerRepository (p. 3754)
Version: String
WorkingDirectory: String

プロパティ
Components
コンテナレシピに含まれるビルドとテスト用のコンポーネント。
必須: はい
タイプ: ComponentConfiguration (p. 3749) のリスト
Update requires: Replacement
ContainerType
Docker など、コンテナの種類を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DOCKER
Update requires: Replacement
Description
コンテナレシピの説明。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
DockerfileTemplateData
Dockerfiles は、Docker コンテナを構築するために使用されるテキストドキュメントで、内部で実行
されているアプリケーションに必要なすべての要素が含まれるようにします。テンプレートデータ
は、コンテナイメージレシピに基づいて、Image Builder がビルド情報やスクリプトを配置するコンテ
キスト変数で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DockerfileTemplateUri
コンテナイメージの構築に使用される Dockerfile の S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ImageOsVersionOverride
ソースイメージのオペレーティングシステムのバージョンを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InstanceConfiguration
コンテナイメージの構築とテスト用のインスタンスを設定するために使用できるオプションのグルー
プ。
必須: いいえ
タイプ: InstanceConfiguration (p. 3753)
Update requires: Replacement
KmsKeyId
ターゲットリージョンに配信するコンテナイメージの暗号化に使用する KMS キーを識別します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
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Name
コンテナレシピの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
Update requires: Replacement
ParentImage
コンテナレシピのソースイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
PlatformOverride
カスタムソースイメージを使用する場合のオペレーティングシステムプラットフォームを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
コンテナレシピにアタッチされているタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
TargetRepository
コンテナイメージの送信先リポジトリ。
必須: はい
タイプ: TargetContainerRepository (p. 3754)
Update requires: Replacement
Version
コンテナレシピのセマンティックバージョン。

Note
セマンティックバージョンには 4 つのノードがあります: <major>.<minor>.<patch>/<build>。
最初の 3 つの値を割り当てて、それらのすべてをフィルタリングできます。
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割り当て: 最初の 3 つのノードには、ゼロを含む任意の正の整数値を、上限を 2^30-1、また
は 1073741823 として、各ノードに割り当てることができます。Image Builder はビルド番号
を自動的に割り当てますが、更新のために開かれていません。
パターン: 割り当て可能なノードの割り当て要件に準拠した任意の数値パターンを使用できま
す。例えば、1.0.0 などのソフトウェアバージョンパターン、または 2021.01.01 などの日付
を選択できます。
フィルタリング: セマンティックバージョンでリソースを取得または参照する場合、ワイル
ドカード (x) を使用して結果をフィルタリングできます。任意のノードでワイルドカードを
使用する場合、最初のワイルドカードの右側にあるすべてのノードもワイルドカードである
必要があります。例えば、「1.2.x」または「1.x.x」を指定するとリストの結果をフィルタ
リングできますが、「1.x.2」や「x.2.x」は機能しません。ビルドを指定する必要はありませ
ん。Image Builder は、該当する場合、自動的にワイルドカードを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$
Update requires: Replacement
WorkingDirectory
ビルドおよびテストワークフロー中に使用される作業ディレクトリ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソー
ス ARN (arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:container-recipe/
mybasicrecipe/2020.12.17 など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
コンテナレシピの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。たとえ
ば、arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:container-recipe/
mybasicrecipe/2020.12.17 と指定します。
Name
コンテナレシピの名前を返します。
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例
コンテナレシピを作成します。
次の例は、ContainerRecipe リソースドキュメントのスキーマを YAML 形式と JSON 形式の両方で示して
います。

YAML
Resources:
ContainerRecipeAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe'
Properties:
Name: 'container-recipe-name'
Version: '1.0.0'
ParentImage: !Ref ParentImage
Description: 'description'
ContainerType: 'DOCKER'
Components:
- ComponentArn: !Ref ComponentArn
- ComponentArn: !Ref AnotherComponentArn
TargetRepository:
Service: 'ECR'
RepositoryName: !Ref RepositoryName
DockerfileTemplateData: |
FROM {{{ imagebuilder:parentImage }}}
{{{ imagebuilder:environments }}}
{{{ imagebuilder:components }}}
WorkingDirectory: "dummy-working-directory"
KmsKeyId: !Ref KmsKeyId
Tags:
Usage: 'Documentation'
Outputs:
OutputContainerRecipeArn:
Value:
'Fn::GetAtt':
- ContainerRecipeAllParameters
- Arn

JSON
{

"Resources": {
"ContainerRecipeAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe",
"Properties": {
"Name": "container-recipe-name",
"Version": "1.0.0",
"ParentImage": {
"Ref": "ParentImage"
},
"Description": "description",
"ContainerType": "DOCKER",
"Components": [
{
"ComponentArn": {
"Ref": "ComponentArn"
}
},
{
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"ComponentArn": {
"Ref": "AnotherComponentArn"
}

}
],
"TargetRepository": {
"Service": "ECR",
"RepositoryName": {
"Ref": "RepositoryName"
},
},
"DockerfileTemplateData": "FROM
{{{ imagebuilder:parentImage }}}\n{{{ imagebuilder:environments }}}\n{{{ imagebuilder:components }}}\n
"WorkingDirectory": "dummy-working-directory",
"KmsKeyId": {
"Ref": "KmsKeyId"
},
"Tags": {
"Usage": "Documentation"
}
}
}
},
"Outputs": {
"OutputContainerRecipeArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"ContainerRecipeAllParameters",
"Arn"
]
}
}
}

}

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe ComponentConfiguration
コンポーネントの設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComponentArn" : String

YAML
ComponentArn: String

プロパティ
ComponentArn
コンポーネントの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:[0-9]{12}|aws):component/[az0-9-_]+/(?:(?:([0-9]+|x)\.([0-9]+|x)\.([0-9]+|x))|(?:[0-9]+\.[0-9]+\.
[0-9]+/[0-9]+))$
Update requires: Replacement

AWS# ImageBuilder#ContainerRecipe EbsInstanceBlockDeviceSpecification
Amazon EBS 固有のブロックデバイスマッピング仕様。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"SnapshotId" : String,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
KmsKeyId: String
SnapshotId: String
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
関連付けられたデバイスの終了時に削除を設定するのに使用します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Encrypted
デバイス暗号化の設定に使用します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
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Iops
デバイス IOPS の設定に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 100
最大: 10000
Update requires: Replacement
KmsKeyId
デバイスを暗号化するときに使用する KMS キーを構成する場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
SnapshotId
デバイスの内容を定義するスナップショット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
VolumeSize
デバイスのボリュームサイズをオーバーライドする場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 16000
Update requires: Replacement
VolumeType
デバイスのボリュームタイプをオーバーライドする場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
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Update requires: Replacement

AWS# ImageBuilder#ContainerRecipe InstanceBlockDeviceMapping
イメージの設定に使用するインスタンスのブロックデバイスマッピングを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3750),
"NoDevice" : String,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3750)
NoDevice: String
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
これらのマッピングが適用されるデバイス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Ebs
このマッピングの Amazon EBS 固有の設定を管理します。
必須: いいえ
タイプ: EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3750)
Update requires: Replacement
NoDevice
Parent イメージからマッピングを削除する場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 0
Update requires: Replacement
VirtualName
インスタンスの一時デバイスを管理するために使います。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

AWS# ImageBuilder# ContainerRecipe InstanceConfiguration
コンテナイメージの構築とテストに使用されるインスタンスのカスタムソース AMI とブロックデバイス
マッピング設定を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BlockDeviceMappings" : [ InstanceBlockDeviceMapping (p. 3752), ... ],
"Image" : String

YAML
BlockDeviceMappings:
- InstanceBlockDeviceMapping (p. 3752)
Image: String

プロパティ
BlockDeviceMappings
この Image Builder AMI からのインスタンスの構築用にアタッチするブロックデバイスを定義しま
す。
必須: いいえ
タイプ: InstanceBlockDeviceMapping (p. 3752) のリスト
Update requires: Replacement
Image
コンテナビルドとテストインスタンスのベースイメージとして使用する AMI ID。指定しない場
合、Image Builder は適切な ECS 最適化 AMI をベースイメージとして使用します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe TargetContainerRepository
出力コンテナイメージが保存されるコンテナリポジトリ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RepositoryName" : String,
"Service" : String

YAML
RepositoryName: String
Service: String

プロパティ
RepositoryName
出力コンテナイメージが保存されるコンテナリポジトリーの名前。この名前の先頭には、リポジトリ
の場所が付きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Service
このイメージが登録されたサービスを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ECR
Update requires: Replacement
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AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
ディストリビューション設定では、出力 AMI の名前と説明を指定し、他の AWS account に AMI を起動す
ることを許可し、AMI を他の AWS Regions にレプリケートできます。AMI を Amazon S3 にエクスポート
することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Distributions" : [ Distribution (p. 3759), ... ],
"Name" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
Properties:
Description: String
Distributions:
- Distribution (p. 3759)
Name: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
Description
このディストリビューション設定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Distributions
ディストリビューションオブジェクトの配列としてフォーマットされたこのディストリビューション
設定のディストリビューション。
必須: はい
タイプ: ディストリビューション (p. 3759)の一覧
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
3755

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Image Builder

Name
このディストリビューション設定の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
Update requires: Replacement
Tags
このディストリビューション設定のタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースの Amazon
リソースネーム (ARN) (arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:distributionconfiguration/myexampledistribution など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
このディストリビューション設定の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次のパターンが適
用されます。^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:\d{12}|aws):(?:image-recipe|
infrastructure-configuration|distribution-configuration|component|image|
image-pipeline)/[a-z0-9-_]+(?:/(?:(?:x|\d+)\.(?:x|\d+)\.(?:x|\d+))(?:/\d
+)?)?$。
Name
ディストリビューション設定の名前を返します。

例
AMI のディストリビューション設定リソースを作成する
次の例は、YAML と JSON の両方の形式の AMI の DistributionConfiguration リソースドキュメントのス
キーマを示しています。
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YAML
Resources:
DistributionConfigurationAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration'
Properties:
Name: 'distribution-configuration-name'
Description: 'description'
Distributions:
- Region: 'us-west-2'
AmiDistributionConfiguration:
Name: 'ami-distro-config-name-1 {{ imagebuilder:buildDate }}'
Description: 'description'
AmiTags:
AmiTagKey: 'ami-tag-key'
LaunchPermissionConfiguration:
UserGroups:
- 'DummyGroup1'
- 'DummyGroup2'
UserIds:
- '123123123123' # Dummy account Id A
- '321321321321' # Dummy account Id B
LicenseConfigurationArns:
- 'example-license-configuration-arn'
- Region: 'us-east-1'
AmiDistributionConfiguration:
Name: 'ami-distro-config-name-2 {{ imagebuilder:buildDate }}'
Description: 'description'
Tags:
CustomerDistributionConfigTagKey1: 'CustomerDistributionConfigTagValue1'
CustomerDistributionConfigTagKey2: 'CustomerDistributionConfigTagValue2'

JSON
{

"Resources": {
"DistributionConfigurationAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration",
"Properties": {
"Name": "distribution-configuration-name",
"Description": "description",
"Distributions": [
{
"Region": "us-west-2",
"AmiDistributionConfiguration": {
"Name": "ami-distro-config-name-1
{{ imagebuilder:buildDate }}",
"Description": "description",
"AmiTags": {
"AmiTagKey": "ami-tag-key"
},
"LaunchPermissionConfiguration": {
"UserGroups": [
"DummyGroup1",
"DummyGroup2"
],
"UserIds": [
"123123123123",
"321321321321"
]
}
},
"LicenseConfigurationArns": [
"example-license-configuration-arn"
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},
{

]

"Region": "us-east-1",
"AmiDistributionConfiguration": {
"Name": "ami-distro-config-name-2
{{ imagebuilder:buildDate }}",
"Description": "description"
}
}
]
},
"Tags": {
"CustomerDistributionConfigTagKey1": "CustomerDistributionConfigTagValue1",
"CustomerDistributionConfigTagKey2": "CustomerDistributionConfigTagValue2"
}
}
}

}

コンテナイメージのディストリビューション設定リソースを作成する
次の例は、YAML と JSON の両方の形式のコンテナイメージの DistributionConfiguration リソースドキュ
メントのスキーマを示しています。

YAML
Resources:
DistributionConfigurationAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration'
Properties:
Name: 'distribution-configuration-all-parameters'
Description: 'Distribution configuration template test'
Distributions:
- Region: 'us-west-2'
ContainerDistributionConfiguration:
Description: 'test distribution cfn template'
TargetRepository:
Service: ECR
RepositoryName: 'cfn-test'
ContainerTags:
- 'Tag1'
- 'Tag2'
- Region: 'us-east-1'
ContainerDistributionConfiguration:
Description: 'test distribution cfn template'
TargetRepository:
Service: ECR
RepositoryName: 'cfn-test'
ContainerTags:
- 'Tag1'
- 'Tag2'
Tags:
DistributionConfigurationTestTagKey1: 'DistributionConfigurationTestTagValue1'
DistributionConfigurationTestTagKey2: 'DistributionConfigurationTestTagValue2'

JSON
{

"Resources": {
"DistributionConfigurationAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration",
"Properties": {
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"Name": "distribution-configuration-name",
"Description": "test distribution cfn template",
"Distributions": [
{
"Region": "us-west-2",
"ContainerDistributionConfiguration": {
"Description": "description",
"TargetRepository": {
"Service": "ECR",
"RepositoryName": "cfn-test"
},
"ContainerTags": ["Tag1", "Tag2"]
}
},
{
"Region": "us-east-1",
"ContainerDistributionConfiguration": {
"Description": "description",
"TargetRepository": {
"Service": "ECR",
"RepositoryName": "cfn-test"
},
"ContainerTags": ["Tag1", "Tag2"]
}
}
]

}

}

},
"Tags": {
"DistributionConfigurationTestTagKey1": "DistributionConfigurationTestTagValue1",
"DistributionConfigurationTestTagKey2": "DistributionConfigurationTestTagValue2"
}
}

以下の資料も参照してください。
• Image Builder ユーザーガイドの Create a distribution configuration。

AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration Distribution
ディストリビューション構成ディストリビューションは、ディストリビューション構成の特定のリージョ
ンに対する設定を定義します。ディストリビューションが AMI またはコンテナイメージのどちらを対象に
するかを指定する必要があります。これを行うには、ディストリビューション用に次のデータ型のいずれ
かを正確に含めます。
• amiDistributionConfiguration
• containerDistributionConfiguration

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AmiDistributionConfiguration" : Json,
"ContainerDistributionConfiguration" : Json,
"LaunchTemplateConfigurations" : [ LaunchTemplateConfiguration (p. 3761), ... ],
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}

"LicenseConfigurationArns" : [ String, ... ],
"Region" : String

YAML
AmiDistributionConfiguration: Json
ContainerDistributionConfiguration: Json
LaunchTemplateConfigurations:
- LaunchTemplateConfiguration (p. 3761)
LicenseConfigurationArns:
- String
Region: String

プロパティ
AmiDistributionConfiguration
起動許可や AMI タグなど、特定の AMI 設定。詳細については、以下のスキーマ例を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ContainerDistributionConfiguration
特定のリージョンでの暗号化、ライセンス、共有のためのコンテナディストリビューション設定。詳
細については、以下のスキーマ例を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
LaunchTemplateConfigurations
指定されたアカウントのイメージディストリビューションに適用される launchTemplateConfiguration
設定のグループ。
必須: いいえ
タイプ : LaunchTemplateConfiguration (p. 3761) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
LicenseConfigurationArns
指定したリージョンの AMI に関連付けるライセンスマネージャーの設定。詳細については、
「LicenseConfiguration API」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
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Region
ディストリビューション設定のターゲットリージョン。たとえば、eu-west-1 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

例
AmiDistributionConfiguration スキーマの例
次の例は、AmiDistributionConfiguration のスキーマを YAML 形式と JSON 形式の両方で示していま
す。AMI をパブリックにするには、起動許可アカウントを all に設定します。EC2 ModifyImageAttribute
で AMI をパブリックにする例を参照してください。

YAML
AmiDistributionConfiguration:
Name: 'AmiCopyConfiguration - {{ imagebuilder:buildDate }}'
Description: 'description'
AmiTags:
AmiTagKey: 'AmiTagValue'
LaunchPermissionConfiguration:
UserGroups:
- 'String - group name 1'
- 'String - group name 1'
UserIds:
- 'String - account id 1'
- 'String - account id 2'

JSON
"AmiDistributionConfiguration": {
"Name": "AmiCopyConfiguration - {{ imagebuilder:buildDate }}",
"Description": "description",
"AmiTags": {
"AmiTagKey": "AmiTagValue"
},
"LaunchPermissionConfiguration": {
"UserGroups": [
"GroupName1",
"GroupName2"
],
"UserIds": [
"123456789012",
"345678901234"
]
}
}

AWS# ImageBuilder# DistributionConfiguration LaunchTemplateConfiguration
特定のアカウントに使用する Amazon EC2 起動テンプレートを識別します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccountId" : String,
"LaunchTemplateId" : String,
"SetDefaultVersion" : Boolean

YAML
AccountId: String
LaunchTemplateId: String
SetDefaultVersion: Boolean

プロパティ
AccountId
この設定が適用されるアカウント ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: No interruption
LaunchTemplateId
使用する Amazon EC2 起動テンプレートを識別します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^lt-[a-z0-9-_]{17}$
Update requires: No interruption
SetDefaultVersion
指定されたアカウント用のデフォルトの起動テンプレートとして、指定された Amazon EC2 起動テン
プレートを設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ImageBuilder::Image
イメージのビルドバージョン。イメージは、カスタマイズされた、安全で最新の「ゴールデン」サーバー
イメージです。これは、特定の IT 標準を満たすためにソフトウェアと設定にあらかじめインストールさ
れ、事前に設定されています。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::Image",
"Properties" : {
"ContainerRecipeArn" : String,
"DistributionConfigurationArn" : String,
"EnhancedImageMetadataEnabled" : Boolean,
"ImageRecipeArn" : String,
"ImageTestsConfiguration" : ImageTestsConfiguration (p. 3766),
"InfrastructureConfigurationArn" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::Image
Properties:
ContainerRecipeArn: String
DistributionConfigurationArn: String
EnhancedImageMetadataEnabled: Boolean
ImageRecipeArn: String
ImageTestsConfiguration:
ImageTestsConfiguration (p. 3766)
InfrastructureConfigurationArn: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
ContainerRecipeArn
このパイプラインに使用されるコンテナレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DistributionConfigurationArn
ディストリビューション設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:[0-9]{12}|aws):(?:image-recipe|
container-recipe|infrastructure-configuration|distribution-configuration|
component|image|image-pipeline)/[a-z0-9-_]+(?:/(?:(?:x|[0-9]+)\.(?:x|
[0-9]+)\.(?:x|[0-9]+))(?:/[0-9]+)?)?$
Update requires: Replacement
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EnhancedImageMetadataEnabled
オペレーティングシステム (OS) のバージョンやパッケージリストなど、作成されるイメージに関す
る追加情報を収集します。この情報は、EC2 Image Builder 全体の使用体験を向上させるために使用
されます。デフォルトでは有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ImageRecipeArn
イメージレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:[0-9]{12}|aws):(?:image-recipe|
container-recipe|infrastructure-configuration|distribution-configuration|
component|image|image-pipeline)/[a-z0-9-_]+(?:/(?:(?:x|[0-9]+)\.(?:x|
[0-9]+)\.(?:x|[0-9]+))(?:/[0-9]+)?)?$
Update requires: Replacement
ImageTestsConfiguration
イメージテストコンポーネントの構成設定。テストをオフにできるトグルとタイムアウト設定が含ま
れます。
必須: いいえ
タイプ: ImageTestsConfiguration (p. 3766)
Update requires: Replacement
InfrastructureConfigurationArn
このイメージパイプラインに関連付けられたインフラストラクチャ設定の Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
イメージのタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : リソース ARN
(arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/my-example-image など)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
イメージの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。たとえば、arn:aws:imagebuilder:uswest-2:123456789012:image/mybasicrecipe/2019.12.03/1 と指定します。
ImageId
Image Builder を使用しているリージョンの Amazon EC2 AMI の AMI ID を返します。
Name
イメージの名前を返します。

例
イメージの作成
次の例は、Image リソースドキュメントのすべてのパラメータのスキーマを YAML 形式と JSON 形式の両
方で示しています。

YAML
Resources:
ImageAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::Image'
Properties:
ImageRecipeArn: !Ref ImageRecipeArn
InfrastructureConfigurationArn: !Ref InfrastructureConfigurationArn
DistributionConfigurationArn: !Ref DistributionConfigurationArn
ImageTestsConfiguration:
ImageTestsEnabled: false
TimeoutMinutes: 60
Tags:
CustomerImageTagKey1: 'CustomerImageTagValue1'
CustomerImageTagKey2: 'CustomerImageTagValue2'

JSON
{

"Resources": {
"ImageAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::Image",
"Properties": {
"ImageRecipeArn": {
"Ref": "ImageRecipeArn"
},
"InfrastructureConfigurationArn": {
"Ref": "InfrastructureConfigurationArn"
},
"DistributionConfigurationArn": {
"Ref": "DistributionConfigurationArn"
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}

}

}

}

},
"ImageTestsConfiguration": {
"ImageTestsEnabled": false,
"TimeoutMinutes": 60
},
"Tags": {
"CustomerImageTagKey1": "CustomerImageTagValue1",
"CustomerImageTagKey2": "CustomerImageTagValue2"
}

AWS::ImageBuilder::Image ImageTestsConfiguration
Image Builder でイメージまたはコンテナのレシピを作成する場合、最終イメージの作成に使用するビルド
コンポーネントまたはテストコンポーネントを追加できます。レシピを作成するには、少なくとも 1 つの
ビルドコンポーネントが必要ですが、テストコンポーネントは必須ではありません。テストを追加した場
合は、イメージの作成後にテストが実行されます。これにより、ターゲットイメージが機能し、Amazon
EC2 インスタンスの起動に確実に使用できるようになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ImageTestsEnabled" : Boolean,
"TimeoutMinutes" : Integer

YAML
ImageTestsEnabled: Boolean
TimeoutMinutes: Integer

プロパティ
ImageTestsEnabled
このイメージをビルドするときにテストを実行するかどうかを定義します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
TimeoutMinutes
テストの実行が許可される最大時間 (分)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 60
最大: 1440
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Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
イメージパイプラインは、AWS でセキュア OS イメージを構築するためのオートメーション設定で
す。Image Builder イメージパイプラインは、イメージビルドライフサイクルのビルド、検証、およびテ
ストフェーズを定義するイメージレシピに関連付けられています。イメージパイプラインは、イメージの
構築場所を定義するインフラストラクチャ設定に関連付けることができます。インスタンスタイプ、サブ
ネット、セキュリティグループ、ログ記録、その他のインフラストラクチャ関連の設定などの属性を定義
できます。また、イメージパイプラインをディストリビューション設定に関連付けて、イメージのデプロ
イ方法を定義することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::ImagePipeline",
"Properties" : {
"ContainerRecipeArn" : String,
"Description" : String,
"DistributionConfigurationArn" : String,
"EnhancedImageMetadataEnabled" : Boolean,
"ImageRecipeArn" : String,
"ImageTestsConfiguration" : ImageTestsConfiguration (p. 3771),
"InfrastructureConfigurationArn" : String,
"Name" : String,
"Schedule" : Schedule (p. 3772),
"Status" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
Properties:
ContainerRecipeArn: String
Description: String
DistributionConfigurationArn: String
EnhancedImageMetadataEnabled: Boolean
ImageRecipeArn: String
ImageTestsConfiguration:
ImageTestsConfiguration (p. 3771)
InfrastructureConfigurationArn: String
Name: String
Schedule:
Schedule (p. 3772)
Status: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
ContainerRecipeArn
このパイプラインに使用されるコンテナレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
このイメージパイプラインの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
DistributionConfigurationArn
このイメージパイプラインに関連付けられたディストリビューション設定の Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnhancedImageMetadataEnabled
オペレーティングシステム (OS) のバージョンやパッケージリストなど、作成されるイメージに関す
る追加情報を収集します。この情報は、EC2 Image Builder 全体の使用体験を向上させるために使用
されます。デフォルトでは有効になっています。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ImageRecipeArn
このイメージパイプラインに関連付けられたイメージレシピの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageTestsConfiguration
作成されたイメージの品質を確認するために、イメージの作成後に実行されるイメージテストの設
定。
必須: いいえ
タイプ: ImageTestsConfiguration (p. 3771)
Update requires: No interruption
InfrastructureConfigurationArn
このイメージパイプラインに関連付けられたインフラストラクチャ設定の Amazon リソースネーム
(ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
イメージパイプラインの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
Update requires: Replacement
Schedule
イメージパイプラインのスケジュール。スケジュールは、パイプラインが新しいイメージを自動的に
作成する頻度およびタイミングを設定します。
必須: いいえ
タイプ: Schedule (p. 3772)
Update requires: No interruption
Status
イメージパイプラインのステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Tags
このイメージパイプラインのタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース
ARN (例: arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
イメージパイプラインの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。たとえ
ば、arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline と指定します。
Name
イメージパイプラインの名前を返します。

例
イメージパイプラインを作成します。
次の例は、ImagePipeline リソースドキュメントのすべてのパラメータのスキーマを YAML 形式と JSON
形式の両方で示しています。

YAML
Resources:
ImagePipelineAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::ImagePipeline'
Properties:
Name: 'image-pipeline-name'
Description: 'description'
ImageRecipeArn: !Ref ImageRecipeArn
InfrastructureConfigurationArn: !Ref InfrastructureConfigurationArn
DistributionConfigurationArn: !Ref DistributionConfigurationArn
ImageTestsConfiguration:
ImageTestsEnabled: false
TimeoutMinutes: 90
Schedule:
ScheduleExpression: 'cron(0 0 * * ? *)'
PipelineExecutionStartCondition: 'EXPRESSION_MATCH_ONLY'
Status: 'DISABLED'
Tags:
CustomerImagePipelineTagKey1: 'CustomerImagePipelineTagValue1'
CustomerImagePipelineTagKey2: 'CustomerImagePipelineTagValue2'

JSON
{

"Resources": {
"ImagePipelineAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::ImagePipeline",
"Properties": {
"Name": "image-pipeline-name",
"Description": "description",
"ImageRecipeArn": {
"Ref": "ImageRecipeArn"
},
"InfrastructureConfigurationArn": {
"Ref": "InfrastructureConfigurationArn"
},
"DistributionConfigurationArn": {
"Ref": "DistributionConfigurationArn"
},
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}

}

}

}

"ImageTestsConfiguration": {
"ImageTestsEnabled": false,
"TimeoutMinutes": 90
},
"Schedule": {
"ScheduleExpression": "cron(0 0 * * ? *)",
"PipelineExecutionStartCondition": "EXPRESSION_MATCH_ONLY"
},
"Status": "DISABLED",
"Tags": {
"CustomerImagePipelineTagKey1": "CustomerImagePipelineTagValue1",
"CustomerImagePipelineTagKey2": "CustomerImagePipelineTagValue2"
}

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline ImageTestsConfiguration
Image Builder でイメージまたはコンテナのレシピを作成する場合、イメージパイプラインが最終イメージ
の作成に使用するビルドコンポーネントまたはテストコンポーネントを追加できます。レシピを作成する
には、少なくとも 1 つのビルドコンポーネントが必要ですが、テストコンポーネントは必須ではありませ
ん。パイプラインは、イメージのビルド後にテストを実行して、ターゲットイメージが機能し、Amazon
EC2 インスタンスの起動に確実に使用できることを確認します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ImageTestsEnabled" : Boolean,
"TimeoutMinutes" : Integer

YAML
ImageTestsEnabled: Boolean
TimeoutMinutes: Integer

プロパティ
ImageTestsEnabled
このイメージをビルドするときにテストを実行するかどうかを定義します。例えば、true、false
などです。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TimeoutMinutes
テストの実行が許可される最大時間 (分)。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
最小: 60
最大: 1440
Update requires: No interruption

AWS::ImageBuilder::ImagePipeline スケジュール
スケジュールは、パイプラインが新しいイメージを自動的に作成する頻度およびタイミングを設定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PipelineExecutionStartCondition" : String,
"ScheduleExpression" : String

YAML
PipelineExecutionStartCondition: String
ScheduleExpression: String

プロパティ
PipelineExecutionStartCondition
条件は、パイプラインが新しいイメージのビルドをトリガーするタ
イミングを設定します。pipelineExecutionStartCondition を
EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE に設定し、イメージレシ
ピ内のソースイメージやコンポーネントに対してセマンティックバージョンフィルターを使
用すると、Image Builder は、セマンティックバージョンフィルターと一致する新しいバー
ジョンのイメージやコンポーネントがレシピにある場合にのみ、新しいイメージをビルドしま
す。EXPRESSION_MATCH_ONLY に設定すると、CRON 式が現在の時刻と一致するたびに、新しいイ
メージが作成されます。セマンティックバージョンの構文については、Image Builder API リファレン
スの CreateComponent を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE |
EXPRESSION_MATCH_ONLY
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
Cron 式は、EC2 Image Builder が pipelineExecutionStartCondition を評価する頻度を決定し
ます。
Image Builder で cron 式を書式設定する方法については、「EC2 Image Builder で cron 式を使用す
る」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Image Builder ユーザーガイドの Create an image pipeline。

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
Image Builder イメージレシピは、ソースイメージとソースイメージに適用するコンポーネントを定義し、
必要な設定の出力イメージを生成するためのドキュメントです。イメージレシピを使用してビルドを複製
できます。Image Builder イメージレシピは、コンソールウィザード、AWS CLI、または API を使用して
共有、分岐、および編集できます。バージョン管理ソフトウェアでイメージレシピを使用して、バージョ
ン管理された共有可能なイメージレシピを維持できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::ImageRecipe",
"Properties" : {
"AdditionalInstanceConfiguration" : AdditionalInstanceConfiguration (p. 3777),
"BlockDeviceMappings" : [ InstanceBlockDeviceMapping (p. 3782), ... ],
"Components" : [ ComponentConfiguration (p. 3778), ... ],
"Description" : String,
"Name" : String,
"ParentImage" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...},
"Version" : String,
"WorkingDirectory" : String
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
Properties:
AdditionalInstanceConfiguration:
AdditionalInstanceConfiguration (p. 3777)
BlockDeviceMappings:
- InstanceBlockDeviceMapping (p. 3782)
Components:
- ComponentConfiguration (p. 3778)
Description: String
Name: String
ParentImage: String
Tags:
Key : Value
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Version: String
WorkingDirectory: String

プロパティ
AdditionalInstanceConfiguration
新しい AMI を作成する前に、Image Builder は一時的な Amazon EC2 インスタンスを起動して、イ
メージ設定をビルドおよびテストします。インスタンス設定は、それらのインスタンスに対する制御
のレイヤーを追加します。AMI からインスタンスを起動したときに実行する設定を定義し、スクリプ
トを追加できます。
必須: いいえ
タイプ: AdditionalInstanceConfiguration (p. 3777)
Update requires: No interruption
BlockDeviceMappings
このレシピからイメージを作成するときに適用するブロックデバイスマッピング。
必須: いいえ
タイプ: InstanceBlockDeviceMapping (p. 3782) のリスト
Update requires: Replacement
Components
イメージレシピのコンポーネント。コンポーネントは、ソフトウェアパッケージのダウンロード、イ
ンストール、設定、テストの一連のステップを定義するオーケストレーションドキュメントです。ま
た、検証およびセキュリティ強化のステップも定義します。コンポーネントは、YAML ドキュメント
形式を使用して定義されます。
必須: はい
タイプ: ComponentConfiguration (p. 3778) のリスト
Update requires: Replacement
Description
イメージレシピの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Name
イメージレシピの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
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Update requires: Replacement
ParentImage
イメージレシピの親イメージ。文字列は、イメージ ARN (SemVers は OK) または AMI ID のいずれか
である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Tags
イメージレシピのタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Version
イメージレシピのセマンティックバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$
Update requires: Replacement
WorkingDirectory
ビルドおよびテストワークフロー中に使用される作業ディレクトリ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソー
ス ARN (例: arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03)。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
イメージレシピの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。たとえ
ば、arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03 と指定します。
Name
イメージレシピの名前。

例
イメージレシピを作成します。
次の例は、ImageRecipe リソースドキュメントのすべてのパラメータのスキーマを YAML 形式と JSON
形式の両方で示しています。

YAML
Resources:
ImageRecipeAllParameters:
Type: 'AWS::ImageBuilder::ImageRecipe'
Properties:
Name: 'image-recipe-name'
Version: '1.0.0'
ParentImage: !Ref ParentImage
Description: 'description'
Components:
- ComponentArn: !Ref ComponentArn
- ComponentArn: !Ref AnotherComponentArn
BlockDeviceMappings:
- DeviceName: "device-name"
VirtualName: "virtual-name"
Ebs:
DeleteOnTermination: true
Encrypted: true
Iops: 100
KmsKeyId: !Ref KmsKeyId
SnapshotId: "snapshot-id"
VolumeType: "gp2"
VolumeSize: 100
Tags:
CustomerImageRecipeTagKey1: 'CustomerImageRecipeTagValue1'
CustomerImageRecipeTagKey2: 'CustomerImageRecipeTagValue2'

JSON
{

"Resources": {
"ImageRecipeAllParameters": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::ImageRecipe",
"Properties": {
"Name": "image-recipe-name",
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}

}

}

}

"Version": "1.0.0",
"ParentImage": {
"Ref": "ParentImage"
},
"Description": "description",
"Components": [
{
"ComponentArn": {
"Ref": "ComponentArn"
}
},
{
"ComponentArn": {
"Ref": "AnotherComponentArn"
}
}
],
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "device-name",
"VirtualName": "virtual-name",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"Encrypted": true,
"Iops": 100,
"KmsKeyId": {
"Ref": "KmsKeyId"
},
"SnapshotId": "snapshot-id",
"VolumeType": "gp2",
"VolumeSize": 100
}
}
],
"Tags": {
"CustomerImageRecipeTagKey1": "CustomerImageRecipeTagValue1",
"CustomerImageRecipeTagKey2": "CustomerImageRecipeTagValue2"
}

以下の資料も参照してください。
• Image Builder ユーザーガイドの Create a basic image recipe。

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe AdditionalInstanceConfiguration
インフラストラクチャ設定に加えて、これらの設定により、ビルドインスタンスに対するコントロールの
追加レイヤーが提供されます。Image Builder が SSM エージェントをインストールする場合、作成する
AMI のために保持するかどうかを選択できます。また、すべてのビルドインスタンスのために、起動時に
実行するコマンドを指定することもできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"SystemsManagerAgent" : SystemsManagerAgent (p. 3783),
"UserDataOverride" : String

YAML
SystemsManagerAgent:
SystemsManagerAgent (p. 3783)
UserDataOverride: String

プロパティ
SystemsManagerAgent
ビルドインスタンスの SSM エージェントの設定が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: SystemsManagerAgent (p. 3783)
Update requires: No interruption
UserDataOverride
このプロパティを使用して、ビルドインスタンスを起動するときに実行するコマンドまたはコマンド
スクリプトを指定します。

Note
userDataOverride プロパティは、SSM が確実に Linux ビルドインスタンスにインストールさ
れているようにするために Image Builder が追加した可能性のあるコマンドを置き換えます。
ユーザーデータを上書きする場合、SSM がソースイメージにあらかじめインストールされて
いないときは、SSM をインストールするためのコマンドを追加してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 21847
パターン: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?$
Update requires: No interruption

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe ComponentConfiguration
コンポーネントの設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComponentArn" : String,
"Parameters" : [ ComponentParameter (p. 3779), ... ]
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YAML
ComponentArn: String
Parameters:
- ComponentParameter (p. 3779)

プロパティ
ComponentArn
コンポーネントの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:[0-9]{12}|aws):component/[az0-9-_]+/(?:(?:([0-9]+|x)\.([0-9]+|x)\.([0-9]+|x))|(?:[0-9]+\.[0-9]+\.
[0-9]+/[0-9]+))$
Update requires: Replacement
Parameters
特定のレシピのコンポーネントを設定するために使用されるパラメータ設定のグループ。
必須: いいえ
タイプ: ComponentParameter (p. 3779) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe ComponentParameter
名前付きコンポーネントパラメータを設定するキー/値のペアが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Value:
- String

プロパティ
Name
設定するコンポーネントパラメータの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [^\x00]+
Update requires: Replacement
Value
名前付きコンポーネントパラメータの値を設定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe EbsInstanceBlockDeviceSpecification
イメージレシピ EBS インスタンスブロックデバイス仕様には、イメージの Amazon EBS 固有のブロック
デバイスマッピング仕様が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"SnapshotId" : String,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
KmsKeyId: String
SnapshotId: String
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
関連付けられたデバイスの終了時に削除を設定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Encrypted
デバイス暗号化の設定に使用します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Iops
デバイス IOPS の設定に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 100
最大: 10000
Update requires: Replacement
KmsKeyId
デバイスを暗号化するときに使用する KMS キーを構成する場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
SnapshotId
デバイスの内容を定義するスナップショット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
VolumeSize
デバイスのボリュームサイズを上書きします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
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最大: 16000
Update requires: Replacement
VolumeType
デバイスのボリュームタイプを上書きします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | gp3 | io1 | io2 | sc1 | st1 | standard
Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe InstanceBlockDeviceMapping
イメージの設定に使用するインスタンスのブロックデバイスマッピングを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3780),
"NoDevice" : String,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3780)
NoDevice: String
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
これらのマッピングが適用されるデバイス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
Ebs
このマッピングの Amazon EBS 固有の設定を管理します。
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必須: いいえ
タイプ: EbsInstanceBlockDeviceSpecification (p. 3780)
Update requires: Replacement
NoDevice
親イメージからマッピングを削除するには、空の文字列を入力します。
以下は、NoDevice フィールド内の空の文字列値の例です。
NoDevice:""
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VirtualName
インスタンスのエフェメラルデバイスを管理します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

AWS::ImageBuilder::ImageRecipe SystemsManagerAgent
ビルドインスタンスの SSM エージェントの設定が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"UninstallAfterBuild" : Boolean

YAML
UninstallAfterBuild: Boolean

プロパティ
UninstallAfterBuild
新しい AMI を作成する前に、SSM エージェントを最終的なビルドイメージから削除するかどうか
を制御します。これが true に設定されている場合、エージェントは最終イメージから削除されま
す。false に設定されている場合、エージェントは残され、新しい AMI に含まれます。デフォルト値
は false です。
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必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
インフラストラクチャ設定では、イメージをビルドしてテストするインフラストラクチャを指定で
きます。インフラストラクチャ設定では、インスタンスタイプ、サブネット、およびセキュリティ
グループを指定して、インスタンスに関連付けることができます。イメージのビルドに使用するイ
ンスタンスに Amazon EC2 キーペアを関連付けることもできます。これにより、ビルドが失敗し
TerminateInstanceOnFailure を false に設定していた場合に、インスタンスにログオンしてトラブルシュー
ティングを行うことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration",
"Properties" : {
"Description" : String,
"InstanceProfileName" : String,
"InstanceTypes" : [ String, ... ],
"KeyPair" : String,
"Logging" : Logging (p. 3788),
"Name" : String,
"ResourceTags" : {Key : Value, ...},
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SnsTopicArn" : String,
"SubnetId" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...},
"TerminateInstanceOnFailure" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
Properties:
Description: String
InstanceProfileName: String
InstanceTypes:
- String
KeyPair: String
Logging:
Logging (p. 3788)
Name: String
ResourceTags:
Key : Value
SecurityGroupIds:
- String
SnsTopicArn: String
SubnetId: String
Tags:
Key : Value
TerminateInstanceOnFailure: Boolean
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プロパティ
Description
インフラストラクチャ設定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
InstanceProfileName
インフラストラクチャ設定のインスタンスプロファイル。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[\w+=,.@-]+$
Update requires: No interruption
InstanceTypes
インフラストラクチャ設定のインスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
KeyPair
インフラストラクチャ設定の Amazon EC2 キーペア。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Logging
ログ記録設定では、Image Builder がログをアップロードする場所を定義します。
必須: いいえ
タイプ: ログ記録 (p. 3788)
Update requires: No interruption
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Name
インフラストラクチャ設定の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[-_A-Za-z-0-9][-_A-Za-z0-9 ]{1,126}[-_A-Za-z-0-9]$
Update requires: Replacement
ResourceTags
Image Builder によって作成されたリソースにアタッチされたタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
インフラストラクチャ設定のセキュリティグループ ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SnsTopicArn
インフラストラクチャ設定の SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
SubnetId
インフラストラクチャ設定のサブネット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Tags
インフラストラクチャ設定のタグ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
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Update requires: No interruption
TerminateInstanceOnFailure
インフラストラクチャ設定の失敗時にインスタンスを終了する設定。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN (例:
arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexample-infrastructure)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
インフラストラクチャ設定の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次のパターンが適用
されます: ^arn:aws[^:]*:imagebuilder:[^:]+:(?:\d{12}|aws):(?:image-recipe|
infrastructure-configuration|distribution-configuration|component|image|
image-pipeline)/[a-z0-9-_]+(?:/(?:(?:x|\d+)\.(?:x|\d+)\.(?:x|\d+))(?:/\d
+)?)?$。
Name
インフラストラクチャ設定の名前。

例
インフラストラクチャ設定を作成します。
次の例は、InfrastructureConfiguration リソースドキュメントのすべてのパラメータのスキーマを JSON 形
式と YAML 形式の両方で示しています。

JSON
{

"Resources": {
"InfrastructureConfigurationAll": {
"Type": "AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration",
"Properties": {
"Name": "infrastructure-configuration-name",
"InstanceProfileName": "instance-profile-name",
"Description": "description",
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"InstanceTypes": [
"m4.large",
"m5.large"
],
"KeyPair": "key-pair",
"Logging": {
"S3Logs": {
"S3BucketName": "imagebuilder-logging-bucket",
"S3KeyPrefix": "imagebuilder-bucket-prefix"
}
},
"SnsTopicArn": {
"Ref": "SnsTopicArn"
},
"TerminateInstanceOnFailure": true,
"SecurityGroupIds": [
"security-group-id-1",
"security-group-id-2"
],
"SubnetId": "subnet-id",
"Tags": {
"CustomerInfraConfigTagKey1": "CustomerInfraConfigTagValue1",
"CustomerInfraConfigTagKey2": "CustomerInfraConfigTagValue2"
}

}
}

}

}

YAML
Resources:
InfrastructureConfigurationAll:
Type: 'AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration'
Properties:
Name: 'infrastructure-configuration-name'
InstanceProfileName: 'instance-profile-name'
Description: 'description'
InstanceTypes:
- 'm4.large'
- 'm5.large'
KeyPair: 'key-pair'
Logging:
S3Logs:
S3BucketName: 'imagebuilder-logging-bucket'
S3KeyPrefix: 'imagebuilder-bucket-prefix'
SnsTopicArn: !Ref SnsTopicArn
TerminateInstanceOnFailure: true
SecurityGroupIds:
- 'security-group-id-1'
- 'security-group-id-2'
SubnetId: 'subnet-id'
Tags:
CustomerInfraConfigTagKey1: 'CustomerInfraConfigTagValue1'
CustomerInfraConfigTagKey2: 'CustomerInfraConfigTagValue2'

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration Logging
ログ記録設定では、Image Builder がログをアップロードする場所を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"S3Logs" : S3Logs (p. 3789)

YAML
S3Logs:
S3Logs (p. 3789)

プロパティ
S3Logs
Amazon S3 ログ記録設定。
必須: いいえ
タイプ: S3Logs (p. 3789)
Update requires: No interruption

AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration S3Logs
Amazon S3 ログ記録設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3BucketName" : String,
"S3KeyPrefix" : String

YAML
S3BucketName: String
S3KeyPrefix: String

プロパティ
S3BucketName
ログを保存する Amazon S3 バケット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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S3KeyPrefix
ログを保存する Amazon S3 パス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS Systems Manager Incident Manager リソースタ
イプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# SSminCidents# ReplicationSet (p. 3790)
• AWS# SSminCidents#ResponsePlan (p. 3792)

AWS# SSminCidents# ReplicationSet
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet リソースは、Incident Manager データがレプリケートされた
リージョンのセットと、データの暗号化に使用される KMS キーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSMIncidents::ReplicationSet",
"Properties" : {
"DeletionProtected" : Boolean,
"Regions" : [ ReplicationRegion (p. 3791), ... ]
}

YAML
Type: AWS::SSMIncidents::ReplicationSet
Properties:
DeletionProtected: Boolean
Regions:
- ReplicationRegion (p. 3791)

プロパティ
DeletionProtected
レプリケーションセットの削除保護が有効かどうかを決定します。削除保護が有効になっている場
合、レプリケーションセット内の最後のリージョンを削除することはできません。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Regions
レプリケーションセットのリージョンを指定します。
必須: はい
タイプ : ReplicationRegion (p. 3791) のリスト
Update requires: No interruption

AWS# SSMIncidents#ReplicationSet RegionConfiguration
RegionConfigurationプロパティは、レプリケーションセットに追加するリージョンおよび KMS キー
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SseKmsKeyId" : String

YAML
SseKmsKeyId: String

プロパティ
SseKmsKeyId
レプリケーションセットの暗号化に使用する KMS キー ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SSMIncidents::ReplicationSet ReplicationRegion
ReplicationRegionプロパティの種類は、レプリケーションセットに追加するリージョンと KMS キー
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"RegionConfiguration" : RegionConfiguration (p. 3791),
"RegionName" : String

YAML
RegionConfiguration:
RegionConfiguration (p. 3791)
RegionName: String

プロパティ
RegionConfiguration
リージョンの設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ : RegionConfiguration (p. 3791)
Update requires: No interruption
RegionName
レプリケーションセットに追加するリージョン名を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# SSminCidents#ResponsePlan
AWS::SSMIncidents::ResponsePlanリソースは、インシデントの作成時に使用される応答プランの詳
細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSMIncidents::ResponsePlan",
"Properties" : {
"Actions" : [ Action (p. 3794), ... ],
"ChatChannel" : ChatChannel (p. 3795),
"DisplayName" : String,
"Engagements" : [ String, ... ],
"IncidentTemplate" : IncidentTemplate (p. 3795),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SSMIncidents::ResponsePlan
Properties:
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Actions:
- Action (p. 3794)
ChatChannel:
ChatChannel (p. 3795)
DisplayName: String
Engagements:
- String
IncidentTemplate:
IncidentTemplate (p. 3795)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Actions
インシデントの開始時に応答プランが開始するアクション。
必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 3794)のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
ChatChannel
インシデント中のコラボレーションに使用される AWS Chatbot チャットチャンネル。
必須: いいえ
タイプ : ChatChannel (p. 3795)
Update requires: No interruption
DisplayName
人間が読める応答プランの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 200
Update requires: No interruption
Engagements
インシデント中に応答プランがやりとりする連絡先とエスカレーションプラン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
IncidentTemplate
この応答プランを使用するときにインシデントを作成するために使用される詳細。
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必須: はい
タイプ : IncidentTemplate (p. 3795)
Update requires: No interruption
Name
応答プランの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 200
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]*$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS# SSminCidents# ResponsePlan アクション
Action プロパティタイプは、起動するための設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SsmAutomation" : SsmAutomation (p. 3798)

YAML
SsmAutomation:
SsmAutomation (p. 3798)

プロパティ
SsmAutomation
インシデント中にランブックとして使用される Systems Manager オートメーションドキュメントの詳
細。
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必須: いいえ
タイプ : SsmAutomation (p. 3798)
Update requires: No interruption

AWS# SSminCidents# ResponsePlan ChatChannel
インシデント中のコラボレーションに使用される AWS Chatbot チャットチャンネル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ChatbotSns" : [ String, ... ]

YAML
ChatbotSns:
- String

プロパティ
ChatbotSns
AWS Chatbot がインシデントの更新をチャットチャネルに通知するために使用する SNS ターゲッ
ト。SNS トピックを使用して、チャットチャネルを通じてインシデントを更新することもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption

AWS# SSminCidents# ResponsePlan IncidentTemplate
IncidentTemplateプロパティタイプでは、この応答プランを使用するときにインシデントの作成に使用
される詳細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DedupeString" : String,
"Impact" : Integer,
"NotificationTargets" : [ NotificationTargetItem (p. 3797), ... ],
"Summary" : String,
"Title" : String

API バージョン 2010-05-15
3795

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Systems Manager Incident
Manager リソースタイプのリファレンス
}

YAML
DedupeString:
String
Impact: Integer
NotificationTargets:
- NotificationTargetItem (p. 3797)
Summary: String
Title: String

プロパティ
DedupeString
インシデントに対して 1 つのインシデントレコードのみを作成するために使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000
Update requires: No interruption
Impact
顧客への影響を定義します。影響を提供すると、応答計画によって提供される影響が上書きされま
す。

考えられる影響:
• 1- 重大な影響
いる。

多数もしくは全てのお客様に影響を与えるアプリケーション全体の障害に関連して

• 2- 大きな影響

部分的なアプリケーション障害で多くのお客様に影響を与える。

• 3- 中程度の影響

アプリケーションがお客様様へのサービスを減らしている。

• 4- 低い影響

お客様はまだ問題の影響を受けていない可能性がある。

• 5- 影響なし

お客様には今のところ影響はないが、影響を避けるために緊急の処置が必要である。

必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 5
Update requires: No interruption
NotificationTargets
AWS Chatbot がインシデントの更新をチャットチャネルに通知するために使用する SNS ターゲッ
ト。SNS トピックを使用して、チャットチャネルを通じてインシデントを更新することもできます。
必須: いいえ
タイプ : NotificationTargetItem (p. 3797) のリスト
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最大: 10
Update requires: No interruption
Summary
概要には、インシデント中に何が起こったかが記述されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 4000
Update requires: No interruption
Title
インシデントのタイトルは簡潔で簡単に認識できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 200
Update requires: No interruption

AWS# SSminCidents# RResponsePlan NotificationTargetItem
インシデントチャットチャネルに通知するために AWS Chatbot によって使用される SNS トピック。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SnsTopicArn" : String

YAML
SnsTopicArn: String

プロパティ
SnsTopicArn
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 1000
パターン: ^arn:aws(-cn|-us-gov)?:[a-z0-9-]*:[a-z0-9-]*:([0-9]{12})?:.+$
Update requires: No interruption

AWS::SSMIncidents::ResponsePlan SsmAutomation
SsmAutomationプロパティのタイプは、インシデント中にランブックとして使用される Systems
Manager 自動ドキュメントの詳細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DocumentName" : String,
"DocumentVersion" : String,
"Parameters" : [ SsmParameter (p. 3799), ... ],
"RoleArn" : String,
"TargetAccount" : String

YAML
DocumentName: String
DocumentVersion: String
Parameters:
- SsmParameter (p. 3799)
RoleArn: String
TargetAccount: String

プロパティ
DocumentName
オートメーションドキュメントの名前
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.:/]{3,128}$
Update requires: No interruption
DocumentVersion
実行時に使用するオートメーションドキュメントのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
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Update requires: No interruption
Parameters
オートメーションドキュメントを実行するときに使用するキーと値のペアパラメータ。
必須: いいえ
タイプ : SsmParameter (p. 3799)のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
コマンドの実行時にオートメーションドキュメントが引き受けるロールの Amazon リソースネーム
（ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000
パターン: ^arn:aws(-cn|-us-gov)?:iam::([0-9]{12})?:role/.+$
Update requires: No interruption
TargetAccount
オートメーションドキュメントが実行されるアカウント。これは、管理アカウントまたはアプリケー
ションアカウントのいずれかに設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: IMPACTED_ACCOUNT | RESPONSE_PLAN_OWNER_ACCOUNT
Update requires: No interruption

AWS# SSMIncidents# ResponsePlan SsmParameter
オートメーションドキュメントを実行するときに使用するキーと値のペアパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
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- String

プロパティ
Key
オートメーションドキュメントを実行するときに使用するキーパラメータです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
オートメーションドキュメントを実行するときに使用する 値パラメーターです。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

Incident Manager の連絡先
リソースタイプ
• AWS# SSMContacts# 連絡先 (p. 3800)
• AWS# SSMContacts# ContactChannel (p. 3805)

AWS# SSMContacts# 連絡先
AWS::SSMContacts::Contact リソースは、連絡先またはエスカレーションプランを指定しま
す。Incident Manager 連絡先は、レスポンダーのエンゲージメントとインタラクションを管理するために
使用できるアクションとデータ型のサブセットです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSMContacts::Contact",
"Properties" : {
"Alias" : String,
"DisplayName" : String,
"Plan" : [ Stage (p. 3804), ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::SSMContacts::Contact
Properties:
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Alias: String
DisplayName: String
Plan:
- Stage (p. 3804)
Type: String

プロパティ
Alias
連絡先またはエスカレーションプランの一意で識別可能なエイリアス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-z0-9_\-]*$
Update requires: Replacement
DisplayName
連絡先またはエスカレーションプランのフルネーム。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 255
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.\-]*$
Update requires: No interruption
Plan
ステージのリスト連絡先には、指定された連絡先チャネルに連絡するステージを持つエンゲージメン
トプランがあります。エスカレーションプランでは、指定された連絡先に連絡するステージが使用さ
れます。
必須: はい
タイプ : ステージ (p. 3804) のリスト
Update requires: No interruption
Type
連絡先のタイプを参照します。単一の連絡先はタイプ PERSONAL で 、エスカレーションプランはタイ
プ ESCALATION です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ESCALATION | PERSONAL
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースの ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Contact リソースの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:ssm-contacts:uswest-2:123456789012:contact/contactalias など)。

AWS::SSMContacts::Contact ChannelTargetInfo
Incident Manager が連絡先のエンゲージに使用する問い合わせチャネルに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ChannelId" : String,
"RetryIntervalInMinutes" : Integer

YAML
ChannelId: String
RetryIntervalInMinutes: Integer

プロパティ
ChannelId
問い合わせチャネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):ssm-contacts:[-\w+=\/,.@]*:[0-9]+:([\w+=
\/,.@:-]+)*
Update requires: No interruption
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RetryIntervalInMinutes
エンゲージメントが最初に失敗した場合に、エンゲージメントの送信を再試行するまでの待機時間
(分)。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 60
Update requires: No interruption

AWS::SSMContacts::Contact ContactTargetInfo
インシデントマネージャがインシデント中に関与している連絡先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ContactId" : String,
"IsEssential" : Boolean

YAML
ContactId: String
IsEssential: Boolean

プロパティ
ContactId
連絡先の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):ssm-contacts:[-\w+=\/,.@]*:[0-9]+:([\w+=
\/,.@:-]+)*
Update requires: No interruption
IsEssential
連絡先の確認がプラン内のステージの進行を停止するかどうかを決定するブール値。
必須: はい
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS# SSMContacts# Contact Stage
Stageプロパティタイプでは、エスカレーションプランまたはエンゲージメントプランが指定された連絡
先または連絡方法を使用する時間を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInMinutes" : Integer,
"Targets" : [ Targets (p. 3804), ... ]

YAML
DurationInMinutes: Integer
Targets:
- Targets (p. 3804)

プロパティ
DurationInMinutes
次のステージを開始するまで待つ時間。ターゲットが指定されている場合のみ、期間を 0 に設定でき
ます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 30
Update requires: No interruption
Targets
エスカレーションプランまたはエンゲージメントプランが関与している連絡先または連絡方法。
必須: いいえ
タイプ: ターゲット (p. 3804)のリスト (p. 3804)
Update requires: No interruption

AWS# SSMContacts#Contact Targets
対応中の連絡先または連絡先チャネル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ChannelTargetInfo" : ChannelTargetInfo (p. 3802),
"ContactTargetInfo" : ContactTargetInfo (p. 3803)

YAML
ChannelTargetInfo:
ChannelTargetInfo (p. 3802)
ContactTargetInfo:
ContactTargetInfo (p. 3803)

プロパティ
ChannelTargetInfo
インシデントマネージャが関与している連絡先チャネルに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: ChannelTargetInfo (p. 3802)
Update requires: No interruption
ContactTargetInfo
インシデントマネージャがインシデント中に関与している連絡先。
必須: いいえ
タイプ: ContactTargetInfo (p. 3803)
Update requires: No interruption

AWS# SSMContacts# ContactChannel
AWS::SSMContacts::ContactChannelリソースは、インシデントマネージャが連絡先とのやりとりに
使用する方法として、連絡先チャネルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSMContacts::ContactChannel",
"Properties" : {
"ChannelAddress" : String,
"ChannelName" : String,
"ChannelType" : String,
"ContactId" : String,
"DeferActivation" : Boolean
}

API バージョン 2010-05-15
3805

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Incident Manager の連絡先

YAML
Type: AWS::SSMContacts::ContactChannel
Properties:
ChannelAddress: String
ChannelName: String
ChannelType: String
ContactId: String
DeferActivation: Boolean

プロパティ
ChannelAddress
インシデントマネージャが連絡先チャネルとのやりとりに使用する詳細。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ChannelName
連絡先チャンネルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.\-]*$
Update requires: No interruption
ChannelType
コンタクトチャネルのタイプ。インシデントマネージャは、次の 3 つの連絡方法をサポートしていま
す。
• SMS
• 音声
• EMAIL
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EMAIL | SMS | VOICE
Update requires: Replacement
ContactId
連絡先チャネルを追加する連絡先の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 2048
パターン: arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):ssm-contacts:[-\w+=\/,.@]*:[0-9]+:([\w+=
\/,.@:-]+)*
Update requires: Replacement
DeferActivation
後でチャンネルをアクティブ化したい場合は、アクティベーションを延期することができます。イン
シデントマネージャーは、連絡先チャネルが有効化されるまでは連絡先チャネルとのやりとりはでき
ません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソースの
ARN（arn:aws:ssm-contacts:us-west-2:123456789012:contact-channel/contactalias/
cec1bb12-34f5-6789-a1ee-e1ca2345d6f7 など）。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ContactChannel リソースの Amazon リソース名 (ARN)。

Amazon Inspector リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Inspector::AssessmentTarget (p. 3807)
• AWS::Inspector::AssessmentTemplate (p. 3809)
• AWS::Inspector::ResourceGroup (p. 3812)

AWS::Inspector::AssessmentTarget
AWS::Inspector::AssessmentTarget リソースは、評価の実行中に分析される Amazon EC2 インス
タンスを指定する、Amazon Inspector 評価ターゲットを作成するために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Inspector::AssessmentTarget",
"Properties" : {
"AssessmentTargetName" : String,
"ResourceGroupArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Inspector::AssessmentTarget
Properties:
AssessmentTargetName: String
ResourceGroupArn: String

プロパティ
AssessmentTargetName
Amazon Inspector 評価ターゲットの名前。その名前は AWS account 内で一意である必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
Update requires: Replacement
ResourceGroupArn
評価ターゲットの作成に使用されるリソースグループを指定する ARN。resourceGroupArn が指定
されていない場合、現在の AWS account およびリージョンのすべての EC2 インスタンスが評価ター
ゲットに含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 新しい評価ターゲットの
ResourceGroupArn。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
作成された評価ターゲットを指定する Amazon リソースネーム (ARN)。

例
Amazon Inspector 評価ターゲットリソースの宣言
次の例は、AWS::Inspector::AssessmentTarget リソースを宣言して Amazon Inspector 評価ター
ゲットを作成する方法を示します。

JSON
"myassessmenttarget": {
"Type": "AWS::Inspector::AssessmentTarget",
"Properties": {
"AssessmentTargetName" : "MyAssessmentTarget",
"ResourceGroupArn" : "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0AB6DMKnv"
}
}

YAML
myassessmenttarget:
Type: AWS::Inspector::AssessmentTarget
Properties:
AssessmentTargetName : "MyAssessmentTarget"
ResourceGroupArn : "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0AB6DMKnv"

AWS::Inspector::AssessmentTemplate
AWS::Inspector::AssessmentTemplate リソースは、評価の実行および関連する設定によって評価
される Inspector 評価ターゲットを指定する、Amazon Inspector 評価テンプレートを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Inspector::AssessmentTemplate",
"Properties" : {
"AssessmentTargetArn" : String,
"AssessmentTemplateName" : String,
"DurationInSeconds" : Integer,
"RulesPackageArns" : [ String, ... ],
"UserAttributesForFindings" : [ Tag, ... ]

API バージョン 2010-05-15
3809

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Inspector

}

}

YAML
Type: AWS::Inspector::AssessmentTemplate
Properties:
AssessmentTargetArn: String
AssessmentTemplateName: String
DurationInSeconds: Integer
RulesPackageArns:
- String
UserAttributesForFindings:
- Tag

プロパティ
AssessmentTargetArn
評価テンプレートに含められる評価ターゲットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 300
Update requires: Replacement
AssessmentTemplateName
作成する評価テンプレートを識別するユーザー定義の名前。同じ評価ターゲットに対して複数の評価
テンプレートを作成できます。特定の評価ターゲットに対応する評価テンプレートの名前は一意であ
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
Update requires: Replacement
DurationInSeconds
評価の実行の時間 (秒)
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 180
最大: 86400
Update requires: Replacement
RulesPackageArns
評価テンプレートで使用するルールパッケージの ARN。
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必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement
UserAttributesForFindings
この評価テンプレートを使用して実行された評価で生成された各結果に割り当てられたユーザー定義
属性。評価テンプレート内では、各キーは一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 新しい評価テンプレート
の AssessmentTargetArn。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
作成された評価テンプレートを指定する Amazon リソースネーム (ARN)。

例
Amazon Inspector 評価テンプレートリソースの宣言
次の例は、AWS::Inspector::AssessmentTemplate リソースを宣言して Amazon Inspector 評価テン
プレートを作成する方法を示します。

JSON
"myassessmenttemplate": {
"Type": "AWS::Inspector::AssessmentTemplate",
"Properties": {
"AssessmentTargetArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0nvgVhaxX",
"DurationInSeconds": 180,
"AssessmentTemplateName": "MyAssessmentTemplate",
"RulesPackageArns": [
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}

}

"arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-11B9DBXp"
],
"UserAttributesForFindings": [
{
"Key": "Example",
"Value": "example"
}
]

YAML
myassessmenttemplate:
Type: AWS::Inspector::AssessmentTemplate
Properties:
AssessmentTargetArn: "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX"
AssessmentTemplateName: MyAssessmentTemplate
DurationInSeconds: 180
RulesPackageArns:
- "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-11B9DBXp"
UserAttributesForFindings:
Key: Example
Value: example

AWS::Inspector::ResourceGroup
Amazon Inspector リソースグループを作成するには、AWS::Inspector::ResourceGroup リソースが
使用されます。リソースグループは、評価ターゲットを構成する AWS リソースを必要に応じて識別する
タグのセットを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Inspector::ResourceGroup",
"Properties" : {
"ResourceGroupTags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Inspector::ResourceGroup
Properties:
ResourceGroupTags:
- Tag

プロパティ
ResourceGroupTags
リソースグループに関連付けられるタグ (キーと値のペア)。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: はい
タイプ: Tag のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 新しいリソースグループ
の ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
作成されたリソースグループを指定する Amazon リソースネーム (ARN)。

例
Amazon Inspector リソースグループリソースの宣言
次の例は、AWS::Inspector::ResourceGroup リソースを宣言して Amazon Inspector リソースグルー
プを作成する方法を示します。

JSON
"myresourcegroup": {
"Type": "AWS::Inspector::ResourceGroup",
"Properties": {
"ResourceGroupTags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "example"
}
]
}
}

YAML
myresourcegroup:
Type: "AWS::Inspector::ResourceGroup"
Properties:
ResourceGroupTags:
- Key: "Name"
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Value: "example"

AWS IoT リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IoT::AccountAuditConfiguration (p. 3814)
• AWS::IoT::Authorizer (p. 3823)
• AWS::IoT::Certificate (p. 3825)
• AWS::IoT::CustomMetric (p. 3827)
• AWS::IoT::Dimension (p. 3830)
• AWS::IoT::DomainConfiguration (p. 3832)
• AWS::IoT::FleetMetric (p. 3836)
• AWS::IoT::MitigationAction (p. 3840)
• AWS::IoT::Policy (p. 3847)
• AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment (p. 3849)
• AWS::IoT::ProvisioningTemplate (p. 3851)
• AWS::IoT::ScheduledAudit (p. 3854)
• AWS::IoT::SecurityProfile (p. 3857)
• AWS::IoT::Thing (p. 3869)
• AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment (p. 3873)
• AWS::IoT::TopicRule (p. 3875)
• AWS::IoT::TopicRuleDestination (p. 3913)

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration リソースを使用して、アカウントの Device Defender 監査
設定を設定または再設定します。設定には、監査通知が送信される方法と有効または無効な監査チェック
項目が含まれています。API リファレンスについては、UpdateAccountAuditConfiguration を参照してくだ
さい。使用可能なすべての監査チェックの詳細については、 監査チェック 項目 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT::AccountAuditConfiguration",
"Properties" : {
"AccountId" : String,
"AuditCheckConfigurations" : AuditCheckConfigurations (p. 3818),
"AuditNotificationTargetConfigurations" : AuditNotificationTargetConfigurations (p. 3822),
"RoleArn" : String
}

}

YAML
Type: AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
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AccountId: String
AuditCheckConfigurations:
AuditCheckConfigurations (p. 3818)
AuditNotificationTargetConfigurations:
AuditNotificationTargetConfigurations (p. 3822)
RoleArn: String

プロパティ
AccountId
アカウントの ID。式 !Sub "${AWS::AccountId}" を使用して、アカウント ID を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AuditCheckConfigurations
このアカウントで有効および無効になっている監査チェック項目が指定されます。
特定のチェック項目を有効にすると、一部のデータ収集がすぐに開始されます。チェックが無効にな
ると、そのチェック項目に関連してこれまでに収集されたデータがすべて削除されます。チェックを
無効にするには、Enabled: キーの値を false に設定します。
有効なチェックがテンプレートから削除されると、そのチェックも無効になります。
スケジュールによる監査により使用されている場合、チェック項目を無効にすることはできません。
スケジュールによる監査からチェック項目を削除するか、スケジュールによる監査自体を削除して、
チェックを無効化する必要があります。
使用可能な監査チェックの詳細については、AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
AuditCheckConfigurations を参照してください。
必須: はい
タイプ: AuditCheckConfigurations (p. 3818)
Update requires: No interruption
AuditNotificationTargetConfigurations
監査通知が送信されるターゲットに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AuditNotificationTargetConfigurations (p. 3822)
Update requires: No interruption
RoleArn
監査を実行するときに、必要に応じてデバイス、ポリシー、証明書、他の項目に関する情報にアクセ
スするアクセス権限を AWS IoT に付与するロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アカウント ID。

例

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon Web Services IoT AccountAuditConfiguration Sample Template",
"Resources": {
"MyAccountAuditConfiguration": {
"Type": "AWS::IoT::AccountAuditConfiguration",
"Properties": {
"AccountId": "${AWS::AccountId}",
"AuditCheckConfigurations": {
"AuthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck": {
"Enabled": true
},
"CaCertificateExpiringCheck": {
"Enabled": true
},
"CaCertificateKeyQualityCheck": {
"Enabled": true
},
"ConflictingClientIdsCheck": {
"Enabled": true
},
"DeviceCertificateExpiringCheck": {
"Enabled": true
},
"DeviceCertificateKeyQualityCheck": {
"Enabled": true
},
"DeviceCertificateSharedCheck": {
"Enabled": true
},
"IotPolicyOverlyPermissiveCheck": {
"Enabled": true
},
"IotRoleAliasAllowsAccessToUnusedServicesCheck": {
"Enabled": true
},
"IotRoleAliasOverlyPermissiveCheck": {
"Enabled": true
},
"LoggingDisabledCheck": {
"Enabled": true
},
"RevokedCaCertificateStillActiveCheck": {
"Enabled": true
},
"RevokedDeviceCertificateStillActiveCheck": {
"Enabled": true
},
"UnauthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck": {
"Enabled": true
}
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}

}

}

}

},
"AuditNotificationTargetConfigurations": {
"Sns": {
"TargetArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:AuditNotifications",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleForIoTAuditNotifications",
"Enabled": true
}
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon Web Services IoT AccountAuditConfiguration Sample Template
Resources:
MyAccountAuditConfiguration:
Type: 'AWS::IoT::AccountAuditConfiguration'
Properties:
AccountId: !Sub '${AWS::AccountId}'
AuditCheckConfigurations:
AuthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck:
Enabled: True
CaCertificateExpiringCheck:
Enabled: True
CaCertificateKeyQualityCheck:
Enabled: True
ConflictingClientIdsCheck:
Enabled: True
DeviceCertificateExpiringCheck:
Enabled: True
DeviceCertificateKeyQualityCheck:
Enabled: True
DeviceCertificateSharedCheck:
Enabled: True
IotPolicyOverlyPermissiveCheck:
Enabled: True
IotRoleAliasAllowsAccessToUnusedServicesCheck:
Enabled: True
IotRoleAliasOverlyPermissiveCheck:
Enabled: True
LoggingDisabledCheck:
Enabled: True
RevokedCaCertificateStillActiveCheck:
Enabled: True
RevokedDeviceCertificateStillActiveCheck:
Enabled: True
UnauthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck:
Enabled: True
AuditNotificationTargetConfigurations:
Sns:
TargetArn: 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:AuditNotifications'
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleForIoTAuditNotifications'
Enabled: true
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSIoTDeviceDefenderAudit'

以下の資料も参照してください。
CloudFormation を使用して AccountAuditConfiguration に対してドリフト検出を実行する場
合、スタックテンプレートの一部ではない値は比較されません。AccountAuditConfiguration
API バージョン 2010-05-15
3817

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT

では、すべてのチェックに設定を指定することは任意であり、スキップされたチェックは無効と解
釈されます。CloudFormation で正確なドリフト検出を行うには、テンプレート内の 14 件の監査
チェックすべてに対する設定 (有効または無効) を含めます。監査チェックの詳細については、AWS#
IoT#AccountAuditConfiguration AuditCheckConfigurations を参照してください。
詳細については、ユーザーガイドの「スタックとリソースに対するアンマネージド型設定変更の検出」を
ご参照ください。

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration AuditCheckConfiguration
このアカウントで有効および無効になっている監査チェック項目。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
このアカウントでこの監査チェック項目が有効になっている場合は true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration AuditCheckConfigurations
実行できる監査チェックのタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AuthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"CaCertificateExpiringCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"CaCertificateKeyQualityCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"ConflictingClientIdsCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"DeviceCertificateExpiringCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"DeviceCertificateKeyQualityCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"DeviceCertificateSharedCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"IotPolicyOverlyPermissiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
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}

"IotRoleAliasAllowsAccessToUnusedServicesCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"IotRoleAliasOverlyPermissiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"LoggingDisabledCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"RevokedCaCertificateStillActiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"RevokedDeviceCertificateStillActiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818),
"UnauthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck" : AuditCheckConfiguration (p. 3818)

YAML
AuthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
CaCertificateExpiringCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
CaCertificateKeyQualityCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
ConflictingClientIdsCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
DeviceCertificateExpiringCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
DeviceCertificateKeyQualityCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
DeviceCertificateSharedCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
IotPolicyOverlyPermissiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
IotRoleAliasAllowsAccessToUnusedServicesCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
IotRoleAliasOverlyPermissiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
LoggingDisabledCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
RevokedCaCertificateStillActiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
RevokedDeviceCertificateStillActiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)
UnauthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck:
AuditCheckConfiguration (p. 3818)

プロパティ
AuthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck
認証された Amazon Cognito ID プールロールの許容度をチェックします。このチェックでは、AWS
IoT Device Defender は、監査の実行前 31 日間に AWS IoT メッセージブローカーに接続するために
使用されたすべての Amazon Cognito ID プールを監査します。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
CaCertificateExpiringCheck
CA 証明書が失効しているかどうかをチェックします。このチェックは、30 日以内に失効する CA 証
明書または失効している CA 証明書に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
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CaCertificateKeyQualityCheck
CA 証明書キーの品質をチェックします。品質は、キーが有効な形式であるかどうか、失効していな
いかどうか、およびキーが最小必要サイズを満たしているかどうかをチェックします。このチェック
は、ACTIVE または PENDING_TRANSFER である CA 証明書に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
ConflictingClientIdsCheck
複数のデバイスが同じクライアント ID を使用して接続しているかどうかを確認します。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
DeviceCertificateExpiringCheck
デバイス証明書が失効しているかどうかをチェックします。このチェックは、30 日以内に失効するデ
バイス証明書または失効しているデバイス証明書に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
DeviceCertificateKeyQualityCheck
デバイス証明書キーの品質をチェックします。品質は、キーが有効な形式であるかどうか、失効して
いないかどうか、登録された認証局によって署名されたかどうか、およびキーが最小必要サイズを満
たしているかどうかをチェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
DeviceCertificateSharedCheck
AWS IoT で認証するために、複数の同時接続が同じ X.509 証明書を使用しているかどうかを確認しま
す。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
IotPolicyOverlyPermissiveCheck
認証された Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーの許容度をチェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
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Update requires: No interruption
IotRoleAliasAllowsAccessToUnusedServicesCheck
昨年 AWS IoT デバイスで使用されていないサービスにロールエイリアスがアクセスできるかどうかを
チェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
IotRoleAliasOverlyPermissiveCheck
AWS IoT ロールエイリアスが提供する一時的な認証情報が過度に許容されていないかをチェックしま
す。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
LoggingDisabledCheck
AWS IoTログが無効になっているかどうかをチェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
RevokedCaCertificateStillActiveCheck
取り消された CA 証明書がまだアクティブかどうかをチェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
RevokedDeviceCertificateStillActiveCheck
取り消されたデバイス証明書がまだアクティブかどうかを確認します。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
UnauthenticatedCognitoRoleOverlyPermissiveCheck
認証されていない Amazon Cognito ID プールロールにアタッチされたポリシーが過度に許容されてい
ないかをチェックします。
必須: いいえ
タイプ: AuditCheckConfiguration (p. 3818)
Update requires: No interruption
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AWS::IoT::AccountAuditConfiguration AuditNotificationTarget
監査通知が送信されるターゲットに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Enabled" : Boolean,
"RoleArn" : String,
"TargetArn" : String

YAML
Enabled: Boolean
RoleArn: String
TargetArn: String

プロパティ
Enabled
ターゲットへの通知が有効な場合は true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RoleArn
ターゲットに通知を送信するアクセス許可を付与するロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetArn
監査通知が送信されるターゲット (SNS トピック) の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::AccountAuditConfiguration AuditNotificationTargetConfigurations
監査通知ターゲットの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Sns" : AuditNotificationTarget (p. 3822)

YAML
Sns:
AuditNotificationTarget (p. 3822)

プロパティ
Sns
Sns 通知ターゲット。
必須: いいえ
タイプ: AuditNotificationTarget (p. 3822)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::Authorizer
オーソライザーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::Authorizer",
"Properties" : {
"AuthorizerFunctionArn" : String,
"AuthorizerName" : String,
"SigningDisabled" : Boolean,
"Status" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TokenKeyName" : String,
"TokenSigningPublicKeys" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::IoT::Authorizer
Properties:
AuthorizerFunctionArn: String
AuthorizerName: String
SigningDisabled: Boolean
Status: String
Tags:
- Tag
TokenKeyName: String

API バージョン 2010-05-15
3823

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT
TokenSigningPublicKeys:
Key : Value

プロパティ
AuthorizerFunctionArn
オーソライザーの Lambda 関数 ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AuthorizerName
オーソライザー名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SigningDisabled
AWS IoT が認可リクエストのトークン署名を検証するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Status
オーソライザーのステータス。
有効な値: ACTIVE | INACTIVE
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
カスタムオーソライザーの管理に使用できるメタデータ。

Note
URI リクエストパラメータに対しては、...key1=value1&key2=value2... という形式を使用し
ます。
CLI コマンドラインパラメータに対しては、&&tags "key1=value1&key2=value2..." という形
式を使用します。
cli-input-json ファイルに対しては、"tags": "key1=value1&key2=value2..." という形式を使用
します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption
TokenKeyName
HTTP ヘッダーからトークンを抽出するために使用されるキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenSigningPublicKeys
カスタム認証サービスによって返されたトークン署名を検証するために使用されるパブリックキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: オーソライザー名。次に例
を示します。
{ "Ref": "MyAuthorizer" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
オーソライザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::IoT::Certificate
AWS IoT X.509 証明書を宣言するには AWS::IoT::Certificate リソースを使用します。X.509 証
明書の操作方法の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/x509-clientcerts.html デベロッパーガイド の AWS IoTX.509 クライアント証明書 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
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}

"Properties" : {
"CACertificatePem" : String,
"CertificateMode" : String,
"CertificatePem" : String,
"CertificateSigningRequest" : String,
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::Certificate
Properties:
CACertificatePem: String
CertificateMode: String
CertificatePem: String
CertificateSigningRequest: String
Status: String

プロパティ
CACertificatePem
登録するデバイス証明書の署名に使用する CA 証明書。CertificateMode が SNI_ONLY の場合は利用
できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificateMode
このリソースで使用する証明書登録モードを指定します。有効なオプションは、DEFAULT
(CaCertificatePem と CertificatePem)、SNI_ONLY (CertificatePem)、Default
(CertificateSigningRequest) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificatePem
PEM 形式の証明書データ。証明書モードには SNI_ONLY が必要であり、登録には添付の
CACacertificatePem が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CertificateSigningRequest
証明書署名リクエスト (CSR)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Status
証明書のステータス。
有効な値は、ACTIVE、INACTIVE、REVOKED、PENDING_TRANSFER、PENDING_ACTIVATION
です。
ステータス値 REGISTER_INACTIVE は廃止されているため、使用しないでください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : 証明書 ID｡次に例を示し
ます。
{ "Ref": "MyCertificate" }
次のような値が返されます:
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
インスタンスプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt": ["MyCertificate", "Arn"] }
次のような値が返されます:
arn:aws:iot:ap-southeast-2:123456789012:cert/
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2
Id
証明書 ID｡

AWS::IoT::CustomMetric
AWS::IoT::CustomMetric リソースを使用して、デバイスが Device Defender に発行するカスタムメト
リクスを定義します。API リファレンスについては、CreateCustomMetric をご参照ください。一般的な情
報については、「カスタムメトリクス」をご参照ください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::CustomMetric",
"Properties" : {
"DisplayName" : String,
"MetricName" : String,
"MetricType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoT::CustomMetric
Properties:
DisplayName: String
MetricName: String
MetricType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DisplayName
カスタムメトリクスのコンソールでわかりやすい名前を表すフィールド。一意である必要はありませ
ん。デバイスメトリクスレポートでは、この名前をメトリクス識別子として使用しないでください。
更新できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricName
カスタムメトリクスの名前。これは、デバイス/モノから送信されたメトリクスレポートで使用されま
す。aws: で始めないでください。一度定義すると更新できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MetricType
カスタムメトリクスのタイプ。タイプには、string-list、ip-address-list、numberlist、number などがあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Tags
カスタムメトリクスの管理に使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: カスタムメトリクス名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
MetricArn
カスタムメトリクスの Amazon リソース番号 (ARN) (例: arn:awspartition:iot:region:accountId:custommetric/metricName)。

例

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon Web Services IoT CustomMetric Sample Template",
"Resources": {
"BatteryPercentageMetric": {
"Type": "AWS::IoT::CustomMetric",
"Properties": {
"MetricName": "batteryPercentage",
"DisplayName": "Remaining battery percentage",
"MetricType": "number"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Amazon Web Services IoT CustomMetric Sample Template
Resources:
BatteryPercentageMetric:
Type: AWS::IoT::CustomMetric
Properties:
MetricName: batteryPercentage
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DisplayName: Remaining battery percentage
MetricType: number

AWS::IoT::Dimension
AWS IoT Device Defender のセキュリティプロファイルで使用されるメトリックのスコープを制限するに
は、AWS::IoT::Dimension を使用します 。例えば、TOPIC_FILTER ディメンションを使用して、メ
トリクスの範囲を、ディメンションで指定されたパターンに名前が一致する MQTT トピックのみに絞り込
むことができます。API リファレンスについては、CreateDimension をご参照ください。一般情報につい
ては、「ディメンションを使用したセキュリティプロファイルのメトリクスの範囲設定」をご参照くださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::Dimension",
"Properties" : {
"Name" : String,
"StringValues" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::Dimension
Properties:
Name: String
StringValues:
- String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Name
ディメンションの一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StringValues
ディメンションの値または値のリストを指定します。TOPIC_FILTER ディメンションの場合、これは
MQTT トピックに一致させるために使用されるパターン (例: 「admin/#」) です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption
Tags
ディメンションを管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
ディメンションのタイプを指定します。サポートされているタイプ: TOPIC_FILTER.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ディメンション名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ディメンションの Amazon リソースネーム (ARN)。

例

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon Web Services IoT Dimension Sample Template",
"Resources": {
"TopicFilterForAuthMessagesDimension": {
"Type": "AWS::IoT::Dimension",
"Properties": {
"Name": "TopicFilterForAuthMessages",
"Type": "TOPIC_FILTER",
"StringValues": [
"device/+/auth"
],
"Tags": [
{
"Key": "Application",
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}

}

}

}

]

}

"Value": "SmartHome"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon Web Services IoT Dimension Sample Template
Resources:
TopicFilterForAuthMessagesDimension:
Type: 'AWS::IoT::Dimension'
Properties:
Name: TopicFilterForAuthMessages
Type: TOPIC_FILTER
StringValues:
- device/+/auth
Tags:
- Key: Application
Value: SmartHome

AWS::IoT::DomainConfiguration
ドメイン設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::DomainConfiguration",
"Properties" : {
"AuthorizerConfig" : AuthorizerConfig (p. 3835),
"DomainConfigurationName" : String,
"DomainConfigurationStatus" : String,
"DomainName" : String,
"ServerCertificateArns" : [ String, ... ],
"ServiceType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ValidationCertificateArn" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::DomainConfiguration
Properties:
AuthorizerConfig:
AuthorizerConfig (p. 3835)
DomainConfigurationName: String
DomainConfigurationStatus: String
DomainName: String
ServerCertificateArns:
- String
ServiceType: String
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Tags:
- Tag
ValidationCertificateArn: String

プロパティ
AuthorizerConfig
ドメインの認可サービスを指定するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AuthorizerConfig (p. 3835)
Update requires: No interruption
DomainConfigurationName
ドメイン設定の名前。この値は、リージョンに対して一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DomainConfigurationStatus
ドメイン設定を更新するステータス。
有効な値: ENABLED | DISABLED
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainName
ドメインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ServerCertificateArns
TLS ハンドシェイク中に AWS IoT がデバイスに渡す証明書の ARN。現在、指定できる証明書 ARN
は 1 つのみです。この値は、AWS マネージドドメインでは必要ありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ServiceType
エンドポイントによって配信されるサービスのタイプ。

Note
AWS IoT Core は現在、DATA サービスタイプのみをサポートしています。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
ドメイン設定を管理するために使用できるメタデータ。

Note
URI リクエストパラメータに対しては、...key1=value1&key2=value2... という形式を使用し
ます。
CLI コマンドラインパラメータに対しては、&&tags "key1=value1&key2=value2..." という形
式を使用します。
cli-input-json ファイルに対しては、"tags": "key1=value1&key2=value2..." という形式を使用
します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
ValidationCertificateArn
サーバー証明書の検証とドメイン名の所有権の証明に使用される証明書。この証明書には、公開認証
局の署名が必要です。この値は、AWS マネージドドメインでは必要ありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ドメイン設定名。次に例を
示します。
{ "Ref": "MyDomainConfiguration" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ドメイン設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
DomainType
ドメインによって配信されるサービスのタイプ。
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ServerCertificates
TLS ハンドシェイク中に AWS IoT がデバイスに渡す証明書の ARN。現在、指定できる証明書 ARN
は 1 つのみです。この値は、AWS マネージドドメインでは必要ありません。

AWS::IoT::DomainConfiguration AuthorizerConfig
ドメインの認可サービスを指定するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllowAuthorizerOverride" : Boolean,
"DefaultAuthorizerName" : String

YAML
AllowAuthorizerOverride: Boolean
DefaultAuthorizerName: String

プロパティ
AllowAuthorizerOverride
ドメイン設定の認可サービスを上書きできるかどうかを指定するブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DefaultAuthorizerName
ドメイン設定の認可サービス名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::DomainConfiguration ServerCertificateSummary
サーバー証明書に関する情報を含むオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ServerCertificateArn" : String,
"ServerCertificateStatus" : String,
"ServerCertificateStatusDetail" : String

YAML
ServerCertificateArn: String
ServerCertificateStatus: String
ServerCertificateStatusDetail: String

プロパティ
ServerCertificateArn
サーバー証明書の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerCertificateStatus
サーバー証明書のステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerCertificateStatusDetail
サーバー証明書の状態を説明する詳細。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::FleetMetric
AWS::IoT::FleetMetric リソースを使用してフリートメトリクスを宣言します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT::FleetMetric",
"Properties" : {
"AggregationField" : String,
"AggregationType" : AggregationType (p. 3839),
"Description" : String,
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}

}

"IndexName" : String,
"MetricName" : String,
"Period" : Integer,
"QueryString" : String,
"QueryVersion" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Unit" : String

YAML
Type: AWS::IoT::FleetMetric
Properties:
AggregationField: String
AggregationType:
AggregationType (p. 3839)
Description: String
IndexName: String
MetricName: String
Period: Integer
QueryString:
String
QueryVersion: String
Tags:
- Tag
Unit: String

プロパティ
AggregationField
集計するフィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AggregationType
集約クエリのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: AggregationType (p. 3839)
Update requires: No interruption
Description
フリートメトリクスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IndexName
検索を実行するインデックスの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricName
作成するフリートメトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Period
フリートメトリクスの排出間隔 (秒)。範囲は [60 (1 分)、86400 (1 日)] で、60 の倍数である必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
QueryString
検索クエリ文字列｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QueryVersion
クエリのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
フリートメトリクスの管理に使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Unit
ミリ秒から秒などの単位変換をサポートするために使用されます。CW メトリクスでサポートされて
いる単位である必要があります。デフォルトは null です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: フリートメトリクス名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationDate
フリートメトリクスが作成された時刻。
LastModifiedDate
フリートメトリクスが最後に変更された時刻。
MetricArn
フリートの Amazon リソースネーム (ARN)。
Version
フリートメトリクスのバージョン。

AWS::IoT::FleetMetric AggregationType
集約クエリのタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- String

プロパティ
Name
集約タイプの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
集計タイプの値のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction
StartAuditMitigationActionsTask を使用して、結果の監査に適用できるアクションを定義します。API リ
ファレンスについては、CreateMitigationAction を参照してください。一般的な情報については、緩和アク
ションを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::MitigationAction",
"Properties" : {
"ActionName" : String,
"ActionParams" : ActionParams (p. 3842),
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoT::MitigationAction
Properties:
ActionName: String
ActionParams:
ActionParams (p. 3842)
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ActionName
緩和アクションのフレンドリ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ActionParams
この緩和アクションのパラメータのセット。パラメータは、適用するアクションの種類によって異な
ります。
必須: はい
タイプ: ActionParams (p. 3842)
Update requires: No interruption
RoleArn
この緩和アクションを適用するために使用される IAM ロール ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
緩和アクションを管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 緩和アクションの名前。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
MitigationActionArn
緩和アクションの Amazon リソースネーム (ARN)。
MitigationActionId
緩和アクションの ID。

例

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
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}

"Description": "Amazon Web Services IoT MitigationAction Sample Template",
"Resources": {
"PublishToSnsMitigationAction": {
"Type": "AWS::IoT::MitigationAction",
"Properties": {
"ActionName": "PublishToSns",
"RoleArn": "arn:aws:us-east-1:123456789012:iam:role/RoleForIoTMitigationActions",
"ActionParams": {
"PublishFindingToSnsParams": {
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:IoTFindingNotifications"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Amazon Web Services IoT MitigationAction Sample Template
Resources:
'PublishToSnsMitigationAction':
Type: AWS::IoT::MitigationAction
Properties:
ActionName: PublishToSns
RoleArn: arn:aws:us-east-1:123456789012:iam:role/RoleForIoTMitigationActions
ActionParams:
PublishFindingToSnsParams:
TopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:IoTFindingNotifications

AWS::IoT::MitigationAction ActionParams
アクションのタイプとそのアクションのパラメータを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddThingsToThingGroupParams" : AddThingsToThingGroupParams (p. 3844),
"EnableIoTLoggingParams" : EnableIoTLoggingParams (p. 3844),
"PublishFindingToSnsParams" : PublishFindingToSnsParams (p. 3845),
"ReplaceDefaultPolicyVersionParams" : ReplaceDefaultPolicyVersionParams (p. 3846),
"UpdateCACertificateParams" : UpdateCACertificateParams (p. 3846),
"UpdateDeviceCertificateParams" : UpdateDeviceCertificateParams (p. 3847)

YAML
AddThingsToThingGroupParams:
AddThingsToThingGroupParams (p. 3844)
EnableIoTLoggingParams:
EnableIoTLoggingParams (p. 3844)
PublishFindingToSnsParams:
PublishFindingToSnsParams (p. 3845)
ReplaceDefaultPolicyVersionParams:
ReplaceDefaultPolicyVersionParams (p. 3846)
UpdateCACertificateParams:
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UpdateCACertificateParams (p. 3846)
UpdateDeviceCertificateParams:
UpdateDeviceCertificateParams (p. 3847)

プロパティ
AddThingsToThingGroupParams
デバイスを追加するグループを指定します。
必須: いいえ
タイプ: AddThingsToThingGroupParams (p. 3844)
Update requires: No interruption
EnableIoTLoggingParams
ログ記録レベルと、ログ記録のためのアクセス権限を持つロールを指定します。DISABLED のログ記
録レベルを指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: EnableIoTLoggingParams (p. 3844)
Update requires: No interruption
PublishFindingToSnsParams
検出結果を発行するトピックを指定します。
必須: いいえ
タイプ: PublishFindingToSnsParams (p. 3845)
Update requires: No interruption
ReplaceDefaultPolicyVersionParams
ポリシーバージョンをデフォルトまたは空白のポリシーに置き換えます。テンプレート名を指定しま
す。現在、BLANK_POLICY の値のみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: ReplaceDefaultPolicyVersionParams (p. 3846)
Update requires: No interruption
UpdateCACertificateParams
CA 証明書の新しい状態を指定します。現在、DEACTIVATE の値のみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: UpdateCACertificateParams (p. 3846)
Update requires: No interruption
UpdateDeviceCertificateParams
デバイス証明書の新しい状態を指定します。現在、DEACTIVATE の値のみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: UpdateDeviceCertificateParams (p. 3847)
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Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction AddThingsToThingGroupParams
モノのセットをモノのグループに移動する軽減アクションを定義するときに使用されるパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OverrideDynamicGroups" : Boolean,
"ThingGroupNames" : [ String, ... ]

YAML
OverrideDynamicGroups: Boolean
ThingGroupNames:
- String

プロパティ
OverrideDynamicGroups
この緩和アクションが 1 つ以上のモノの動的グループの一部であっても、緩和アクションをトリガー
したモノを移動できるかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ThingGroupNames
緩和アクションをトリガーしたモノを追加するグループのリスト。モノは最大 10 個のグループに追
加できますが、同じ階層の複数のグループにモノを追加することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction EnableIoTLoggingParams
AWS IoT Core ロギングを有効にする軽減アクションを定義するときに使用されるパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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"LogLevel" : String,
"RoleArnForLogging" : String

YAML
LogLevel: String
RoleArnForLogging: String

プロパティ
LogLevel
ログ記録する情報のタイプを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArnForLogging
ログ記録のために使用される IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction PublishFindingToSnsParams
結果を Amazon SNS に発行する緩和アクションを定義するパラメータ。Amazon SNS メッセージに応じ
て独自のカスタムアクションを実装できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TopicArn" : String

YAML
TopicArn: String

プロパティ
TopicArn
結果を発行する先のトピックの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction ReplaceDefaultPolicyVersionParams
アクセス許可を制限する空のポリシーを追加する緩和アクションを定義するパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TemplateName" : String

YAML
TemplateName: String

プロパティ
TemplateName
適用するテンプレートの名前。BLANK_POLICY はサポートされる唯一の値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction UpdateCACertificateParams
CA 証明書の状態を非アクティブに変更する緩和アクションを定義するパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : String

YAML
Action: String

プロパティ
Action
CA 証明書に適用するアクション。DEACTIVATE はサポートされる唯一の値です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::MitigationAction UpdateDeviceCertificateParams
デバイス証明書の状態を非アクティブに変更する緩和アクションを定義するパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Action" : String

YAML
Action: String

プロパティ
Action
デバイス証明書に適用するアクション。DEACTIVATE はサポートされる唯一の値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::Policy
AWS IoT ポリシーを宣言するには AWS::IoT::Policy リソースを使用します。AWS IoT ポリシーの操
作方法の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authorization.html デベ
ロッパーガイド の AWS IoT 認証 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : Json,
"PolicyName" : String
}
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YAML
Type: AWS::IoT::Policy
Properties:
PolicyDocument: Json
PolicyName: String

プロパティ
PolicyDocument
ポリシーを記述する JSON 文書です。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: Replacement
PolicyName
ポリシーの名前｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : ポリシーの名前｡次に例を
示します。
{ "Ref": "MyPolicy" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
AWS IoT ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:iot:useast-2:123456789012:policy/MyPolicy など)。

例
次の例は AWS IoT ポリシーを宣言しています。この例では、クライアント ID client1 で AWS IoT に接続
するアクセス許可を付与します。
API バージョン 2010-05-15
3848

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT

JSON

}

{
"Type":"AWS::IoT::Policy",
"Properties":{
"PolicyDocument":{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
}
]
},
"PolicyName":"PolicyName"
}

YAML
Type: AWS::IoT::Policy
Properties:
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- iot:Connect
Resource:
- arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1
PolicyName: PolicyName

AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment
AWS IoT ポリシーをプリンシパル (X.509 証明書または別の証明書) にアタッチするに
は、AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment リソースを使用します。
AWS IoT ポリシーやプリンシパルの操作方法の詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/
developerguide/authorization.html デベロッパーガイド の AWS IoT 認証 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment",
"Properties" : {
"PolicyName" : String,
"Principal" : String
}
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}

YAML
Type: AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment
Properties:
PolicyName: String
Principal: String

プロパティ
PolicyName
AWS IoT ポリシーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Principal
証明書 ARN (CreateCertificate 操作から返された)、または Amazon Cognito ID になる可能性の
あるプリンシパル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
次の例は、ポリシーをプリンシパルにアタッチします。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyPolicyPrincipalAttachment":{
"Type":"AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment",
"Properties":{
"PolicyName":{
"Ref":"NameParameter"
},
"Principal":"arn:aws:iot:ap-southeast-2:123456789012:cert/
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2"
}
}
},
"Parameters":{
"NameParameter":{
"Type":"String"
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyPolicyPrincipalAttachment:
Type: AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment
Properties:
PolicyName:
Ref: NameParameter
Principal: arn:aws:iot:ap-southeast-2:123456789012:cert/
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2
Parameters:
NameParameter:
Type: String

AWS::IoT::ProvisioningTemplate
フリートプロビジョニングテンプレートを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::ProvisioningTemplate",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Enabled" : Boolean,
"PreProvisioningHook" : ProvisioningHook (p. 3853),
"ProvisioningRoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateBody" : String,
"TemplateName" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::ProvisioningTemplate
Properties:
Description: String
Enabled: Boolean
PreProvisioningHook:
ProvisioningHook (p. 3853)
ProvisioningRoleArn: String
Tags:
- Tag
TemplateBody: String
TemplateName: String

プロパティ
Description
フリートプロビジョニングテンプレートの説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
フリートプロビジョニングテンプレートを有効にする場合は true、それ以外の場合は false。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PreProvisioningHook
事前プロビジョニングフックテンプレートを作成します。
必須: いいえ
タイプ: ProvisioningHook (p. 3853)
Update requires: No interruption
ProvisioningRoleArn
フリートプロビジョニングテンプレートに関連付けられたロールのロール ARN。この IoT ロールは、
デバイスをプロビジョニングするアクセス許可を付与します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
フリートプロビジョニングテンプレートを管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TemplateBody
フリートプロビジョニングテンプレートのバージョンの JSON 形式のコンテンツ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateName
フリートプロビジョニングテンプレートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: テンプレート名。次に例を
示します。
{ "Ref": "MyTemplate" }
MyStack という名前のスタックに、次のような値が返されます。
MyStack-MyTemplate-AB1CDEFGHIJK

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
TemplateArn
プロビジョニングテンプレートを識別する ARN。

AWS::IoT::ProvisioningTemplate ProvisioningHook
payloadVersion と targetArn を含む構造。プロビジョニングフックは、デバイスのプロビジョニングを許
可する前に、デバイスのパラメータを検証するためにフリートプロビジョニングする場合に使用できま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PayloadVersion" : String,
"TargetArn" : String

YAML
PayloadVersion: String
TargetArn: String

プロパティ
PayloadVersion
ターゲット関数に送信されたペイロード。有効なペイロードは "2020-04-01" です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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TargetArn
ターゲット関数の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::ScheduledAudit
AWS::IoT::ScheduledAudit リソースを使用して、指定した時間間隔で実行されるスケジュールされ
た監査を作成します。API リファレンスについては、CreateScheduleAudit をご参照ください。一般的な情
報については、「監査」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::ScheduledAudit",
"Properties" : {
"DayOfMonth" : String,
"DayOfWeek" : String,
"Frequency" : String,
"ScheduledAuditName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetCheckNames" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoT::ScheduledAudit
Properties:
DayOfMonth: String
DayOfWeek: String
Frequency: String
ScheduledAuditName: String
Tags:
- Tag
TargetCheckNames:
- String

プロパティ
DayOfMonth
スケジュールによる監査が実行される月の日付 (frequency が「MONTHLY」の場合)。29 ～ 31 日が
指定されていて、その月にその日付がない場合、監査はその月の末日 (LAST) に行われます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DayOfWeek
スケジュールによる監査が実行される曜日 (frequency が「WEEKLY」または「BIWEEKLY」の場
合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Frequency
スケジュールされた監査が発生する頻度。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScheduledAuditName
スケジュールによる監査の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
スケジュールによる監査を管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TargetCheckNames
スケジュールによる監査中に実行されるチェック項目。アカウントでチェック項目が有効になっ
ている必要があります。(有効なチェック項目を含むすべてのチェック項目のリストを参照するに
は DescribeAccountAuditConfiguration、有効になっているチェック項目を選択するには
UpdateAccountAuditConfiguration を使用します)。
現在、以下のチェックが利用可能です。
• AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
• CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK
• DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
• DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK
• IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
• IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• LOGGING_DISABLED_CHECK
• REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK
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• REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK
• UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: スケジュールされた監査
名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ScheduledAuditArn
スケジュールによる監査の ARN。

例
この ScheduledAudit の例では、すべての監査チェックが有効になり、監査の頻度は毎週で、監査は毎週月
曜日に実行されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon Web Services IoT ScheduledAudit Sample Template",
"Resources": {
"MyScheduledAudit": {
"Type": "AWS::IoT::ScheduledAudit",
"Properties": {
"ScheduledAuditName": "MyScheduledAudit",
"DayOfWeek" : "MON",
"Frequency" : "WEEKLY",
"TargetCheckNames": [
"AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
"CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK",
"CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK",
"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK",
"DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
"IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
"IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK",
"IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
"LOGGING_DISABLED_CHECK",
"REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK",
"REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK",
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}

}

}

}

]

"UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Amazon Web Services IoT ScheduledAudit Sample Template
Resources:
MyScheduledAudit:
Type: AWS::IoT::ScheduledAudit
Properties:
ScheduledAuditName: MyScheduledAudit
DayOfWeek: 'MON'
Frequency: WEEKLY
TargetCheckNames:
- AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
- CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
- CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
- CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK
- DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
- DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
- DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK
- IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
- IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
- IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
- LOGGING_DISABLED_CHECK
- REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK
- REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK
- UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

以下の資料も参照してください。
監査チェックの詳細については、 AWS# IoT#AccountAuditConfiguration AuditCheckConfiguration を参照
してください 。

AWS::IoT::SecurityProfile
AWS::IoT::SecurityProfile リソースを使用して、Device Defender セキュリティプロファイルを作
成します。API リファレンスについては、CreateSecurityProfile をご参照ください。一般的な情報について
は、「検出」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT::SecurityProfile",
"Properties" : {
"AdditionalMetricsToRetainV2" : [ MetricToRetain (p. 3866), ... ],
"AlertTargets" : {Key : Value, ...},
"Behaviors" : [ Behavior (p. 3862), ... ],
"SecurityProfileDescription" : String,
"SecurityProfileName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetArns" : [ String, ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::IoT::SecurityProfile
Properties:
AdditionalMetricsToRetainV2:
- MetricToRetain (p. 3866)
AlertTargets:
Key : Value
Behaviors:
- Behavior (p. 3862)
SecurityProfileDescription: String
SecurityProfileName: String
Tags:
- Tag
TargetArns:
- String

プロパティ
AdditionalMetricsToRetainV2
データが保持 (保存) されるメトリクスのリスト。デフォルトでは、プロファイルの behaviors で使
用されたメトリクスに対してデータが保持されますが、ここで指定された任意のメトリクスに対して
も保持されます。カスタムメトリクスで使用できますが、ディメンションでは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: MetricToRetain (p. 3866) のリスト
Update requires: No interruption
AlertTargets
アラートが送信される宛先を指定します。(アラートは常にコンソールに送信されます)。 デバイス (モ
ノ) が動作に違反すると、アラートが生成されます。
必須: いいえ
タイプ: AlertTarget (p. 3861) のマップ
Update requires: No interruption
Behaviors
デバイス (モノ) が違反したときに、アラートを生成する動作を指定します。
必須: いいえ
タイプ: Behavior (p. 3862) のリスト
Update requires: No interruption
SecurityProfileDescription
セキュリティプロファイルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SecurityProfileName
セキュリティプロファイルに付けた名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
セキュリティプロファイルを管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TargetArns
セキュリティプロファイルがアタッチされているターゲット (モノのグループ) の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: セキュリティプロファイル
名。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SecurityProfileArn
セキュリティプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。

例

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon Web Services IoT SecurityProfile Sample Template",
"Resources": {
"MySecurityProfile": {
"Type": "AWS::IoT::SecurityProfile",
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"Properties": {
"AdditionalMetricsToRetainV2": [
{
"Metric": "aws:num-messages-received"
},
{
"Metric": "aws:num-disconnects"
}
],
"AlertTargets": {
"SNS": {
"AlertTargetArn": "arn:aws:sns:useast-1:123456789012:DeviceDefenderDetectAlerts",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleForDefenderAlerts"
}
},
"Behaviors": [
{
"Name": "MaxMessageSize",
"Metric": "aws:message-byte-size",
"Criteria": {
"ConsecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"ConsecutiveDatapointsToClear": 1,
"ComparisonOperator": "less-than-equals",
"Value": {
"Count": 5
}
}
},
{
"Name": "OutboundMessageCount",
"Metric": "aws:num-messages-sent",
"Criteria": {
"DurationSeconds": 300,
"ComparisonOperator": "less-than-equals",
"Value": {
"Count": 50
}
}
},
{
"Name": "AuthFailuresStatThreshold",
"Metric": "aws:num-authorization-failures",
"Criteria": {
"ComparisonOperator": "less-than-equals",
"DurationSeconds": 300,
"StatisticalThreshold": {
"Statistic": "p90"
}
}
}
],
"SecurityProfileDescription": "Contains expected behaviors for connected devices",
"SecurityProfileName": "ProfileForConnectedDevices",
"Tags": [
{
"Key": "Application",
"Value": "SmartHome"
}
],
"TargetArns": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:all/things"
]
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon Web Services IoT SecurityProfile Sample Template
Resources:
MySecurityProfile:
Type: 'AWS::IoT::SecurityProfile'
Properties:
AdditionalMetricsToRetainV2:
- Metric: 'aws:num-messages-received'
- Metric: 'aws:num-disconnects'
AlertTargets:
SNS:
AlertTargetArn: 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DeviceDefenderDetectAlerts'
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleForDefenderAlerts'
Behaviors:
- Name: MaxMessageSize
Metric: 'aws:message-byte-size'
Criteria:
ConsecutiveDatapointsToAlarm: 1
ConsecutiveDatapointsToClear: 1
ComparisonOperator: less-than-equals
Value:
Count: 5
- Name: OutboundMessageCount
Metric: 'aws:num-messages-sent'
Criteria:
DurationSeconds: 300
ComparisonOperator: less-than-equals
Value:
Count: 50
- Name: AuthFailuresStatThreshold
Metric: 'aws:num-authorization-failures'
Criteria:
ComparisonOperator: less-than-equals
DurationSeconds: 300
StatisticalThreshold:
Statistic: p90
SecurityProfileDescription: Contains expected behaviors for connected devices
SecurityProfileName: ProfileForConnectedDevices
Tags:
- Key: Application
Value: SmartHome
TargetArns:
- 'arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:all/things'

AWS::IoT::SecurityProfile AlertTarget
アラートターゲット ARN とロール ARN を含む構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AlertTargetArn" : String,
"RoleArn" : String
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YAML
AlertTargetArn: String
RoleArn: String

プロパティ
AlertTargetArn
アラートの送信先となる通知ターゲットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
通知ターゲットにアラートを送信するアクセス許可を付与するロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile Behavior
Device Defender セキュリティプロファイルの動作。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Criteria" : BehaviorCriteria (p. 3863),
"Metric" : String,
"MetricDimension" : MetricDimension (p. 3866),
"Name" : String,
"SuppressAlerts" : Boolean

YAML
Criteria:
BehaviorCriteria (p. 3863)
Metric: String
MetricDimension:
MetricDimension (p. 3866)
Name: String
SuppressAlerts: Boolean

プロパティ
Criteria
デバイスが metric に関して正常に動作しているかどうかを判断する条件。
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必須: いいえ
タイプ: BehaviorCriteria (p. 3863)
Update requires: No interruption
Metric
動作により測定される内容
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricDimension
メトリクスのディメンション。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 3866)
Update requires: No interruption
Name
動作に付けた名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SuppressAlerts
アラートのステータス。この値を true に設定すると、アラートは抑制されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile BehaviorCriteria
動作が正常であると判断される基準。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ComparisonOperator" : String,
"ConsecutiveDatapointsToAlarm" : Integer,
"ConsecutiveDatapointsToClear" : Integer,
"DurationSeconds" : Integer,
"MlDetectionConfig" : MachineLearningDetectionConfig (p. 3865),
"StatisticalThreshold" : StatisticalThreshold (p. 3869),
"Value" : MetricValue (p. 3867)
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YAML
ComparisonOperator: String
ConsecutiveDatapointsToAlarm: Integer
ConsecutiveDatapointsToClear: Integer
DurationSeconds: Integer
MlDetectionConfig:
MachineLearningDetectionConfig (p. 3865)
StatisticalThreshold:
StatisticalThreshold (p. 3869)
Value:
MetricValue (p. 3867)

プロパティ
ComparisonOperator
測定対象のモノ (metric) を条件 (value または statisticalThreshold を含む) に関連付ける演
算子。有効な演算子には、次が含まれます。
• string-list: in-set と not-in-set
• number-list: in-set と not-in-set
• ip-address-list: in-cidr-set と not-in-cidr-set
• number: less-than、less-than-equals、greater-than、および greater-than-equals
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConsecutiveDatapointsToAlarm
指定された数の連続するデータポイントの動作にデバイスが違反している場合、アラームが発生しま
す。指定されなかった場合、デフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ConsecutiveDatapointsToClear
アラームが発生し、問題のデバイスの動作が、指定された数の連続するデータポイントに違反しなく
なった場合、アラームはクリアされます。指定されなかった場合、デフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DurationSeconds
時間ディメンション (NUM_MESSAGES_SENT など) を持つ条件に対して動作が評価される期間を指定
するには、これを使用します。statisticalThreshhold メトリクスの比較の場合、すべてのデバ
イスからの測定はこの期間中に累積されてから、パーセンタイルの計算に使用されます。次に、個別
のデバイスからの測定がこの期間中に累積されてから、パーセンタイルランクが付けられます。リス
トベースのメトリクスデータ型では使用できません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MlDetectionConfig
検出モデルの信頼レベル。
必須: いいえ
タイプ: MachineLearningDetectionConfig (p. 3865)
Update requires: No interruption
StatisticalThreshold
動作が準拠しているか、違反しているかを判断するしきい値を示す統計的ランク (パーセンタイル)。
必須: いいえ
タイプ: StatisticalThreshold (p. 3869)
Update requires: No interruption
Value
metric と比較する値。
必須: いいえ
タイプ: MetricValue (p. 3867)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile MachineLearningDetectionConfig
MachineLearningDetectionConfig プロパティタイプは、機械学習モデルの信頼性をコントロールし
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConfidenceLevel" : String

YAML
ConfidenceLevel: String

プロパティ
ConfidenceLevel
モデルの信頼度。
信頼度には、"high"、"medium"、および "low" の 3 つのレベルがあります。
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信頼度が高いほど感度は低くなり、アラーム頻度は低くなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile MetricDimension
メトリクスのディメンション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DimensionName" : String,
"Operator" : String

YAML
DimensionName: String
Operator: String

プロパティ
DimensionName
ディメンションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Operator
演算子は、論理オペレーションを実行するコンストラクトです。有効な値は、IN および NOT_IN で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile MetricToRetain
保持するメトリクス。ディメンションはオプションです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Metric" : String,
"MetricDimension" : MetricDimension (p. 3866)

YAML
Metric: String
MetricDimension:
MetricDimension (p. 3866)

プロパティ
Metric
測定の基準。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricDimension
メトリクスのディメンション。
必須: いいえ
タイプ: MetricDimension (p. 3866)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile MetricValue
metric と比較する値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Cidrs" : [ String, ... ],
"Count" : String,
"Number" : Double,
"Numbers" : [ Double, ... ],
"Ports" : [ Integer, ... ],
"Strings" : [ String, ... ]

YAML
Cidrs:
- String
Count: String
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Number: Double
Numbers:
- Double
Ports:
- Integer
Strings:
- String

プロパティ
Cidrs
comparisonOperator が CIDR のセットを呼び出す場合、これを使用して metric と比較するその
セットを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Count
comparisonOperator が数値を呼び出す場合、これを使用して metric と比較する数値を指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Number
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Numbers
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ダブルのリスト
Update requires: No interruption
Ports
comparisonOperator がポートのセットを呼び出す場合、これを使用して metric と比較するその
セットを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
Strings
Property description not available.
API バージョン 2010-05-15
3868

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT

必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoT::SecurityProfile StatisticalThreshold
動作が準拠しているか、違反しているかを判断するしきい値を示す統計的ランク (パーセンタイル)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statistic" : String

YAML
Statistic: String

プロパティ
Statistic
動作への準拠が決定されるしきい値に解決されるパーセンタイル。メトリクスは、指定した期間
(durationSeconds) にわたりアカウントのすべての報告デバイスから収集され、統計ランクが計算
されます。その後、デバイスからの測定が同じ期間にわたり収集されます。デバイスからの累積した
測定が、指定されたパーセンタイルに関連付けられている値 (comparisonOperator) を上回った
り、下回ったりする場合、デバイスは動作に準拠していると見なされます。それ以外の場合は違反が
発生します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::Thing
AWS IoT モノを宣言するには AWS::IoT::Thing リソースを使用します。
モノの操作方法の詳細については、AWS IoT デベロッパーガイド の AWS IoT の仕組み AWS IoT と
Device Registry をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"AttributePayload" : AttributePayload (p. 3872),
"ThingName" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::Thing
Properties:
AttributePayload:
AttributePayload (p. 3872)
ThingName: String

プロパティ
AttributePayload
最大 3 つのキーと値のペアが含まれる文字列。最大長は 800 です。重複は許可されません。
必須: いいえ
タイプ: AttributePayload (p. 3872)
Update requires: No interruption
ThingName
更新するモノの名前。
モノの名前を変更することはできません。モノの名前を変更するには、新しいモノを作成して、新し
い名前を付け、古いモノを削除する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : モノの名前。次に例を示
します。
{ "Ref": "MyThing" }
MyStack という名前のスタックに、次のような値が返されます。
MyStack-MyThing-AB1CDEFGHIJK
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次の例は、モノと属性の値を宣言しています。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyThing":{
"Type":"AWS::IoT::Thing",
"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"NameParameter"
},
"AttributePayload":{
"Attributes":{
"myAttributeA":{
"Ref":"MyAttributeValueA"
},
"myAttributeB":{
"Ref":"MyAttributeValueB"
},
"myAttributeC":{
"Ref":"MyAttributeValueC"
}
}
}
}
}
},
"Parameters":{
"NameParameter":{
"Type":"String"
},
"MyAttributeValueA":{
"Type":"String",
"Default":"myStringA123"
},
"MyAttributeValueB":{
"Type":"String",
"Default":"myStringB123"
},
"MyAttributeValueC":{
"Type":"String",
"Default":"myStringC123"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyThing:
Type: AWS::IoT::Thing
Properties:
ThingName:
Ref: NameParameter
AttributePayload:
Attributes:
myAttributeA:
Ref: MyAttributeValueA
myAttributeB:
Ref: MyAttributeValueB
myAttributeC:
Ref: MyAttributeValueC
Parameters:
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NameParameter:
Type: String
MyAttributeValueA:
Type: String
Default: myStringA123
MyAttributeValueB:
Type: String
Default: myStringB123
MyAttributeValueC:
Type: String
Default: myStringC123

AWS::IoT::Thing AttributePayload
AttributePayload プロパティでは、キーと値のペアとして AWS IoT に対して、最大 3 個の属性を指定しま
す。AttributePayload は、AWS::IoT::Thing リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Attributes" : {Key : Value, ...}

YAML
Attributes:
Key : Value

プロパティ
Attributes
最大 3 つのキーと値のペアを JSON 形式で含む JSON 文字列。例:
{\"attributes\":{\"string1\":\"string2\"}}
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

例
次の例では、3 つの属性を持つ属性ペイロードを宣言しています。

JSON
{
"AttributePayload":{
"Attributes":{
"myAttributeA":{
"Ref":"MyAttributeValueA"
},
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}

}

}

"myAttributeB":{
"Ref":"MyAttributeValueB"
},
"myAttributeC":{
"Ref":"MyAttributeValueC"
}

YAML
AttributePayload:
Attributes:
myAttributeA:
Ref: MyAttributeValueA
myAttributeB:
Ref: MyAttributeValueB
myAttributeC:
Ref: MyAttributeValueC

AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment
プリンシパル (X.509 証明書または別の証明書) をモノにアタッチするに
は、AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment リソースを使用します。
AWS IoT モノやプリンシパルの操作方法の詳細については、 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/
developerguide/authorization.html デベロッパーガイド の AWS IoT 認証 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment",
"Properties" : {
"Principal" : String,
"ThingName" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment
Properties:
Principal: String
ThingName: String

プロパティ
Principal
証明書 ARN (CreateCertificate 操作から返された)、または Amazon Cognito ID になる可能性の
あるプリンシパル。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ThingName
AWS IoT モノの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
次の例は、プリンシパルをモノにアタッチします。

JSON
{
"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyThingPrincipalAttachment":{
"Type":"AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment",
"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"NameParameter"
},
"Principal":"arn:aws:iot:ap-southeast-2:123456789012:cert/
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2"
}
}
},
"Parameters":{
"NameParameter":{
"Type":"String"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyThingPrincipalAttachment:
Type: AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment
Properties:
ThingName:
Ref: NameParameter
Principal: arn:aws:iot:ap-southeast-2:123456789012:cert/
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2
Parameters:
NameParameter:
Type: String
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AWS::IoT::TopicRule
AWS IoT ルールを宣言するには AWS::IoT::TopicRule リソースを使用します。AWS IoTルールの操作
については、AWS IoT デベロッパーガイド の AWS IoT のルール を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::TopicRule",
"Properties" : {
"RuleName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TopicRulePayload" : TopicRulePayload (p. 3911)
}

YAML
Type: AWS::IoT::TopicRule
Properties:
RuleName: String
Tags:
- Tag
TopicRulePayload:
TopicRulePayload (p. 3911)

プロパティ
RuleName
ルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
トピックルールを管理するために使用できるメタデータ。

Note
URI リクエストパラメータに対しては、...key1=value1&key2=value2... という形式を使用し
ます。
CLI コマンドラインパラメータに対しては、--tags "key1=value1&key2=value2..." という形式
を使用します。
cli-input-json ファイルに対しては、"tags": "key1=value1&key2=value2..." という形式を使用
します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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TopicRulePayload
ルールのペイロード。
必須: はい
タイプ: TopicRulePayload (p. 3911)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : トピックのルール名。次
に例を示します。
{ "Ref": "MyTopicRule" }
MyStack (- 文字が省略されています) という名前のスタックについては、次のような値が返されます。
MyStackMyTopicRule12ABC3D456EFG
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
AWS IoT ルールの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:iot:useast-2:123456789012:rule/MyIoTRule など)。

例
次の例は AWS IoT ルールを宣言しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyTopicRule": {
"Type": "AWS::IoT::TopicRule",
"Properties": {
"RuleName": {
"Ref": "NameParameter"
},
"TopicRulePayload": {
"RuleDisabled": "true",
"Sql": "SELECT temp FROM 'SomeTopic' WHERE temp > 60",
"Actions": [{
"S3": {
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"BucketName": {
"Ref": "MyBucket"
},
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"MyRole",
"Arn"
]
},
"Key": "MyKey.txt"
}
}]

}

}
}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyTopicRule:
Type: AWS::IoT::TopicRule
Properties:
RuleName:
Ref: NameParameter
TopicRulePayload:
RuleDisabled: 'true'
Sql: SELECT temp FROM 'SomeTopic' WHERE temp > 60
Actions:
- S3:
BucketName:
Ref: MyBucket
RoleArn:
Fn::GetAtt:
- MyRole
- Arn
Key: MyKey.txt

AWS::IoT::TopicRule Action
ルールに関連付けられているアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CloudwatchAlarm" : CloudwatchAlarmAction (p. 3884),
"CloudwatchLogs" : CloudwatchLogsAction (p. 3885),
"CloudwatchMetric" : CloudwatchMetricAction (p. 3886),
"DynamoDB" : DynamoDBAction (p. 3887),
"DynamoDBv2" : DynamoDBv2Action (p. 3890),
"Elasticsearch" : ElasticsearchAction (p. 3891),
"Firehose" : FirehoseAction (p. 3892),
"Http" : HttpAction (p. 3893),
"IotAnalytics" : IotAnalyticsAction (p. 3895),
"IotEvents" : IotEventsAction (p. 3896),
"IotSiteWise" : IotSiteWiseAction (p. 3897),
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}

"Kafka" : KafkaAction (p. 3898),
"Kinesis" : KinesisAction (p. 3900),
"Lambda" : LambdaAction (p. 3900),
"Republish" : RepublishAction (p. 3903),
"S3" : S3Action (p. 3904),
"Sns" : SnsAction (p. 3906),
"Sqs" : SqsAction (p. 3907),
"StepFunctions" : StepFunctionsAction (p. 3908),
"Timestream" : TimestreamAction (p. 3909)

YAML
CloudwatchAlarm:
CloudwatchAlarmAction (p. 3884)
CloudwatchLogs:
CloudwatchLogsAction (p. 3885)
CloudwatchMetric:
CloudwatchMetricAction (p. 3886)
DynamoDB:
DynamoDBAction (p. 3887)
DynamoDBv2:
DynamoDBv2Action (p. 3890)
Elasticsearch:
ElasticsearchAction (p. 3891)
Firehose:
FirehoseAction (p. 3892)
Http:
HttpAction (p. 3893)
IotAnalytics:
IotAnalyticsAction (p. 3895)
IotEvents:
IotEventsAction (p. 3896)
IotSiteWise:
IotSiteWiseAction (p. 3897)
Kafka:
KafkaAction (p. 3898)
Kinesis:
KinesisAction (p. 3900)
Lambda:
LambdaAction (p. 3900)
Republish:
RepublishAction (p. 3903)
S3:
S3Action (p. 3904)
Sns:
SnsAction (p. 3906)
Sqs:
SqsAction (p. 3907)
StepFunctions:
StepFunctionsAction (p. 3908)
Timestream:
TimestreamAction (p. 3909)

プロパティ
CloudwatchAlarm
CloudWatch アラームの状態を変更します｡
必須: いいえ
タイプ: CloudwatchAlarmAction (p. 3884)
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Update requires: No interruption
CloudwatchLogs
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: CloudwatchLogsAction (p. 3885)
Update requires: No interruption
CloudwatchMetric
CloudWatch メトリクスを取得します。
必須: いいえ
タイプ: CloudwatchMetricAction (p. 3886)
Update requires: No interruption
DynamoDB
DynamoDB テーブルに書き込みます｡
必須: いいえ
タイプ: DynamoDBAction (p. 3887)
Update requires: No interruption
DynamoDBv2
DynamoDB テーブルに書き込みます｡これは DynamoDB アクションの新しいバージョンです。MQTT
メッセージペイロードの各属性を､別々の DynamoDB 列に書き込むことができます。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDBv2Action (p. 3890)
Update requires: No interruption
Elasticsearch
Amazon OpenSearch Service ドメインにデータを書き込みます。
必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchAction (p. 3891)
Update requires: No interruption
Firehose
Amazon Kinesis Firehose ストリームにデータを書き込みます｡
必須: いいえ
タイプ: FirehoseAction (p. 3892)
Update requires: No interruption
Http
HTTPS エンドポイントへデータを送信します。
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必須: いいえ
タイプ: HttpAction (p. 3893)
Update requires: No interruption
IotAnalytics
AWS IoT Analytics チャネルにメッセージデータを送信します。
必須: いいえ
タイプ: IotAnalyticsAction (p. 3895)
Update requires: No interruption
IotEvents
AWS IoT Events ディテクターへの入力を送信します。
必須: いいえ
タイプ: IotEventsAction (p. 3896)
Update requires: No interruption
IotSiteWise
AWS IoT SiteWise アセット プロパティに対してルールをトリガーした MQTT メッセージからデータ
を送信します。
必須: いいえ
タイプ: IotSiteWiseAction (p. 3897)
Update requires: No interruption
Kafka
Apache Kafka の Amazon Managed Streaming (Amazon MSK) またはセルフマネージド Apache Kafka
クラスターにメッセージを送信します。
必須: いいえ
タイプ: KafkaAction (p. 3898)
Update requires: No interruption
Kinesis
Amazon Kinesis ストリームにデータを書き込みます｡
必須: いいえ
タイプ: KinesisAction (p. 3900)
Update requires: No interruption
Lambda
Lambda 関数を呼び出します。
必須: いいえ
タイプ: LambdaAction (p. 3900)
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Update requires: No interruption
Republish
別の MQTT トピックに発行します。
必須: いいえ
タイプ: RepublishAction (p. 3903)
Update requires: No interruption
S3
Amazon S3 バケットに書き込みます｡
必須: いいえ
タイプ: S3Action (p. 3904)
Update requires: No interruption
Sns
Amazon SNS トピックに公開する。
必須: いいえ
タイプ: SnsAction (p. 3906)
Update requires: No interruption
Sqs
Amazon SQS キューに公開する。
必須: いいえ
タイプ: SqsAction (p. 3907)
Update requires: No interruption
StepFunctions
Step Functions ステートマシンの実行を開始します。
必須: いいえ
タイプ: StepFunctionsAction (p. 3908)
Update requires: No interruption
Timestream
MQTT メッセージから属性を書き込みます。
必須: いいえ
タイプ: TimestreamAction (p. 3909)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule AssetPropertyTimestamp
次の情報を含むアセットプロパティのタイムスタンプエントリ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OffsetInNanos" : String,
"TimeInSeconds" : String

YAML
OffsetInNanos: String
TimeInSeconds: String

プロパティ
OffsetInNanos
オプション。ナノ秒の時間オフセットを含む文字列。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeInSeconds
エポックからの秒単位の時間を含む文字列。置換テンプレートを受け入れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule AssetPropertyValue
次の情報を含む資産プロパティ値エントリ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Quality" : String,
"Timestamp" : AssetPropertyTimestamp (p. 3881),
"Value" : AssetPropertyVariant (p. 3883)

YAML
Quality: String
Timestamp:
AssetPropertyTimestamp (p. 3881)
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Value:
AssetPropertyVariant (p. 3883)

プロパティ
Quality
オプション。値の品質を表す文字列。置換テンプレートを受け入れます。GOOD、BAD、または
UNCERTAIN を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timestamp
アセットプロパティ値のタイムスタンプ。
必須: はい
タイプ: AssetPropertyTimestamp (p. 3881)
Update requires: No interruption
Value
アセットプロパティの値。
必須: はい
タイプ: AssetPropertyVariant (p. 3883)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule AssetPropertyVariant
アセットプロパティ値 (1 つのタイプ) が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BooleanValue" : String,
"DoubleValue" : String,
"IntegerValue" : String,
"StringValue" : String

YAML
BooleanValue: String
DoubleValue: String
IntegerValue: String
StringValue:
String
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プロパティ
BooleanValue
オプション。値エントリのブール値 (true または false) を含む文字列。置換テンプレートを受け入
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DoubleValue
オプション。値エントリの double 値を含む文字列。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegerValue
オプション。値エントリの整数値を含む文字列。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StringValue
オプション。値エントリの文字列値。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule CloudwatchAlarmAction
CloudWatch アラームを更新するアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AlarmName" : String,
"RoleArn" : String,
"StateReason" : String,
"StateValue" : String

YAML
AlarmName: String
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RoleArn: String
StateReason: String
StateValue: String

プロパティ
AlarmName
CloudWatch アラーム名｡
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
CloudWatch アラームへのアクセスを許可する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StateReason
アラーム変更の理由。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StateValue
アラーム状態の値。指定できる値は、OK、ALARM、INSUFFICIENT_DATA です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule CloudwatchLogsAction
CloudWatch ログを更新するアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupName" : String,
"RoleArn" : String
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YAML
LogGroupName: String
RoleArn: String

プロパティ
LogGroupName
CloudWatch のログ名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
CloudWatch ログへのアクセスを許可する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule CloudwatchMetricAction
CloudWatch メトリクスをキャプチャするアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MetricName" : String,
"MetricNamespace" : String,
"MetricTimestamp" : String,
"MetricUnit" : String,
"MetricValue" : String,
"RoleArn" : String

YAML
MetricName: String
MetricNamespace: String
MetricTimestamp: String
MetricUnit: String
MetricValue: String
RoleArn: String

プロパティ
MetricName
CloudWatch メトリクス名前空間。
API バージョン 2010-05-15
3886

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricNamespace
CloudWatch メトリクス名前空間。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricTimestamp
オプションの Unix タイムスタンプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricUnit
CloudWatch でサポートされているメトリクス単位。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricValue
CloudWatch メトリクス値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
CloudWatch メトリクスへのアクセスを許可する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule DynamoDBAction
DynamoDB テーブルに書き込むアクションについて説明します。
tableName、hashKeyField、および rangeKeyField 値は、テーブルを作成したときに使用した値と
一致しなければなりません。
hashKeyValue および rangeKeyvalue フィールドは、代替テンプレート構文を使用します。これらの
テンプレートは、ランタイム時にデータが提供されます。構文は次のとおりです: ${sql-expression}。
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JSON プロパティ、比較、計算、関数など、有効な式を WHERE 句または SELECT 句に指定できます。
たとえば、次のフィールドはトピックの 3 番目のレベルを使用します。
"hashKeyValue": "${topic(3)}"
次のフィールドはタイムスタンプを使用します。
"rangeKeyValue": "${timestamp()}"
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-rule-actions.html デベロッパー
ガイドのAWS IoTDynamoDBv2 アクションを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HashKeyField" : String,
"HashKeyType" : String,
"HashKeyValue" : String,
"PayloadField" : String,
"RangeKeyField" : String,
"RangeKeyType" : String,
"RangeKeyValue" : String,
"RoleArn" : String,
"TableName" : String

YAML
HashKeyField: String
HashKeyType: String
HashKeyValue: String
PayloadField: String
RangeKeyField: String
RangeKeyType: String
RangeKeyValue: String
RoleArn: String
TableName: String

プロパティ
HashKeyField
ハッシュキーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HashKeyType
ハッシュキーのタイプ。有効な値は「STRING」または「NUMBER」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
HashKeyValue
ハッシュキー値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PayloadField
アクションペイロード。この名前をカスタマイズできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyField
レンジキーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyType
レンジキーのタイプ。有効な値は「STRING」または「NUMBER」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyValue
レンジキーの値｡
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
DynamoDB テーブルへのアクセスを付与するロールの IAM ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
DynamoDB テーブルの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule DynamoDBv2Action
DynamoDB テーブルに書き込むアクションについて説明します。
この DynamoDB アクションは、メッセージペイロードの各属性を DynamoDB テーブルの独自の列に書き
込みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PutItem" : PutItemInput (p. 3902),
"RoleArn" : String

YAML
PutItem:
PutItemInput (p. 3902)
RoleArn: String

プロパティ
PutItem
メッセージデータを書き込む DynamoDB テーブルを指定します。例:
{ "dynamoDBv2": { "roleArn": "aws:iam:12341251:my-role" "putItem":
{ "tableName": "my-table" } } }
メッセージペイロードの各属性は、DynamoDB データベースの個別の列に書き込まれます。
必須: いいえ
タイプ: PutItemInput (p. 3902)
Update requires: No interruption
RoleArn
DynamoDB テーブルへのアクセスを付与するロールの IAM ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS SDK for C++.
• AWS SDK for Go.
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• AWS SDK for Java.
• AWS SDK for Ruby V2.

AWS::IoT::TopicRule ElasticsearchAction
Amazon OpenSearch Service ドメインにデータを書き込むアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Endpoint" : String,
"Id" : String,
"Index" : String,
"RoleArn" : String,
"Type" : String

YAML
Endpoint: String
Id: String
Index: String
RoleArn: String
Type: String

プロパティ
Endpoint
OpenSearch ドメインのエンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Id
保存するドキュメントの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Index
データの格納先となるインデックス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RoleArn
OpenSearch にアクセスできる IAM ロール ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
保存するドキュメントのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule FirehoseAction
Amazon Kinesis Firehose ストリームにデータを書き込むアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BatchMode" : Boolean,
"DeliveryStreamName" : String,
"RoleArn" : String,
"Separator" : String

YAML
BatchMode: Boolean
DeliveryStreamName: String
RoleArn: String
Separator: String

プロパティ
BatchMode
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeliveryStreamName
配信ストリーム名。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Kinesis Firehose ストリームへのアクセス権限を付与する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Separator
Firehose ストリームに書き込まれたレコードを分割するために使用される文字区切り記号。有効値
は、'\n' (改行)、'\t' (タブ)、'\r\n' (Windows 改行)、',' (コンマ) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule HttpAction
HTTPS エンドポイントへデータを送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Auth" : HttpAuthorization (p. 3895),
"ConfirmationUrl" : String,
"Headers" : [ HttpActionHeader (p. 3894), ... ],
"Url" : String

YAML
Auth:
HttpAuthorization (p. 3895)
ConfirmationUrl: String
Headers:
- HttpActionHeader (p. 3894)
Url: String

プロパティ
Auth
HTTPS エンドポイントにデータを送信するときに使用する認証方法。
必須: いいえ
タイプ: HttpAuthorization (p. 3895)
Update requires: No interruption
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ConfirmationUrl
AWS IoT が確認メッセージを送信する URL。確認 URL の値は、エンドポイント URL のプレフィッ
クスである必要があります。確認 URL を指定しない場合、AWS IoT はエンドポイント URL を確認
URL として使用します。confirmationUrl で置換テンプレートを使用する場合、トラフィックがエンド
ポイント URL に許可される前に、置換テンプレートの各可能な値に一致するトピックルールの送信先
を作成して有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Headers
メッセージデータとともに送信する HTTP ヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: HttpActionHeader (p. 3894) のリスト
Update requires: No interruption
Url
エンドポイントの URL。置換テンプレートが URL で使用されている場合、confirmationUrl
も指定する必要があります。これが新しい送信先の場合は、可能であれば新しい
TopicRuleDestination が作成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule HttpActionHeader
HTTP アクションヘッダー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
HTTP ヘッダーキー。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
HTTP ヘッダー値。置換テンプレートがサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule HttpAuthorization
メッセージの送信に使用される認証方式。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Sigv4" : SigV4Authorization (p. 3905)

YAML
Sigv4:
SigV4Authorization (p. 3905)

プロパティ
Sigv4
Sig V4 認可を使用します。詳細については、「署名バージョン 4 署名プロセス」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: SigV4Authorization (p. 3905)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule IotAnalyticsAction
AWS IoT Analytics チャネルにメッセージデータを送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"BatchMode" : Boolean,
"ChannelName" : String,
"RoleArn" : String

YAML
BatchMode: Boolean
ChannelName: String
RoleArn: String

プロパティ
BatchMode
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ChannelName
メッセージデータの送信先となる IoT Analytics チャネルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
IoT Analytics 経由でメッセージデータを送信する権限を IoT Analytics に付与するポリシーを持つロー
ルの ARN (iotanalytics:BatchPutMessage)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT API リファレンス の IotAnalyticsAction

AWS::IoT::TopicRule IotEventsAction
AWS IoT Events ディテクターへの入力を送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BatchMode" : Boolean,
"InputName" : String,
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}

"MessageId" : String,
"RoleArn" : String

YAML
BatchMode: Boolean
InputName: String
MessageId: String
RoleArn: String

プロパティ
BatchMode
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InputName
AWS IoT Events 入力の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MessageId
メッセージの ID。デフォルトの messageId は、新しい UUID 値です。
batchMode が true である場合、messageId を指定することはできません。新しい UUID 値が割り
当てられます。
このプロパティに値を割り当てて、指定の messageId を持つ 1 つの入力 (メッセージ) のみが AWS
IoT Events のディテクターによって処理されるようにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT Events ディテクターに入力を送信する AWS IoT 許可を付与するロールの ARN
("Action":"iotevents:BatchPutMessage")。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule IotSiteWiseAction
AWS IoT SiteWise アセットプロパティに対してルールをトリガーした MQTT メッセージからデータを送
信するアクションを説明します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PutAssetPropertyValueEntries" : [ PutAssetPropertyValueEntry (p. 3901), ... ],
"RoleArn" : String

YAML
PutAssetPropertyValueEntries:
- PutAssetPropertyValueEntry (p. 3901)
RoleArn: String

プロパティ
PutAssetPropertyValueEntries
アセットプロパティ値エントリのリスト。
必須: はい
タイプ: PutAssetPropertyValueEntry (p. 3901) のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT SiteWise にアセットプロパティ値を送信する AWS IoT 許可を付与するロールの ARN
("Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue")。信頼ポリシーは、特定のア
セット階層パスへのアクセスを制限できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule KafkaAction
Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) または セルフマネージド Apache Kafka クラスター
にメッセージを送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ClientProperties" : {Key : Value, ...},
"DestinationArn" : String,
"Key" : String,
"Partition" : String,
"Topic" : String
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YAML
ClientProperties:
Key : Value
DestinationArn: String
Key: String
Partition: String
Topic: String

プロパティ
ClientProperties
Apache Kafka プロデューサークライアントのプロパティ。
必須: はい
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
DestinationArn
Kafka アクションの VPC の ARN TopicRuleDestination。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
Kafka のメッセージキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Partition
Kafka のメッセージパーティション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Topic
Kafka のブローカーに送信されるメッセージの Kafka トピック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::IoT::TopicRule KinesisAction
Amazon Kinesis ストリームにデータを書き込むためのアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PartitionKey" : String,
"RoleArn" : String,
"StreamName" : String

YAML
PartitionKey: String
RoleArn: String
StreamName: String

プロパティ
PartitionKey
パーティションキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Kinesis ストリームへのアクセス権限を付与する IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamName
Amazon Kinesis ストリームの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule LambdaAction
Lambda 関数を呼び出すためのアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"FunctionArn" : String

YAML
FunctionArn: String

プロパティ
FunctionArn
Lambda 関数の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule PutAssetPropertyValueEntry
次の情報を含む資産プロパティ値エントリ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssetId" : String,
"EntryId" : String,
"PropertyAlias" : String,
"PropertyId" : String,
"PropertyValues" : [ AssetPropertyValue (p. 3882), ... ]

YAML
AssetId: String
EntryId: String
PropertyAlias: String
PropertyId: String
PropertyValues:
- AssetPropertyValue (p. 3882)

プロパティ
AssetId
AWS IoT SiteWise アセットの ID。propertyAlias または aliasId と propertyId の両方のいず
れかを指定する必要があります。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EntryId
オプション。このエントリの一意の識別子。障害発生時にエラーの原因となったメッセージをより正
確に追跡するために定義できます。置換テンプレートを受け入れます。デフォルトは新しい UUID で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyAlias
アセットプロパティに関連付けられたプロパティエイリアスの名前。propertyAlias または
aliasId と propertyId の両方のいずれかを指定する必要があります。置換テンプレートを受け入
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyId
アセットのプロパティの ID。propertyAlias または aliasId と propertyId の両方のいずれか
を指定する必要があります。置換テンプレートを受け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyValues
挿入するプロパティ値のリスト。各リストにはタイムスタンプ、品質、値 (TQV) 情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: AssetPropertyValue (p. 3882) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule PutItemInput
メッセージデータの書き込み先の DynamoDB テーブルを指定する DynamoActionVS アクションの入力。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TableName" : String
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YAML
TableName: String

プロパティ
TableName
メッセージデータが書き込まれるテーブル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule RepublishAction
別のトピックに再発行するためのアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Qos" : Integer,
"RoleArn" : String,
"Topic" : String

YAML
Qos: Integer
RoleArn: String
Topic: String

プロパティ
Qos
メッセージを再発行するときに使用する Quality of Service (QoS) レベル。デフォルト値は 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RoleArn
アクセスを許可する IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Topic
MQTT トピックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule S3Action
Amazon S3 バケットにデータを書き込むためのアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"CannedAcl" : String,
"Key" : String,
"RoleArn" : String

YAML
BucketName: String
CannedAcl: String
Key: String
RoleArn: String

プロパティ
BucketName
Amazon S3 バケット｡
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CannedAcl
オブジェクトキーによって識別されるオブジェクトへのアクセスをコントロールする Amazon S3 既
定 ACL。詳細については、「S3 既定 ACL」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
オブジェクトキー｡詳細については、「Amazon S3 のアクション、リソース、および条件キー」を参
照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
アクセスを許可する IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule SigV4Authorization
詳細については、「署名バージョン 4 署名プロセス」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RoleArn" : String,
"ServiceName" : String,
"SigningRegion" : String

YAML
RoleArn: String
ServiceName: String
SigningRegion: String

プロパティ
RoleArn
署名ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceName
Sig V4 で署名するときに使用するサービス名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SigningRegion
署名するリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule SnsAction
Amazon SNS トピックに発行するためのアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MessageFormat" : String,
"RoleArn" : String,
"TargetArn" : String

YAML
MessageFormat: String
RoleArn: String
TargetArn: String

プロパティ
MessageFormat
(オプション) 発行するメッセージのメッセージ形式。許容値は "JSON" と "RAW" です。この属性の
デフォルト値は "RAW" です。SNS ではこの設定を使用して、ペイロードを解析して関連するプラッ
トフォーム固有の部分をペイロードから抽出するかどうかを判断します。詳細については、Amazon
Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS メッセージと JSON の形式」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
アクセスを許可する IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetArn
SNS トピックの ARN｡
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule SqsAction
Amazon SQS キューにデータを発行するためのアクションを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"QueueUrl" : String,
"RoleArn" : String,
"UseBase64" : Boolean

YAML
QueueUrl: String
RoleArn: String
UseBase64: Boolean

プロパティ
QueueUrl
Amazon SQS キューの URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
アクセスを許可する IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseBase64
Base64 エンコーディングを使用かどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AWS::IoT::TopicRule StepFunctionsAction
Step Functions ステートマシンの実行を開始します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ExecutionNamePrefix" : String,
"RoleArn" : String,
"StateMachineName" : String

YAML
ExecutionNamePrefix: String
RoleArn: String
StateMachineName: String

プロパティ
ExecutionNamePrefix
(オプション) このプレフィックスとそれに続く UUID で構成される名前がステートマシンの実行に指
定されます。Step Functions は、各ステートマシンの実行用に一意の名前を自動的に作成します (指定
されていない場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
ステートマシンの実行を開始するアクセス許可を IoT に付与するロールの ARN
("Action":"states:StartExecution")。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StateMachineName
実行が開始される Step Functions ステートマシンの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT API リファレンス のStepFunctionsAction
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AWS::IoT::TopicRule TimestreamAction
Amazon Timestream テーブルにレコードを書き込むアクションについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BatchMode" : Boolean,
"DatabaseName" : String,
"Dimensions" : [ TimestreamDimension (p. 3910), ... ],
"RoleArn" : String,
"TableName" : String,
"Timestamp" : TimestreamTimestamp (p. 3911)

YAML
BatchMode: Boolean
DatabaseName: String
Dimensions:
- TimestreamDimension (p. 3910)
RoleArn: String
TableName: String
Timestamp:
TimestreamTimestamp (p. 3911)

プロパティ
BatchMode
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DatabaseName
レコードを書き込むテーブルを持つ Amazon Timestream データベースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Dimensions
各メジャーレコードに書き込まれる時系列のメタデータ属性。
必須: はい
タイプ: TimestreamDimension (p. 3910) のリスト
Update requires: No interruption
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RoleArn
Timestream データベーステーブルへの書き込みを行うアクセス許可 AWS IoT に付与するロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
メッセージデータが書き込まれるテーブル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timestamp
エントリのタイムスタンプに使用する値。空白の場合は、エントリが処理された時刻が入力されま
す。
必須: いいえ
タイプ: TimestreamTimestamp (p. 3911)
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule TimestreamDimension
各メジャーレコードに書き込まれる時系列のメタデータ属性。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
メタデータのディメンション名。これは、Amazon Timestream データベーステーブルレコードの列名
です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
データベースレコードのこの列に書き込む値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule TimestreamTimestamp
エントリのタイムスタンプに使用する値。空白の場合は、エントリが処理された時刻が入力されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Unit" : String,
"Value" : String

YAML
Unit: String
Value: String

プロパティ
Unit
value で説明されている式から得られるタイムスタンプ値の精度。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
長いエポック時間の値を返す式。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRule TopicRulePayload
ルールについて説明します｡
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Actions" : [ Action (p. 3877), ... ],
"AwsIotSqlVersion" : String,
"Description" : String,
"ErrorAction" : Action (p. 3877),
"RuleDisabled" : Boolean,
"Sql" : String

YAML
Actions:
- Action (p. 3877)
AwsIotSqlVersion: String
Description: String
ErrorAction:
Action (p. 3877)
RuleDisabled: Boolean
Sql: String

プロパティ
Actions
ルールに関連付けられたアクション。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 3877)のリスト
Update requires: No interruption
AwsIotSqlVersion
ルールを評価する際に使用する SQL ルールエンジンのバージョン。
デフォルト値は 2015-10-08 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
ルールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ErrorAction
エラーが発生したときに実行するアクション。
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必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 3877)
Update requires: No interruption
RuleDisabled
ルールを無効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Sql
トピックの照会に使用される SQL ステートメント。詳細については、AWS IoT デベロッパーガイ
ドの AWS IoT SQL リファレンスを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoT::TopicRuleDestination
トピックルールの送信先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT::TopicRuleDestination",
"Properties" : {
"HttpUrlProperties" : HttpUrlDestinationSummary (p. 3915),
"Status" : String,
"VpcProperties" : VpcDestinationProperties (p. 3915)
}

YAML
Type: AWS::IoT::TopicRuleDestination
Properties:
HttpUrlProperties:
HttpUrlDestinationSummary (p. 3915)
Status: String
VpcProperties:
VpcDestinationProperties (p. 3915)

プロパティ
HttpUrlProperties
HTTP URL のプロパティ。
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必須: いいえ
タイプ: HttpUrlDestinationSummary (p. 3915)
Update requires: Replacement
Status
IN_PROGRESS
トピックルールの送信先が作成されましたが、確認されていませ
ん。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すことで、ステータスを IN_PROGRESS に設定
できます。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すと、新しい確認チャレンジが確認エン
ドポイントに送信されます。
ENABLED
確認が終わると、この送信先へのトラフィックが許可されま
す。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すことで、ステータスを DISABLED に設定でき
ます。
DISABLED
確認が終わっても、この送信先へのトラフィックは許可されませ
ん。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すことで、ステータスを ENABLED に設定できま
す。
ERROR
確認がタイムアウトした場合など、確認を完了できませんでし
た。GetTopicRuleDestination を呼び出すとエラーの詳細を確認できま
す。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すことで、ステータスを IN_PROGRESS に設定
できます。UpdateTopicRuleDestination を呼び出すと、新しい確認チャレンジが確認エン
ドポイントに送信されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcProperties
Virtual Private Cloud (VPC) 接続のプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: VpcDestinationProperties (p. 3915)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トピックルールの送信先。
次に例を示します。
{ "Ref": "TopicRuleDestination" }
次のような値が返されます:
a1234567b89c012d3e4fg567hij8k9l01mno1p23q45678901rs234567890t1u2
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt

Arn
トピックルールの送信先 URL。
StatusReason
Property description not available.

AWS::IoT::TopicRuleDestination HttpUrlDestinationSummary
HTTP URL 送信先プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConfirmationUrl" : String

YAML
ConfirmationUrl: String

プロパティ
ConfirmationUrl
HTTP トピックルールの送信先 URL を確認するために使用される URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::IoT::TopicRuleDestination VpcDestinationProperties
Virtual Private Cloud (VPC) 送信先のプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"RoleArn" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ],
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}

"VpcId" : String

YAML
RoleArn: String
SecurityGroups:
- String
SubnetIds:
- String
VpcId: String

プロパティ
RoleArn
Elastic Network Interface（ENI）を作成して取り付ける権限を持つロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroups
VPC 送信先のセキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SubnetIds
VPC 送信先のサブネット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
VpcId
VPC の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS IoT 1-Click リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IoT1Click::Device (p. 3917)
• AWS::IoT1Click::Placement (p. 3918)
• AWS::IoT1Click::Project (p. 3921)
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AWS::IoT1Click::Device
AWS::IoT1Click::Device リソースを使用して、AWS IoT 1-Click 互換デバイスの有効状態をコント
ロールします。詳細については、AWS IoT 1-Click Devices API リファレンスの Device を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT1Click::Device",
"Properties" : {
"DeviceId" : String,
"Enabled" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::IoT1Click::Device
Properties:
DeviceId: String
Enabled: Boolean

プロパティ
DeviceId
デバイスの ID (例: G030PX0312744DWM)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Enabled
デバイスが有効 (true) か無効 (false) かを示すブール値です。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ARN (arn:aws:iot1click:us-west-2:123456789012:devices/G030PX0312744DWM など) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
デバイスの ARN (arn:aws:iot1click:us-west-2:123456789012:devices/
G030PX0312744DWM など)。
DeviceId
デバイスの一意の識別子。
Enabled
デバイスが有効 (true) か無効 (false) かを示すブール値です。

例
デバイスを有効化
JSON
{

}

"SampleDevice": {
"Type": "AWS::IoT1Click::Device",
"Properties": {
"DeviceId": "G030PX0312744DWM",
"Enabled": true
}
}

YAML
SampleDevice:
Type: "AWS::IoT1Click::Device"
Properties:
DeviceId: G030PX0312744DWM
Enabled: True

以下の資料も参照してください。
• デバイス
• 「プロジェクト、テンプレート、およびプレイスメント」
• AWS IoT 1-Click プログラミングモデル

AWS::IoT1Click::Placement
AWS::IoT1Click::Placement リソースは、AWS IoT 1-Click プロジェクトと関連付けるプレイスメ
ントを作成します。プレイスメントとは、ある場所にあるデバイスのインスタンスです。詳細について
は、AWS IoT 1-Click デベロッパーガイドの Projects, Templates, and Placements を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoT1Click::Placement",
"Properties" : {
"AssociatedDevices" : Json,
"Attributes" : Json,
"PlacementName" : String,
"ProjectName" : String
}

YAML
Type: AWS::IoT1Click::Placement
Properties:
AssociatedDevices: Json
Attributes: Json
PlacementName: String
ProjectName: String

プロパティ
AssociatedDevices
プレイスメントに関連付けるデバイス。0 個以上のキーと値のペアのマッピングで定義されます。
キーはテンプレート名で 値は、デバイス ID です。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Attributes
プレイスメントに関連付けられたユーザー定義属性。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PlacementName
プレイスメントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProjectName
プレイスメントを含むプロジェクトの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
形式 projects/A/placements/B の文字列 このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。ここで、A はプロジェクトの名前で、B はプレイスメントの名前です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PlacementName
プレイスメントの名前 (floor17 など)。
ProjectName
プレイスメントを含むプロジェクトの名前 (conference-rooms など)。

例
プロジェクトとプレイスメントを宣言する
JSON
{

"BasicProjectWithPlacement": {
"Type": "AWS::IoT1Click::Project",
"Properties": {
"ProjectName": "project-with-placements",
"Description": "description",
"PlacementTemplate": {
"DefaultAttributes": {
"Attribute": "Value",
"Foo": "Bar"
},
"DeviceTemplates": {
"testButton": {
"DeviceType": "button",
"CallbackOverrides": {
"onClickCallback": ""
}
}
}
}
}
},
"BasicPlacement": {
"Type": "AWS::IoT1Click::Placement",
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}

}

"Properties": {
"ProjectName": {
"Ref": "BasicProjectWithPlacement"
},
"PlacementName": "placement"
}

YAML
BasicProjectWithPlacement:
Type: "AWS::IoT1Click::Project"
Properties:
ProjectName: "project-with-placements"
Description: "description"
PlacementTemplate:
DefaultAttributes:
Attribute: Value
Foo: Bar
DeviceTemplates:
testButton:
DeviceType: "button"
CallbackOverrides:
onClickCallback: ""
BasicPlacement:
Type: "AWS::IoT1Click::Placement"
Properties:
ProjectName: !Ref BasicProjectWithPlacement
PlacementName: "placement"

以下の資料も参照してください。
• CreatePlacement
• 「プロジェクト、テンプレート、およびプレイスメント」
• AWS IoT 1-Click プログラミングモデル

AWS::IoT1Click::Project
AWS::IoT1Click::Project リソースは、プレイスメントテンプレートを使用して空のプロジェクトを
作成します。プロジェクトには、プロジェクトで定義されているプレイスメントテンプレートに準拠した
0 個以上のプレイスメントが含まれています。詳細については、AWS IoT 1-Click Projects API リファレン
スで CreateProject を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoT1Click::Project",
"Properties" : {
"Description" : String,
"PlacementTemplate" : PlacementTemplate (p. 3925),
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}

}

"ProjectName" : String

YAML
Type: AWS::IoT1Click::Project
Properties:
Description: String
PlacementTemplate:
PlacementTemplate (p. 3925)
ProjectName: String

プロパティ
Description
プロジェクトの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PlacementTemplate
プロジェクトのプレイスメント仕様を記述するオブジェクト。
必須: はい
タイプ: PlacementTemplate (p. 3925)
Update requires: No interruption
ProjectName
情報を取得するプロジェクトの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
プロジェクトの ARN (arn:aws:iot1click:us-west-2:0123456789012:projects/testproject など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:iot1click:useast-1:123456789012:projects/project-a1bzhi など)。
ProjectName
プロジェクトの名前 (project-a1bzhi など)。

例
1 クリックプロジェクトを宣言する
JSON
{

}

"Description": "IoT1Click Project test",
"Resources": {
"BasicProject": {
"Type": "AWS::IoT1Click::Project",
"Properties": {
"ProjectName": "project",
"Description": "description",
"PlacementTemplate": {
"DefaultAttributes": {
"Attribute": "Value",
"Foo": "Bar"
},
"DeviceTemplates": {
"testButton": {
"DeviceType": "button",
"CallbackOverrides": {
"onClickCallback": ""
}
}
}
}
}
}
},
"Outputs": {
"ProjectId": {
"Value": {
"Ref": "BasicProject"
}
}
}

YAML
Description: "IoT1Click Project test"
Resources:
BasicProject:
Type: "AWS::IoT1Click::Project"
Properties:
ProjectName: "project"
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Description: "description"
PlacementTemplate:
DefaultAttributes:
Attribute: Value
Foo: Bar
DeviceTemplates:
testButton:
DeviceType: "button"
CallbackOverrides:
onClickCallback: ""
Outputs:
ProjectId:
Value: !Ref BasicProject

以下の資料も参照してください。
• CreateProject
• 「プロジェクト、テンプレート、およびプレイスメント」
• AWS IoT 1-Click プログラミングモデル

AWS::IoT1Click::Project DeviceTemplate
AWS CloudFormation では、DeviceTemplate プロパティタイプを使用して AWS IoT 1-Click プロジェク
ト用のテンプレートを指定します。
DeviceTemplate は AWS::IoT1Click::Project リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CallbackOverrides" : Json,
"DeviceType" : String

YAML
CallbackOverrides: Json
DeviceType: String

プロパティ
CallbackOverrides
プレイスメントテンプレートが提供するデフォルトの AWS Lambda 関数の代わりに呼び出すオプ
ションの AWS Lambda 関数。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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DeviceType
デバイスタイプ。現時点では、これは "button" である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• プロジェクト、テンプレートとプレイスメント
• AWS IoT 1-Click プログラミングモデル

AWS::IoT1Click::Project PlacementTemplate
AWS CloudFormation では、PlacementTemplate プロパティタイプを使用して AWS IoT 1-Click プロ
ジェクト用のテンプレートを指定します。
PlacementTemplate は AWS::IoT1Click::Project リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultAttributes" : Json,
"DeviceTemplates" : Json

YAML
DefaultAttributes: Json
DeviceTemplates: Json

プロパティ
DefaultAttributes
このテンプレートを使用したすべての配置に適用されるデフォルトの属性 (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
DeviceTemplates
この (PlacementTemplate) テンプレートを使用するすべての配置に対して、DeviceTemplate を指定す
るオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: Json
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Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• プロジェクト、テンプレートとプレイスメント
• AWS IoT 1-Click プログラミングモデル

AWS IoT Analytics リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IoTAnalytics::Channel (p. 3926)
• AWS::IoTAnalytics::Dataset (p. 3932)
• AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958)
• AWS::IoTAnalytics::Pipeline (p. 3972)

AWS::IoTAnalytics::Channel
AWS::IoTAnalytics::Channel リソースは、MQTT トピックからデータを収集し、未処理の raw メッセージ
をアーカイブしてから、データをパイプラインに発行します。詳細については、AWS IoT Analytics ユー
ザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTAnalytics::Channel",
"Properties" : {
"ChannelName" : String,
"ChannelStorage" : ChannelStorage (p. 3929),
"RetentionPeriod" : RetentionPeriod (p. 3931),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTAnalytics::Channel
Properties:
ChannelName: String
ChannelStorage:
ChannelStorage (p. 3929)
RetentionPeriod:
RetentionPeriod (p. 3931)
Tags:
- Tag

プロパティ
ChannelName
チャネルの名前。
API バージョン 2010-05-15
3926

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Analytics

必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: Replacement
ChannelStorage
チャネルデータが保存される場所。
必須: いいえ
タイプ: channelStorage (p. 3929)
Update requires: No interruption
RetentionPeriod
チャネルのメッセージデータが保持される時間 (日数)。
必須: いいえ
タイプ: RetentionPeriod (p. 3931)
Update requires: No interruption
Tags
チャネルを管理するために使用できるメタデータ。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

例
単純なチャネル
次の例では、サービス管理型チャネルストレージを使用するシンプルなチャネルを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a simple Channel",
"Resources": {
"Channel": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Channel",
"Properties": {
"ChannelName": "SimpleChannel"
}
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}

}

}

YAML
--Description: "Create a simple Channel"
Resources:
Channel:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Channel"
Properties:
ChannelName: "SimpleChannel"

複雑なチャネル
次の例は、複雑なチャネルを作成します。

JSON
{

}

"Description": "Create a complex channel",
"Resources": {
"Channel": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Channel",
"Properties": {
"ChannelName": "ComplexChannel",
"RetentionPeriod": {
"Unlimited": false,
"NumberOfDays": 10
},
"Tags": [
{
"Key": "keyname1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "keyname2",
"Value": "value2"
}
]
}
}
}

YAML
--Description: "Create a complex channel"
Resources:
Channel:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Channel"
Properties:
ChannelName: "ComplexChannel"
RetentionPeriod:
Unlimited: false
NumberOfDays: 10
Tags:
Key: "keyname1"
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-

Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics
• AWS IoT Analytics API リファレンスの CreateChannel

AWS::IoTAnalytics::Channel ChannelStorage
チャネルデータが保存される場所。serviceManagedS3、customerManagedS3 ストレージのいずれか
を選択できます。指定されなかった場合、デフォルト値は serviceManagedS3 です。チャネルの作成後
に変更することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomerManagedS3" : CustomerManagedS3 (p. 3930),
"ServiceManagedS3" : ServiceManagedS3 (p. 3931)

YAML
CustomerManagedS3:
CustomerManagedS3 (p. 3930)
ServiceManagedS3:
ServiceManagedS3 (p. 3931)

プロパティ
CustomerManagedS3
チャネルデータをユーザーが管理する S3 バケットに保存するために使用されます。カスタマー管理
型のストレージが選択されている場合、retentionPeriod パラメータは無視されます。データスト
アの作成後に S3 ストレージの選択を変更することはできません。
必須: いいえ
customerManagedS3
Update requires: No interruption
ServiceManagedS3
AWS IoT Analytics によって管理される S3 バケットに保存する場合に使用します。データストアの作
成後に S3 ストレージの選択を変更することはできません。
必須: いいえ
serviceManagedS3
Update requires: No interruption
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AWS::IoTAnalytics::Channel CustomerManagedS3
チャネルデータをユーザーが管理する S3 バケットに保存するために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"KeyPrefix" : String,
"RoleArn" : String

YAML
Bucket: String
KeyPrefix: String
RoleArn: String

プロパティ
Bucket
チャネルのデータが保存されている Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9.\-_]*$
Update requires: No interruption
KeyPrefix
(オプション) チャネルデータオブジェクトのキーを作成するために使用されるプレフィックス。S3 バ
ケット内の各オブジェクトには、バケット内で一意の識別子であるキーがあります (バケット内の各オ
ブジェクトには、厳密に 1 個のキーがあります)。このプレフィックスは、スラッシュ (/) で終わる必
要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9!_.*'()/{}:-]*/$
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT Analytics に許可を付与して Amazon S3 リソースを操作できるようにするロールの ARN。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Channel RetentionPeriod
メッセージデータが保持される時間 (日数)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NumberOfDays" : Integer,
"Unlimited" : Boolean

YAML
NumberOfDays: Integer
Unlimited: Boolean

プロパティ
NumberOfDays
メッセージデータが保持される日数。unlimited パラメータは False でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Unlimited
true の場合、メッセージデータは無期限に保持されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Channel ServiceManagedS3
AWS IoT Analytics によって管理される S3 バケットに保存する場合に使用します。データストアの作成後
に S3 ストレージの選択を変更することはできません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::IoTAnalytics::Dataset
AWS::IoTAnalytics::Dataset リソースは、queryAction (SQL クエリ) または containerAction (コンテ
ナ化されたアプリケーションの実行) を適用して保存されたデータから取得されたデータを保存します。
データセットは、CreateDatasetContent を呼び出して手動で入力するか、指定した trigger に従っ
て自動的に入力できます。詳細については、AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT
Analytics を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"Properties" : {
"Actions" : [ Action (p. 3940), ... ],
"ContentDeliveryRules" : [ DatasetContentDeliveryRule (p. 3942), ... ],
"DatasetName" : String,
"LateDataRules" : [ LateDataRule (p. 3948), ... ],
"RetentionPeriod" : RetentionPeriod (p. 3952),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Triggers" : [ Trigger (p. 3955), ... ],
"VersioningConfiguration" : VersioningConfiguration (p. 3958)
}

YAML
Type: AWS::IoTAnalytics::Dataset
Properties:
Actions:
- Action (p. 3940)
ContentDeliveryRules:
- DatasetContentDeliveryRule (p. 3942)
DatasetName: String
LateDataRules:
- LateDataRule (p. 3948)
RetentionPeriod:
RetentionPeriod (p. 3952)
Tags:
- Tag
Triggers:
- Trigger (p. 3955)
VersioningConfiguration:
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VersioningConfiguration (p. 3958)

プロパティ
Actions
自動的にデータセットコンテンツを作成する DatasetAction オブジェクト。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 3940)のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
ContentDeliveryRules
データセットコンテンツが作成されると、ここで指定した送信先に配信されます。
必須: いいえ
タイプ: DatasetContentDeliveryRule (p. 3942) のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
DatasetName
データセットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: Replacement
LateDataRules
データが遅れて到着したときに CloudWatch に通知を送信するデータルールのリス
ト。lateDataRules を指定するには、データセットで DeltaTimer フィルターを使用する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: LateDataRule (p. 3948) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
RetentionPeriod
オプション。データセットのメッセージデータが保持される期間 (日数)。
必須: いいえ
タイプ: RetentionPeriod (p. 3952)
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Update requires: No interruption
Tags
データセットを管理するために使用できるメタデータ。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
Triggers
データセットがいつ自動的に更新されるかを指定する DatasetTrigger オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: Trigger (p. 3955) のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
VersioningConfiguration
オプション。保持されるデータセットコンテンツのバージョン数。指定しない、または null に設
定されている場合、最終バージョン、および最後に成功したバージョン (この 2 つが異なる場合)
は、retentionPeriod パラメータで指定されている期間保持されます。詳細については、AWS IoT
Analytics ユーザーガイドの Keeping Multiple Versions of AWS IoT Analytics datasets を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: VersioningConfiguration (p. 3958)
Update requires: No interruption

例
単純な SQL データセット
次の例は、単純な SQL データセットを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a simple SQL Dataset",
"Resources": {
"Dataset": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"Properties": {
"DatasetName": "SimpleSQLDataset",
"Actions": [
{
"ActionName": "SqlAction",
"QueryAction": {
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}

}

}

}

}

"SqlQuery": "select * from Datastore"

}
],
"Triggers": [
{
"Schedule": {
"ScheduleExpression": "cron(0 12 * * ? *)"
}
}
]

YAML
--Description: "Create a simple SQL Dataset"
Resources:
Dataset:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Dataset"
Properties:
DatasetName: "SimpleSQLDataset"
Actions:
ActionName: "SqlAction"
QueryAction:
SqlQuery: "select * from Datastore"
Triggers:
Schedule:
ScheduleExpression: "cron(0 12 * * ? *)"

複雑な SQL データセット
次の例は、複雑な SQL データセットを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a complex SQL Dataset",
"Resources": {
"Dataset": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"Properties": {
"DatasetName": "ComplexSQLDataset",
"Actions": [
{
"ActionName": "SqlAction",
"QueryAction": {
"SqlQuery": "select * from Datastore",
"Filters": [
{
"DeltaTime": {
"OffsetSeconds": 1,
"TimeExpression": "timestamp"
}
}
]
}
}
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}

}

}

}

],
"Triggers": [
{
"Schedule": {
"ScheduleExpression": "cron(0 12 * * ? *)"
}
}
],
"RetentionPeriod": {
"Unlimited": false,
"NumberOfDays": 10
},
"Tags": [
{
"Key": "keyname1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "keyname2",
"Value": "value2"
}
]

YAML
--Description: "Create a complex SQL Dataset"
Resources:
Dataset:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Dataset"
Properties:
DatasetName: "ComplexSQLDataset"
Actions:
ActionName: "SqlAction"
QueryAction:
SqlQuery: "select * from Datastore"
Filters:
DeltaTime:
OffsetSeconds: 1
TimeExpression: "timestamp"
Triggers:
Schedule:
ScheduleExpression: "cron(0 12 * * ? *)"
RetentionPeriod:
Unlimited: false
NumberOfDays: 10
Tags:
Key: "keyname1"
Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

単純なコンテナデータセット
次の例は、単純なコンテナデータセットを作成します。
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JSON
{

"Description": "Create a simple container Dataset",
"Resources": {
"ContainerDataset": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"Properties": {
"DatasetName": "SimpleContainerDataset",
"Actions": [
{
"ActionName": "ContainerAction",
"ContainerAction": {
"Image": "<your_Account_Id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
sampleimage",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/
ExecutionRole",
"ResourceConfiguration": {
"ComputeType": "ACU_1",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"Variables": [
{
"VariableName": "Variable1",
"StringValue": "StringValue"
}
]
}
}
],
"Triggers": [
{
"Schedule": {
"ScheduleExpression": "cron(0 12 * * ? *)"
}
}
]
}
}
}
}

YAML
--Description: "Create a simple container Dataset"
Resources:
ContainerDataset:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Dataset"
Properties:
DatasetName: "SimpleContainerDataset"
Actions:
- ActionName: ContainerAction
ContainerAction:
Image: "<your_Account_Id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sampleimage"
ExecutionRoleArn: "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/ExecutionRole"
ResourceConfiguration:
ComputeType: "ACU_1"
VolumeSizeInGB: 10
Variables:
- VariableName: "Variable1"
StringValue: StringValue
Triggers:
-
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Schedule:
ScheduleExpression: "cron(0 12 * * ? *)"

複雑なコンテナデータセット
次の例は、複雑なコンテナデータセットを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a complex container Dataset",
"Resources": {
"TriggeringDataset": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"Properties": {
"DatasetName": "TriggeringDataset",
"Actions": [
{
"ActionName": "SqlAction",
"QueryAction": {
"SqlQuery": "select * from Datastore"
}
}
]
}
},
"ContainerDataset": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Dataset",
"DependsOn": "TriggeringDataset",
"Properties": {
"DatasetName": "ComplexContainerDataset",
"Actions": [
{
"ActionName": "ContainerAction",
"ContainerAction": {
"Image": "<your_Account_Id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
sampleimage",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/
ExecutionRole",
"ResourceConfiguration": {
"ComputeType": "ACU_1",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"Variables": [
{
"VariableName": "Variable1",
"StringValue": "StringValue"
},
{
"VariableName": "Variable2",
"DoubleValue": 1
},
{
"VariableName": "Variable3",
"DatasetContentVersionValue": {
"DatasetName": "BasicDataset"
}
},
{
"VariableName": "Variable4",
"OutputFileUriValue": {
"FileName": "fileName"
}
}
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}

}

}

}

}

]

}
],
"Triggers": [
{
"TriggeringDataset": {
"DatasetName": "TriggeringDataset"
}
}
]

YAML
--Description: "Create a complex container Dataset"
Resources:
TriggeringDataset:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Dataset"
Properties:
DatasetName: "TriggeringDataset"
Actions:
ActionName: "SqlAction"
QueryAction:
SqlQuery: "select * from Datastore"
ContainerDataset:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Dataset"
DependsOn: TriggeringDataset
Properties:
DatasetName: "ComplexContainerDataset"
Actions:
ActionName: "ContainerAction"
ContainerAction:
Image: "<your_Account_Id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sampleimage"
ExecutionRoleArn: "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/ExecutionRole"
ResourceConfiguration:
ComputeType: "ACU_1"
VolumeSizeInGB: 10
Variables:
VariableName: "Variable1"
StringValue: "StringValue"
VariableName: "Variable2"
DoubleValue: 1
VariableName: "Variable3"
DatasetContentVersionValue:
DatasetName: "BasicDataset"
VariableName: "Variable4"
OutputFileUriValue:
FileName: "fileName"
Triggers:
TriggeringDataset:
DatasetName: "TriggeringDataset"
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以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics
• AWS IoT Analytics API リファレンスの CreateDataset

AWS::IoTAnalytics::Dataset Action
「containerAction」を実行してデータセットコンテンツを生成するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ActionName" : String,
"ContainerAction" : ContainerAction (p. 3941),
"QueryAction" : QueryAction (p. 3950)

YAML
ActionName: String
ContainerAction:
ContainerAction (p. 3941)
QueryAction:
QueryAction (p. 3950)

プロパティ
ActionName
データセットコンテンツを自動的に作成するデータセットアクションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_]+$
Update requires: No interruption
ContainerAction
システムがコンテナ化されたアプリケーションを実行して、データセットコンテンツを作成できるよ
うにする情報。アプリケーションは、必要なサポートされるライブラリとともに Docker コンテナに
含まれている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ContainerAction (p. 3941)
Update requires: No interruption
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QueryAction
自動的にデータセットコンテンツを作成するために SQL クエリを使用する
「SqlQueryDatasetAction」オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: QueryAction (p. 3950)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset ContainerAction
「containerAction」を実行してデータセットコンテンツを生成するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ExecutionRoleArn" : String,
"Image" : String,
"ResourceConfiguration" : ResourceConfiguration (p. 3951),
"Variables" : [ Variable (p. 3956), ... ]

YAML
ExecutionRoleArn: String
Image: String
ResourceConfiguration:
ResourceConfiguration (p. 3951)
Variables:
- Variable (p. 3956)

プロパティ
ExecutionRoleArn
「containerAction」を実行するために、システムが必要なリソースにアクセスできるためにアクセス
許可を付与するロールの ARN。これには、最低限でもコンテナ化されたアプリケーションへの入力で
あるデータセットコンテンツを取得するアクセス権限がふくまれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
Image
アカウントに保存された Docker コンテナの ARN。Docker コンテナにはアプリケーションと必要なサ
ポートライブラリが含まれ、データセットコンテンツを生成するために使用されます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption
ResourceConfiguration
「containerAction」を実行するリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ResourceConfiguration (p. 3951)
Update requires: No interruption
Variables
コンテナ化されたアプリケーションの実行のコンテキストで使用される変数の値 (基本
的には、アプリケーションにわたされるパラメータ)。各変数には、「stringValue」、
「datasetContentVersionValue」あるいは「outputFileUriValue」のいずれか 1 つから与えられた名前
と値が必要です。
必須: いいえ
タイプ:変数 (p. 3956) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset DatasetContentDeliveryRule
データセットコンテンツが作成されると、ここで指定した送信先に配信されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : DatasetContentDeliveryRuleDestination (p. 3943),
"EntryName" : String

YAML
Destination:
DatasetContentDeliveryRuleDestination (p. 3943)
EntryName: String

プロパティ
Destination
データセットコンテンツが配信される送信先。
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必須: はい
タイプ: DatasetContentDeliveryRuleDestination (p. 3943)
Update requires: No interruption
EntryName
データセットコンテンツ配信ルールのエントリの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset DatasetContentDeliveryRuleDestination
データセットコンテンツが配信される送信先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IotEventsDestinationConfiguration" : IotEventsDestinationConfiguration (p. 3947),
"S3DestinationConfiguration" : S3DestinationConfiguration (p. 3953)

YAML
IotEventsDestinationConfiguration:
IotEventsDestinationConfiguration (p. 3947)
S3DestinationConfiguration:
S3DestinationConfiguration (p. 3953)

プロパティ
IotEventsDestinationConfiguration
データセットコンテンツを AWS IoT Events に配信するための設定情報。
必須: いいえ
タイプ: IotEventsDestinationConfiguration (p. 3947)
Update requires: No interruption
S3DestinationConfiguration
データセットコンテンツを Amazon S3 に配信するための設定情報。
必須: いいえ
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 3953)
Update requires: No interruption
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AWS::IoTAnalytics::Dataset DatasetContentVersionValue
最後のコンテンツがノートブックまたはアプリケーションへの入力として使用されるデータセット。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatasetName" : String

YAML
DatasetName: String

プロパティ
DatasetName
最後のコンテンツがノートブックまたはアプリケーションへの入力として使用されるデータセットの
名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset DeltaTime
アクションが最後に実行されてから到着したデータに制限するために使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OffsetSeconds" : Integer,
"TimeExpression" : String

YAML
OffsetSeconds: Integer
TimeExpression: String
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プロパティ
OffsetSeconds
メッセージデータで予測される処理中のラグタイムの秒数。メッセージデータを使用して、指定され
た時間枠でデータセットのコンテンツを作成するとき、処理の開始時に一部のメッセージデータがま
だ処理中であり、処理されるための時間内に到着しない場合があります。このフィールドを使用する
と、メッセージデータの処理中時間を考慮できます。これによって、以前の時間枠で処理されなかっ
たデータが次回の時間枠に含まれます。そうでない場合、逃したメッセージデータは次回の時間枠中
にも処理から除外されます。これは、タイムスタンプがこのメッセージデータを前回の時間枠内に配
置するためです。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TimeExpression
メッセージデータの時間が判断されることがある式。これは、タイムスタンプフィールドの名前、あ
るいは、メッセージデータが生成された時間を得るために使用される SQL 式となります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset DeltaTimeSessionWindowConfiguration
デルタタイムセッションウィンドウの設定情報を含む構造体。
DeltaTime時間間隔を指定します。DeltaTime を使用して、前回の実行以降にデータストアに到着した
データでデータセットコンテンツを作成できます。DeltaTime の例については、AWS IoT Analytics ユー
ザーガイドの Creating a SQL dataset with a delta window (CLI) を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TimeoutInMinutes" : Integer

YAML
TimeoutInMinutes: Integer

プロパティ
TimeoutInMinutes
時間間隔。timeoutInMinutes を使用すると、AWS IoT Analytics は最後の実行以降に生成された遅
延データ通知をバッチアップできます。AWS IoT Analytics は、一度に 1 つ、通知のバッチを Amazon
CloudWatch Events に送信します。
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タイムスタンプ式の記述方法の詳細については、Presto 0.172 ドキュメントの「日付と時刻の関数と
演算子」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 60
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset Filter
メッセージデータが到着するタイムフレームに従ってそのデータを分離するためにそのデータのフィルタ
リングに使用される情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeltaTime" : DeltaTime (p. 3944)

YAML
DeltaTime:
DeltaTime (p. 3944)

プロパティ
DeltaTime
アクションが最後に実行されてから到着したデータに制限するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: DeltaTime (p. 3944)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset GlueConfiguration
フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスである AWS Glue と連携するための設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DatabaseName" : String,
"TableName" : String

YAML
DatabaseName: String
TableName: String

プロパティ
DatabaseName
テーブルが配置されている AWS Glue データカタログにあるデータベースの名前。AWS Glue データ
カタログのデータベースには メタデータテーブルが含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 150
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\t]*
Update requires: No interruption
TableName
ETL オペレーションの実行に使用される AWS Glue データカタログ内のテーブルの名前。AWS Glue
データカタログのテーブルには、パーティション分割されたデータと、データソースおよびターゲッ
トの説明が含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 150
パターン: [\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\t]*
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset IotEventsDestinationConfiguration
データセットコンテンツを AWS IoT Events に配信するための設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"InputName" : String,
"RoleArn" : String
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}

YAML
InputName: String
RoleArn: String

プロパティ
InputName
データセットコンテンツが配信される AWS IoT Events 入力の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT Analytics に許可を付与して、データセットコンテンツを AWS IoT Events 入力に配信できる
ようにするロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset LateDataRule
遅延データルールの名前と設定情報を含む構造体。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RuleConfiguration" : LateDataRuleConfiguration (p. 3949),
"RuleName" : String

YAML
RuleConfiguration:
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LateDataRuleConfiguration (p. 3949)
RuleName: String

プロパティ
RuleConfiguration
遅延データルールの設定に必要な情報。
必須: はい
タイプ: LateDataRuleConfiguration (p. 3949)
Update requires: No interruption
RuleName
遅延データルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_]+$
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset LateDataRuleConfiguration
デルタタイムセッションウィンドウを設定するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeltaTimeSessionWindowConfiguration" : DeltaTimeSessionWindowConfiguration (p. 3945)

YAML
DeltaTimeSessionWindowConfiguration:
DeltaTimeSessionWindowConfiguration (p. 3945)

プロパティ
DeltaTimeSessionWindowConfiguration
デルタタイムセッションウィンドウを設定するために必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: DeltaTimeSessionWindowConfiguration (p. 3945)
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Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset OutputFileUriValue
出力ファイルの URI を指定する変数の値 (構造体)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FileName" : String

YAML
FileName: String

プロパティ
FileName
データセットコンテンツが保存されている場所の URI。通常は、S3 バケット内のファイルの URI で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: [\w\.-]{1,255}
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset QueryAction
自動的にデータセットコンテンツを作成するために SQL クエリを使用する「SqlQueryDatasetAction」オ
ブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Filters" : [ Filter (p. 3946), ... ],
"SqlQuery" : String

YAML
Filters:
- Filter (p. 3946)
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SqlQuery: String

プロパティ
Filters
メッセージデータには事前フィルターが適用されます。
必須: いいえ
タイプ: Filter (p. 3946) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
SqlQuery
自動的にデータセットコンテンツを作成するために SQL クエリを使用する
「SqlQueryDatasetAction」オブジェクト。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset ResourceConfiguration
containerAction を実行するために使用されるリソースの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComputeType" : String,
"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
ComputeType: String
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
ComputeType
containerAction を実行するために使用されるコンピューティングリソースのタイプ。指定できる
値は、 ACU_1 (vCPU = 4、メモリ = 16 GiB) または ACU_2 (vCPU = 8、メモリ = 32 GiB) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: ACU_1 | ACU_2
Update requires: No interruption
VolumeSizeInGB
containerAction (最小 : 1、最大 : 50) を実行するために使用されるリソースインスタンスで利用で
きる永続的ストレージのサイズ (GB 単位)。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 50
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset RetentionPeriod
メッセージデータが保持される時間 (日数)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NumberOfDays" : Integer,
"Unlimited" : Boolean

YAML
NumberOfDays: Integer
Unlimited: Boolean

プロパティ
NumberOfDays
メッセージデータが保持される日数。unlimited パラメータは False でなければなりません。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Unlimited
true の場合、メッセージデータは無期限に保持されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset S3DestinationConfiguration
データセットコンテンツをシンプルストレージサービス (Amazon S3) に配信するための設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"GlueConfiguration" : GlueConfiguration (p. 3946),
"Key" : String,
"RoleArn" : String

YAML
Bucket: String
GlueConfiguration:
GlueConfiguration (p. 3946)
Key: String
RoleArn: String

プロパティ
Bucket
データセットコンテンツが配信される Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9.\-_]*$
Update requires: No interruption
GlueConfiguration
フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスである AWS Glue と連携するための設定情
報。
必須: いいえ
タイプ: GlueConfiguration (p. 3946)
Update requires: No interruption
Key
S3 バケット内のデータセットコンテンツオブジェクトのキー。すべてのオブジェクトには、一意の識
別子であるキーがあります。すべてのオブジェクトは、厳密に 1 個のキーを持ちます。
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次のオプションを使用して、一意のキーを作成できます。
• スケジュールされた SQL クエリの実行時刻を挿入する場合に !{iotanalytics:scheduleTime}
を使用します。
• データセットの内容を識別する一意のハッシュを挿入する場合に !{iotanalytics:versionId}
を使用します。
• データセットコンテンツの作成時刻を挿入する場合に !{iotanalytics:creationTime} を使用
します。
以下の例では、次の CSV ファイルの一意のキーを作成します。dataset/mydataset/!
{iotanalytics:scheduleTime}/!{iotanalytics:versionId}.csv

Note
!{iotanalytics:versionId} を使用してキーを指定しないと、キーが重複する可能性が
あります。たとえば、scheduleTime が同じで versionId が異なる 2 つのデータセットコ
ンテンツがあるとします。この場合、1 つのデータセットコンテンツが他のデータセットコ
ンテンツを上書きします。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9!_.*'()/{}:-]*$
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT Analytics に許可を付与して Amazon S3 および AWS Glue リソースを操作できるようにする
ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset Schedule
更新をトリガーする時期のスケジュール。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ScheduleExpression" : String
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YAML
ScheduleExpression: String

プロパティ
ScheduleExpression
更新がいつトリガーされるかを定義する式。詳細については、Amazon CloudWatch のドキュメント
の「ルールのスケジュール式」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset Trigger
データセットがいつ自動的に更新されるかを指定する「DatasetTrigger」オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Schedule" : Schedule (p. 3954),
"TriggeringDataset" : TriggeringDataset (p. 3956)

YAML
Schedule:
Schedule (p. 3954)
TriggeringDataset:
TriggeringDataset (p. 3956)

プロパティ
Schedule
トリガーが開始される「スケジュール」。
必須: いいえ
タイプ: Schedule (p. 3954)
Update requires: No interruption
TriggeringDataset
新しいデータセットのコンテンツ生成をトリガーするコンテンツ作成があるデータセットに関する情
報。
必須: いいえ
タイプ: TriggeringDataset (p. 3956)
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Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset TriggeringDataset
新しいデータセットのコンテンツ生成をトリガーするコンテンツ作成があるデータセットに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatasetName" : String

YAML
DatasetName: String

プロパティ
DatasetName
新しいデータセットのコンテンツ生成をトリガーするコンテンツ作成があるデータセットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset Variable
containerAction 実行に渡される変数のインスタンス。各変数に
は、stringValue、datasetContentVersionValue、または outputFileUriValue のいずれかに
よって指定された名前と値が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatasetContentVersionValue" : DatasetContentVersionValue (p. 3944),
"DoubleValue" : Double,
"OutputFileUriValue" : OutputFileUriValue (p. 3950),
"StringValue" : String,
"VariableName" : String
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YAML
DatasetContentVersionValue:
DatasetContentVersionValue (p. 3944)
DoubleValue:
Double
OutputFileUriValue:
OutputFileUriValue (p. 3950)
StringValue:
String
VariableName: String

プロパティ
DatasetContentVersionValue
データセットコンテンツのバージョンを指定する変数の値 (構造体)。
必須: いいえ
タイプ: DatasetContentVersionValue (p. 3944)
Update requires: No interruption
DoubleValue
変数の値 (倍精度 (数値))。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
OutputFileUriValue
出力ファイルの URI を指定する変数の値 (構造体)。
必須: いいえ
タイプ: OutputFileUriValue (p. 3950)
Update requires: No interruption
StringValue
変数の値 (文字列)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
VariableName
変数の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Dataset VersioningConfiguration
データセットコンテンツのバージョニングに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxVersions" : Integer,
"Unlimited" : Boolean

YAML
MaxVersions: Integer
Unlimited: Boolean

プロパティ
MaxVersions
保持されるデータセットコンテンツのバージョン数。unlimited パラメータを false に設定する必
要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
Unlimited
true の場合、データセットコンテンツのバージョンは無制限に保持されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore
AWS::IoTAnalytics::Datastore リソースは、メッセージのリポジトリです。詳細については、AWS IoT
Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTAnalytics::Datastore",
"Properties" : {
"DatastoreName" : String,
"DatastorePartitions" : DatastorePartitions (p. 3965),
"DatastoreStorage" : DatastoreStorage (p. 3966),
"FileFormatConfiguration" : FileFormatConfiguration (p. 3967),
"RetentionPeriod" : RetentionPeriod (p. 3970),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTAnalytics::Datastore
Properties:
DatastoreName: String
DatastorePartitions:
DatastorePartitions (p. 3965)
DatastoreStorage:
DatastoreStorage (p. 3966)
FileFormatConfiguration:
FileFormatConfiguration (p. 3967)
RetentionPeriod:
RetentionPeriod (p. 3970)
Tags:
- Tag

プロパティ
DatastoreName
データストアの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: Replacement
DatastorePartitions
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: DatastorePartitions (p. 3965)
Update requires: No interruption
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DatastoreStorage
データストアのデータが保存されている場所。
必須: いいえ
タイプ: datastoreStorage (p. 3966)
Update requires: No interruption
FileFormatConfiguration
ファイル形式の設定情報が含まれます。AWS IoT Analytics データストアは JSON と Parquet をサ
ポートしています。
デフォルトのファイル形式は JSON です。指定できるフォーマットは 1 つだけです。
データストアを作成した後は、ファイル形式を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: FileFormatConfiguration (p. 3967)
Update requires: No interruption
RetentionPeriod
データストアのメッセージデータが保持される期間 (日数)。customerManagedS3 ストレージが選択
されている場合、このパラメータは無視されます。
必須: いいえ
タイプ: RetentionPeriod (p. 3970)
Update requires: No interruption
Tags
データストアを管理するために使用できるメタデータ。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

例
単純なデータストア
次の例は、単純なデータストアを作成します。

JSON
{
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}

"Description": "Create a simple Datastore",
"Resources": {
"Datastore": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Datastore",
"Properties": {
"DatastoreName": "SimpleDatastore"
}
}
}

YAML
--Description: "Create a simple Datastore"
Resources:
Datastore:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Datastore"
Properties:
DatastoreName: "SimpleDatastore"

複雑なデータストア
次の例は、複雑なデータストアを作成します。

JSON
{

}

"Description": "Create a complex Datastore",
"Resources": {
"Datastore": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Datastore",
"Properties": {
"DatastoreName": "ComplexDatastore",
"RetentionPeriod": {
"Unlimited": false,
"NumberOfDays": 10
},
"Tags": [
{
"Key": "keyname1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "keyname2",
"Value": "value2"
}
]
}
}
}

YAML
--Description: "Create a complex Datastore"
Resources:
Datastore:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Datastore"
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Properties:
DatastoreName: "ComplexDatastore"
RetentionPeriod:
Unlimited: false
NumberOfDays: 10
Tags:
Key: "keyname1"
Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics
• AWS IoT Analytics API リファレンスの CreateDatastore

AWS::IoTAnalytics::Datastore Column
データを保存する列に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Name: String
Type: String

プロパティ
Name
列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
データのタイプ。サポートされているデータ型の詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの
Common data types を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore CustomerManagedS3
S3 カスタマーマネージド。カスタマーマネージドストレージを選択すると、retentionPeriod パラ
メータは無視されます。データストアの作成後に Amazon S3 ストレージの選択を変更することはできま
せん。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"KeyPrefix" : String,
"RoleArn" : String

YAML
Bucket: String
KeyPrefix: String
RoleArn: String

プロパティ
Bucket
データが保存される Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9.\-_]*$
Update requires: No interruption
KeyPrefix
(オプション) データストアのデータオブジェクトのキーを作成するために使用されるプレフィック
ス。Amazon S3 バケット内の各オブジェクトには、バケット内の一意の識別子であるキーがありま
す。バケット内のすべてのオブジェクトは、厳密に 1 個のキーを持ちます。このプレフィックスは、
スラッシュ (/) で終わる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
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パターン: ^[a-zA-Z0-9!_.*'()/{}:-]*/$
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS IoT Analytics に許可を付与して Amazon S3 リソースを操作できるようにするロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore CustomerManagedS3Storage
CustomerManagedS3Storage プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には
Property description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"KeyPrefix" : String

YAML
Bucket: String
KeyPrefix: String

プロパティ
Bucket
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyPrefix
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
3964

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Analytics

AWS::IoTAnalytics::Datastore DatastorePartition
DatastorePartition プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Partition" : Partition (p. 3969),
"TimestampPartition" : TimestampPartition (p. 3971)

YAML
Partition:
Partition (p. 3969)
TimestampPartition:
TimestampPartition (p. 3971)

プロパティ
Partition
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: パーティション (p. 3969)
Update requires: No interruption
TimestampPartition
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: TimestampPartition (p. 3971)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore DatastorePartitions
DatastorePartitions プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Partitions" : [ DatastorePartition (p. 3965), ... ]
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}

YAML
Partitions:
- DatastorePartition (p. 3965)

プロパティ
Partitions
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: DatastorePartition (p. 3965) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore DatastoreStorage
データストアのデータが保存されている場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomerManagedS3" : CustomerManagedS3 (p. 3963),
"IotSiteWiseMultiLayerStorage" : IotSiteWiseMultiLayerStorage (p. 3968),
"ServiceManagedS3" : ServiceManagedS3 (p. 3971)

YAML
CustomerManagedS3:
CustomerManagedS3 (p. 3963)
IotSiteWiseMultiLayerStorage:
IotSiteWiseMultiLayerStorage (p. 3968)
ServiceManagedS3:
ServiceManagedS3 (p. 3971)

プロパティ
CustomerManagedS3
データストアのデータをユーザーが管理する S3 バケットに保存する場合に使用します。サービスで
管理、またはユーザーが管理する S3 ストレージの選択は、データストアの作成後に変更することは
できません。
必須: いいえ
customerManagedS3
Update requires: No interruption
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IotSiteWiseMultiLayerStorage
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: IotSiteWiseMultiLayerStorage (p. 3968)
Update requires: No interruption
ServiceManagedS3
AWS IoT Analytics サービスによって管理される S3 バケットに保存する場合に使用します。サービス
で管理、またはユーザーが管理する S3 ストレージの選択は、データストアの作成後に変更すること
はできません。
必須: いいえ
serviceManagedS3
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore FileFormatConfiguration
ファイル形式の設定情報が含まれます。AWS IoT Analytics データストアは JSON と Parquet をサポート
しています。
デフォルトのファイル形式は JSON です。指定できるフォーマットは 1 つだけです。
データストアを作成した後は、ファイル形式を変更することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JsonConfiguration" : JsonConfiguration (p. 3968),
"ParquetConfiguration" : ParquetConfiguration (p. 3969)

YAML
JsonConfiguration:
JsonConfiguration (p. 3968)
ParquetConfiguration:
ParquetConfiguration (p. 3969)

プロパティ
JsonConfiguration
JSON 形式の設定情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: JsonConfiguration (p. 3968)
Update requires: No interruption
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ParquetConfiguration
Parquet 形式の設定情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: ParquetConfiguration (p. 3969)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore IotSiteWiseMultiLayerStorage
IotSiteWiseMultiLayerStorage プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には
Property description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomerManagedS3Storage" : CustomerManagedS3Storage (p. 3964)

YAML
CustomerManagedS3Storage:
CustomerManagedS3Storage (p. 3964)

プロパティ
CustomerManagedS3Storage
Property description not available.
必須: はい
タイプ: CustomerManagedS3Storage (p. 3964)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore JsonConfiguration
JSON 形式の設定情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML
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AWS::IoTAnalytics::Datastore ParquetConfiguration
Parquet 形式の設定情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SchemaDefinition" : SchemaDefinition (p. 3970)

YAML
SchemaDefinition:
SchemaDefinition (p. 3970)

プロパティ
SchemaDefinition
スキーマを定義するために必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: SchemaDefinition (p. 3970)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore Partition
Partition プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には Property description not
available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String

YAML
AttributeName: String

プロパティ
AttributeName
Property description not available.
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore RetentionPeriod
メッセージデータが保持される時間 (日数)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NumberOfDays" : Integer,
"Unlimited" : Boolean

YAML
NumberOfDays: Integer
Unlimited: Boolean

プロパティ
NumberOfDays
メッセージデータが保持される日数。unlimited パラメータは False でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
Unlimited
true の場合、メッセージデータは無期限に保持されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore SchemaDefinition
スキーマを定義するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
3970

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Analytics

}

"Columns" : [ Column (p. 3962), ... ]

YAML
Columns:
- Column (p. 3962)

プロパティ
Columns
データを保存する 1 つまたは複数の列を指定します。
各スキーマには、最大 100 個の列を設定できます。各列には、最大 100 個のネストされたタイプを含
めることができます。
必須: いいえ
タイプ: Column (p. 3962) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Datastore ServiceManagedS3
AWS IoT Analytics によって管理される Amazon S3 バケットにデータを保存するために使用されます。
データストアの作成後に Amazon S3 ストレージの選択を変更することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::IoTAnalytics::Datastore TimestampPartition
TimestampPartition プロパティタイプは、AWS::IoTAnalytics::Datastore (p. 3958) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"TimestampFormat" : String
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YAML
AttributeName: String
TimestampFormat: String

プロパティ
AttributeName
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimestampFormat
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline
AWS::IoTAnalytics::Pipeline リソースでは、1 つ以上のチャネルのメッセージが消費され、それらのメッ
セージをデータストアへの保存前に処理できます。channel と datastore 両方のアクティビティを指定
する必要があり、必要に応じて、pipelineActivities 配列内の最大 23 個のアクティビティを追加で
指定します。詳細については、AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTAnalytics::Pipeline",
"Properties" : {
"PipelineActivities" : [ Activity (p. 3977), ... ],
"PipelineName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTAnalytics::Pipeline
Properties:
PipelineActivities:
- Activity (p. 3977)
PipelineName: String
Tags:
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- Tag

プロパティ
PipelineActivities
"PipelineActivity" オブジェクトのリスト。アクティビティはメッセージに対して変換を実行します。
これには、メッセージ属性の削除/名前変更/追加、属性値に基づくメッセージのフィルター処理、高度
な処理のためのメッセージに対する Lambda 関数の呼び出し、算術変換の実行によるデバイスデータ
の正規化などが含まれます。
このリストには 2～25 個の PipelineActivity オブジェクトを含めることができますが、channel と
datastore のアクティビティの両方が含まれている必要があります。リスト内のエントリごとに 1
つのアクティビティのみが含まれている必要があります。例:
pipelineActivities = [ { "channel": { ... } }, { "lambda": { ... } }, ... ]
必須: はい
タイプ:Activity (p. 3977) のリスト
最大: 25
Update requires: No interruption
PipelineName
パイプラインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: Replacement
Tags
パイプラインを管理するために使用できるメタデータ。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

例
単純なパイプライン
次の例は、単純なパイプラインを作成します。
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JSON
{

}

"Description": "Create a simple Pipeline",
"Resources": {
"Pipeline": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Pipeline",
"Properties": {
"PipelineName": "SimplePipeline",
"PipelineActivities": [
{
"Channel": {
"Name": "ChannelActivity",
"ChannelName": "SimpleChannel",
"Next": "DatastoreActivity"
},
"Datastore": {
"Name": "DatastoreActivity",
"DatastoreName": "SimpleDatastore"
}
}
]
}
}
}

YAML
--Description: "Create a simple Pipeline"
Resources:
Pipeline:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Pipeline"
Properties:
PipelineName: "SimplePipeline"
PipelineActivities:
Channel:
Name: "ChannelActivity"
ChannelName: "SimpleChannel"
Next: "DatastoreActivity"
Datastore:
Name: "DatastoreActivity"
DatastoreName: "SimpleDatastore"

複雑なパイプライン
次の例は、複雑なパイプラインを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a complex Pipeline",
"Resources": {
"Pipeline": {
"Type": "AWS::IoTAnalytics::Pipeline",
"Properties": {
"PipelineName": "ComplexPipeline",
"PipelineActivities": [
{
"Channel": {
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"Name": "ChannelActivity",
"ChannelName": "Channel",
"Next": "LambdaActivity"

}

]

}

},
"Lambda": {
"Name": "LambdaActivity",
"LambdaName": "Lambda",
"BatchSize": 1,
"Next": "AddAttributesActivity"
},
"AddAttributes": {
"Name": "AddAttributesActivity",
"Attributes": {
"key1": "attribute1",
"key2": "attribute2"
},
"Next": "RemoveAttributesActivity"
},
"RemoveAttributes": {
"Name": "RemoveAttributesActivity",
"Attributes": [
"attribute1",
"attribute2"
],
"Next": "SelectAttributesActivity"
},
"SelectAttributes": {
"Name": "SelectAttributesActivity",
"Attributes": [
"attribute1",
"attribute2"
],
"Next": "FilterActivity"
},
"Filter": {
"Name": "FilterActivity",
"Filter": "attribute1 > 40 AND attribute2 < 20",
"Next": "MathActivity"
},
"Math": {
"Name": "MathActivity",
"Attribute": "attribute",
"Math": "attribute - 10",
"Next": "DeviceRegistryEnrichActivity"
},
"DeviceRegistryEnrich": {
"Name": "DeviceRegistryEnrichActivity",
"Attribute": "attribute",
"ThingName": "thingName",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/Enrich",
"Next": "DeviceShadowEnrichActivity"
},
"DeviceShadowEnrich": {
"Name": "DeviceShadowEnrichActivity",
"Attribute": "attribute",
"ThingName": "thingName",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/Enrich",
"Next": "DatastoreActivity"
},
"Datastore": {
"Name": "DatastoreActivity",
"DatastoreName": "Datastore"
}
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}

}

}

YAML
--Description: "Create a complex Pipeline"
Resources:
Pipeline:
Type: "AWS::IoTAnalytics::Pipeline"
Properties:
PipelineName: "ComplexPipeline"
PipelineActivities:
Channel:
Name: "ChannelActivity"
ChannelName: "Channel"
Next: "LambdaActivity"
Lambda:
Name: "LambdaActivity"
LambdaName: "Lambda"
BatchSize: 1
Next: "AddAttributesActivity"
AddAttributes:
Name: "AddAttributesActivity"
Attributes:
key1: "attribute1"
key2: "attribute2"
Next: "RemoveAttributesActivity"
RemoveAttributes:
Name: "RemoveAttributesActivity"
Attributes:
"attribute1"
"attribute2"
Next: "SelectAttributesActivity"
SelectAttributes:
Name: "SelectAttributesActivity"
Attributes:
"attribute1"
"attribute2"
Next: "FilterActivity"
Filter:
Name: "FilterActivity"
Filter: "attribute1 > 40 AND attribute2 < 20"
Next: "MathActivity"
Math:
Name: "MathActivity"
Attribute: "attribute"
Math: "attribute - 10"
Next: "DeviceRegistryEnrichActivity"
DeviceRegistryEnrich:
Name: "DeviceRegistryEnrichActivity"
Attribute: "attribute"
ThingName: "thingName"
RoleArn: "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/Enrich"
Next: "DeviceShadowEnrichActivity"
DeviceShadowEnrich:
Name: "DeviceShadowEnrichActivity"
Attribute: "attribute"
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ThingName: "thingName"
RoleArn: "arn:aws:iam::<your_Account_Id>:role/Enrich"
Next: "DatastoreActivity"
Datastore:
Name: "DatastoreActivity"
DatastoreName: "Datastore"

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Analytics ユーザーガイドの How to Use AWS IoT Analytics
• AWS IoT Analytics API リファレンスの CreatePipeline

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Activity
メッセージの変換を実行するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddAttributes" : AddAttributes (p. 3979),
"Channel" : Channel (p. 3980),
"Datastore" : Datastore (p. 3981),
"DeviceRegistryEnrich" : DeviceRegistryEnrich (p. 3982),
"DeviceShadowEnrich" : DeviceShadowEnrich (p. 3984),
"Filter" : Filter (p. 3985),
"Lambda" : Lambda (p. 3986),
"Math" : Math (p. 3988),
"RemoveAttributes" : RemoveAttributes (p. 3989),
"SelectAttributes" : SelectAttributes (p. 3990)

YAML
AddAttributes:
AddAttributes (p. 3979)
Channel:
Channel (p. 3980)
Datastore:
Datastore (p. 3981)
DeviceRegistryEnrich:
DeviceRegistryEnrich (p. 3982)
DeviceShadowEnrich:
DeviceShadowEnrich (p. 3984)
Filter:
Filter (p. 3985)
Lambda:
Lambda (p. 3986)
Math:
Math (p. 3988)
RemoveAttributes:
RemoveAttributes (p. 3989)
SelectAttributes:
SelectAttributes (p. 3990)
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プロパティ
AddAttributes
メッセージの既存の属性に基づいて他の属性を追加します。
必須: いいえ
タイプ: AddAttributes (p. 3979)
Update requires: No interruption
Channel
処理されるメッセージのソースを決定します。
必須: いいえ
タイプ: Channel (p. 3980)
Update requires: No interruption
Datastore
処理されるメッセージデータを保存する場所を指定します。
必須: いいえ
タイプ: Datastore (p. 3981)
Update requires: No interruption
DeviceRegistryEnrich
AWS IoT デバイスレジストリのデータをメッセージに追加します。
必須: いいえ
タイプ: DeviceRegistryEnrich (p. 3982)
Update requires: No interruption
DeviceShadowEnrich
AWS IoT Device Shadows サービスの情報をメッセージに追加します。
必須: いいえ
タイプ: DeviceShadowEnrich (p. 3984)
Update requires: No interruption
Filter
メッセージをその属性に基づいてフィルタリングします。
必須: いいえ
タイプ: Filter (p. 3985)
Update requires: No interruption
Lambda
メッセージを変更する Lambda 関数を実行します。
必須: いいえ
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タイプ: Lambda (p. 3986)
Update requires: No interruption
Math
メッセージの属性を使用して算術式を計算し、結果をメッセージに追加します。
必須: いいえ
タイプ: Math (p. 3988)
Update requires: No interruption
RemoveAttributes
メッセージから属性を削除します。
必須: いいえ
タイプ: RemoveAttributes (p. 3989)
Update requires: No interruption
SelectAttributes
元のメッセージの属性のうち、指定したもののみを使用して、新しいメッセージを作成します。
必須: いいえ
タイプ: SelectAttributes (p. 3990)
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline AddAttributes
メッセージの既存の属性に基づいて他の属性を追加するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : Json,
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
Attributes: Json
Name: String
Next: String

プロパティ
Attributes
既存の属性を新しい属性にマップする 1 ～ 50 個の「AttributeNameMapping」オブジェクトのリス
ト。
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Note
元のメッセージには既存の属性が残っているため、そのメッセージを削除する場合は
RemoveAttributeActivity を使用します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Name
「addAttributes」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Channel
処理されるメッセージのソースを決定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ChannelName" : String,
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
ChannelName: String
Name: String
Next: String
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プロパティ
ChannelName
メッセージが処理されるチャネルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: No interruption
Name
"チャネル" アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Datastore
処理されたデータを保存する場所を指定するデータストアアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatastoreName" : String,
"Name" : String
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YAML
DatastoreName: String
Name: String

プロパティ
DatastoreName
処理されたメッセージが保存されるデータストアの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (^(?!_{2}))(^[a-zA-Z0-9_]+$)
Update requires: No interruption
Name
データストアアクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline DeviceRegistryEnrich
AWS IoT デバイスレジストリのデータをメッセージに追加するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attribute" : String,
"Name" : String,
"Next" : String,
"RoleArn" : String,
"ThingName" : String

YAML
Attribute: String
Name: String
Next: String
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RoleArn: String
ThingName: String

プロパティ
Attribute
メッセージに追加される属性の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Name
「deviceRegistryEnrich」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
RoleArn
デバイスのレジストリ情報へのアクセスを許可するロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
ThingName
レジストリ情報がメッセージに追加される IoT デバイスの名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline DeviceShadowEnrich
AWS IoT Device Shadow サービスの情報をメッセージに追加するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attribute" : String,
"Name" : String,
"Next" : String,
"RoleArn" : String,
"ThingName" : String

YAML
Attribute: String
Name: String
Next: String
RoleArn: String
ThingName: String

プロパティ
Attribute
メッセージに追加される属性の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Name
「deviceShadowEnrich」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
RoleArn
デバイスのシャドウへのアクセスを許可するロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
ThingName
シャドウ情報がメッセージに追加される IoT デバイスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Filter
属性に基づいてメッセージをフィルタリングするアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Filter" : String (p. 3985),
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
Filter: String (p. 3985)
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Name: String
Next: String

プロパティ
Filter
ブール値を返す必要のある SQL WHERE 句のような式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列 (p. 3985)
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Name
「フィルター」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Lambda
メッセージを変更する Lambda 関数を実行するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BatchSize" : Integer,
"LambdaName" : String,
"Name" : String,
"Next" : String
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}

YAML
BatchSize: Integer
LambdaName: String
Name: String
Next: String

プロパティ
BatchSize
処理のために Lambda 関数に渡されるメッセージの数。
AWS Lambda 関数はこれらのメッセージのすべてを 5 分以内 (Lambda 関数の最大タイムアウト期間
内) に処理できる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
LambdaName
メッセージに対して実行される Lambda 関数の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9_-]+$
Update requires: No interruption
Name
「lambda」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline Math
メッセージの属性を使用して演算式を計算するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attribute" : String,
"Math" : String (p. 3988),
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
Attribute: String
Math: String (p. 3988)
Name: String
Next: String

プロパティ
Attribute
算術オペレーションの結果を含む属性の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Math
1 つ以上の既存の属性を使用し、整数値を返す必要のある式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列 (p. 3988)
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
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Name
「算術」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline RemoveAttributes
メッセージから属性を削除するアクティビティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
Attributes:
- String
Name: String
Next: String

プロパティ
Attributes
メッセージから削除する 1 〜 50 個の属性のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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最大: 50
Update requires: No interruption
Name
「removeAttributes」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTAnalytics::Pipeline SelectAttributes
元のメッセージの属性のうち、指定したもののみを使用して、新しいメッセージを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"Next" : String

YAML
Attributes:
- String
Name: String
Next: String

プロパティ
Attributes
メッセージの選択した属性のリスト。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
Name
「selectAttributes」アクティビティの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Next
パイプライン内の次のアクティビティ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

Device Advisor リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# IOTCoreDeviceAdvisor# SuiteDefinition (p. 3991)

AWS# IOTCoreDeviceAdvisor# SuiteDefinition
デバイスアドバイザー テストスイートを作成します。
CreateSuiteDefinition アクションにアクセスするための許可が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition",
"Properties" : {
"SuiteDefinitionConfiguration" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition
Properties:
SuiteDefinitionConfiguration: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
SuiteDefinitionConfiguration
スイート定義の構成。以下に、SuiteDefinitionConfiguration の必須要素を示します 。
devicePermissionRoleArn
デバイス権限 ARN。
これは必須要素です。
タイプ: 文字列
デバイス
テスト中の設定済みデバイスのリスト。テスト対象のデバイスの詳細については、
DeviceUndertest を参照してください。
必須要素ではありません。
タイプ: テスト対象のデバイスのリスト
IntendedForQualification
スイートでの認定を目的としたテスト。
必須要素ではありません。
型: ブール値
rootGroup
テストスイートのルートグループ。ルートグループの作成と使用の詳細については、 デバイスア
ドバイザ WorkFlow を参照してください 。
これは必須要素です。
タイプ: 文字列
SuiteDefinitionName
スイート定義の設定名。
これは必須要素です。
タイプ: 文字列
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
3992

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Core Device Advisor

Tags
スイートの定義を管理するために使用できるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref はスイート定義を返します。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SuiteDefinitionArn
スイート定義のARN。
SuiteDefinitionId
スイート定義のバージョン。
SuiteDefinitionVersion
スイート定義の ID。

例
次の例は、SuiteDefintion のテンプレートです。

JSON
{

"Resources": {
"TestSuiteDefinition": {
"Type": "AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition",
"Properties": {
"SuiteDefinitionConfiguration": {
"SuiteDefinitionName": "SuiteDefinitionName",
"DevicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName",
"Devices": [
{
"ThingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/ThingName"
}
],
"RootGroup": "{\n\"configuration\": {},\n\"tests\": [{\n\"name\":
\"TestGroup\",\n\"configuration\": {\n\"EXECUTION_TIMEOUT\": \"30\"\n},\n\"tests\":
[{\n\"name\": \"MQTTPublishTest\",\n\"configuration\": {\n\"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION
\": \"target\"\n},\n\"test\": {\n\"id\": \"MQTT_Publish\",\n\"version\":
\"0.0.0\"\n}\n}]\n}]\n}",
"IntendedForQualification": false
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}

}

}

}

}

YAML
Resources:
TestSuiteDefinition:
Type: 'AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition'
Properties:
SuiteDefinitionConfiguration:
SuiteDefinitionName: "SuiteDefinitionName"
DevicePermissionRoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName"
Devices:
- ThingArn: "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/ThingName"
RootGroup: '{
"configuration": {},
"tests": [{
"name": "TestGroup",
"configuration": {
"EXECUTION_TIMEOUT": "30"
},
"tests": [{
"name": "MQTTPublishTest",
"configuration": {
"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "target"
},
"test": {
"id": "MQTT_Publish",
"version": "0.0.0"
}
}]
}]
}'
IntendedForQualification: false

AWS IoT Events リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IoTEvents::DetectorModel (p. 3994)
• AWS::IoTEvents::Input (p. 4031)

AWS::IoTEvents::DetectorModel
AWS::IoTEvents::DetectorModel リソースは、ディテクターモデルを作成します。状態を使用して、ディ
テクターモデル (機器またはプロセスのモデル) を作成します。状態ごとに、受信入力を評価して重要な
イベントを検出する条件付き (ブール) ロジックを定義します。イベントが検出されると、状態を変更し
たり、他の AWS のサービスを使用してカスタムビルドまたは事前定義されたアクションをトリガーした
りできます。状態を開始または終了するとき、および必要に応じて条件が満たされたときにアクションを
トリガーする追加のイベントを定義できます。詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの
How to Use AWS IoT Events を参照してください。

Note
(AWS IoT Events コンソール、AWS IoT Events API もしくは CLI コマンド、または AWS
CloudFormation を使用して) ディテクタモデルを正常に更新すると、モデルによって作成された
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すべてのディテクタインスタンスが初期状態にリセットされます。(ディテクターの state 、お
よびすべての変数とタイマーの値がリセットされます)。
(AWS IoT Events コンソール、AWS IoT Events API もしくは CLI コマンド、または AWS
CloudFormation を使用して) ディテクタモデルを正常に更新すると、ディテクタモデルのバー
ジョン番号が増加します。(更新前のバージョン番号 1 のディテクターモデルには、更新が成功し
た後、バージョン番号 2 があります)。
AWS CloudFormation を使用してディテクターモデルを更新しようとして、更新が失敗した場
合、システムが元のディテクターモデルを復元することがあります。この場合、ディテクターモ
デルのバージョンが 2 回増分され (たとえば、バージョン 1 からバージョン 3 へ)、ディテクター
インスタンスがリセットされます。
また、AWS CloudFormation を使用して複数のディテクターモデルを一度に更新しようとする
と、一部の更新が成功し、その他の更新が失敗する可能性があることに注意してください。この
場合、各ディテクターモデルのディテクターインスタンスとバージョン番号への影響は、更新が
成功したか失敗したかによって、前述の結果となります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTEvents::DetectorModel",
"Properties" : {
"DetectorModelDefinition" : DetectorModelDefinition (p. 4010),
"DetectorModelDescription" : String,
"DetectorModelName" : String,
"EvaluationMethod" : String,
"Key" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTEvents::DetectorModel
Properties:
DetectorModelDefinition:
DetectorModelDefinition (p. 4010)
DetectorModelDescription: String
DetectorModelName: String
EvaluationMethod: String
Key: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DetectorModelDefinition
ディテクターの動作を定義する情報。
必須: はい
タイプ: DetectorModelDefinition (p. 4010)
Update requires: No interruption
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DetectorModelDescription
ディテクターモデルの簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
DetectorModelName
ディテクターモデルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_-]+$
Update requires: Replacement
EvaluationMethod
イベントが評価される順序とアクションの実行方法に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BATCH | SERIAL
Update requires: No interruption
Key
検出器インスタンスを識別するために使用される値。デバイスまたはシステムが入力を送信すると、
一意のキー値を持つ新しいディテクタインスタンスが作成されます。AWS IoT Events は、この識別情
報に基づいて、対応するディテクタインスタンスに入力をルーティングし続けることができます。
このパラメータは、JSON パス式を使用して、識別に使用されるメッセージペイロード内の属性と値
のペアを選択します。メッセージを正しい検出器インスタンスにルーティングするには、デバイスは
同じ属性と値を含むメッセージペイロードを送信する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^((`[\w\- ]+`)|([\w\-]+))(\.((`[\w- ]+`)|([\w\-]+)))*$
Update requires: Replacement
RoleArn
オペレーションを実行するために AWS IoT Events に許可を付与するロールの ARN。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ディテクターモデルの名
前。 次に例を示します。
{"Ref": "myDetectorModel"}
AWS IoT Events ディテクターモデル myDetectorModel の場合、Ref はディテクターモデルの名前を返
します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Simple Detector Model
次の例では、状態が 1 つのみであるシンプルなディテクターモデルを作成します。

JSON
{

"Description": "Simple Detector Model Template",
"Resources": {
"MyDetectorModel": {
"Type": "AWS::IoTEvents::DetectorModel",
"Properties": {
"DetectorModelName": "myDetectorModel",
"DetectorModelDescription": "My Detector Model created by CloudFormation",
"Key": "myKey",
"RoleArn": { "Fn::GetAtt" : [ "myRole", "Arn" ] },
"DetectorModelDefinition": {
"InitialStateName": "myInitialState",
"States": [
{
"StateName": "myInitialState",
"OnInput": {
"Events": [
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{
> 1"] ] },

}

}

}

}

}

]

}

}

]

}

"EventName": "onInputPublishEvent",
"Condition": { "Fn::Join" : [ ".", ["$input", {"Ref": "myInput"}, "foo
"Actions": [
{
"IotTopicPublish": {
"MqttTopic": "myMqttTopic"
}
}
]

YAML
--Description: "Simple Detector Model Template"
Resources:
MyDetectorModel:
Type: "AWS::IoTEvents::DetectorModel"
Properties:
DetectorModelName: "myDetectorModel"
DetectorModelDescription: "My Detector Model created by CloudFormation"
Key: "myKey"
RoleArn: !GetAtt myRole.Arn
DetectorModelDefinition:
InitialStateName: "myInitialState"
States:
- StateName: "myInitialState"
OnInput:
Events:
- EventName: "onInputPublishEvent"
Condition: !Join [".", ["$input", {'Ref': myInput}, "foo > 1"]]
Actions:
- IotTopicPublish:
MqttTopic: "myMqttTopic"

Full Detector Model
次の例では、2 つの状態を持つディテクターモデルのより完全な例を作成します。

JSON
{

"Description": "Detector Model Template for CloudFormation",
"Resources": {
"MyDetectorModel": {
"Type": "AWS::IoTEvents::DetectorModel",
"Properties": {
"DetectorModelName": "myDetectorModel",
"DetectorModelDescription": "My Detector Model created by CloudFormation",
"Key": "myKey",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myIotEventsRole",

API バージョン 2010-05-15
3998

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Events
"DetectorModelDefinition": {
"InitialStateName": "myInitialState",
"States": [
{
"StateName": "myInitialState",
"OnEnter": {
"Events": [
{
"EventName": "onEnterEvent",
"Actions": [
{
"SetVariable": {
"VariableName": "Variable",
"Value": "0"
}
}
]
},
{
"EventName": "onEnter Event 2",
"Condition": "true",
"Actions": [
{
"SetTimer": {
"TimerName": "myTimer",
"Seconds": 60
}
}
]
}
]
},
"OnInput": {
"Events": [
{
"EventName": "onInputEvent",
"Condition": { "Fn::Join" : [ ".", ["$input", {"Ref": "myInput"}, "foo
> 1"] ] },
"Actions": [
{
"IotTopicPublish": {
"MqttTopic": "myMqttTopic"
}
},
{
"ResetTimer": {
"TimerName": "myTimer"
}
}
]
}
],
"TransitionEvents": [
{
"EventName": "Transit to other state",
"Condition": "true",
"Actions": [
{
"Sns": {
"TargetArn": "arn:aws:sns:123456789012:mySnsTopic"
}
},
{
"Lambda": {
"FunctionArn":
"arn:aws:lambda:123456789012:function:myLambdaFunction"
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}

},
{

"Firehose": {
"DeliveryStreamName": "myStreamName",
"Separator": ","
}

},
{

"Sqs": {
"QueueUrl": "myQueueUrl",
"UseBase64": true
}

},
{

"IotEvents": {
"InputName": "myInputName"
}

]

}

}
],
"NextState": "myOtherState"

},
"OnExit": {
"Events": [
{
"EventName": "Clear timers",
"Condition": "1 == 1",
"Actions": [
{
"ClearTimer": {
"TimerName": "myTimer"
}
}
]
}
]
}
},
{
"StateName": "myOtherState",
"OnEnter": {
"Events": [
{
"EventName": "onEnterEvent",
"Actions": [
{
"SetVariable": {
"VariableName": "Variable",
"Value": "0"
}
}
]
},
{
"EventName": "onEnter Event 2",
"Condition": "true",
"Actions": [
{
"SetTimer": {
"TimerName": "myTimer",
"Seconds": 60
}
}
]
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]

}

}

}

}

}

]

}

}

},
"OnExit": {
"Events": [
{
"EventName": "Clear timers",
"Condition": "1 == 1",
"Actions": [
{
"ClearTimer": {
"TimerName": "myTimer"
}
}
]
}
]
}

YAML
--Description: "Detector Model Template for CloudFormation"
Resources:
MyDetectorModel:
Type: "AWS::IoTEvents::DetectorModel"
Properties:
DetectorModelName: "myDetectorModel"
DetectorModelDescription: "My Detector Model created by CloudFormation"
Key: "myKey"
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/myIotEventsRole"
DetectorModelDefinition:
InitialStateName: "myInitialState"
States:
- StateName: "myInitialState"
OnEnter:
Events:
- EventName: "onEnterEvent"
Actions:
- SetVariable:
VariableName: "Variable"
Value: "0"
- EventName: "onEnter Event 2"
Condition: "true"
Actions:
- SetTimer:
TimerName: "myTimer"
Seconds: 60
OnInput:
Events:
- EventName: "onInputEvent"
Condition: !Join [".", ["$input", {'Ref': myInput}, "foo > 1"]]
Actions:
- IotTopicPublish:
MqttTopic: "myMqttTopic"
- ResetTimer:
TimerName: "myTimer"
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TransitionEvents:
- EventName: "Transit to other state"
Condition: "true"
Actions:
- Sns:
TargetArn: "arn:aws:sns:123456789012:mySnsTopic"
- Lambda:
FunctionArn:
"arn:aws:lambda:123456789012:function:myLambdaFunction"
- Firehose:
DeliveryStreamName: "myStreamName"
Separator: ","
- Sqs:
QueueUrl: "myQueueUrl"
UseBase64: true
- IotEvents:
InputName: "myInputName"
NextState: "myOtherState"
OnExit:
Events:
- EventName: "Clear timers"
Condition: "1 == 1"
Actions:
- ClearTimer:
TimerName: "myTimer"
- StateName: "myOtherState"
OnEnter:
Events:
- EventName: "onEnterEvent"
Actions:
- SetVariable:
VariableName: "Variable"
Value: "0"
- EventName: "onEnter Event 2"
Condition: "true"
Actions:
- SetTimer:
TimerName: "myTimer"
Seconds: 60
OnExit:
Events:
- EventName: "Clear timers"
Condition: "1 == 1"
Actions:
- ClearTimer:
TimerName: "myTimer"

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Events デベロッパーガイドの How to Use AWS IoT Events
• AWS IoT Events API リファレンスの CreateDetectorModel

AWS::IoTEvents::DetectorModel アクション
condition が TRUE の場合に実行されるアクション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"ClearTimer" : ClearTimer (p. 4009),
"DynamoDB" : DynamoDB (p. 4011),
"DynamoDBv2" : DynamoDBv2 (p. 4014),
"Firehose" : Firehose (p. 4016),
"IotEvents" : IotEvents (p. 4017),
"IotSiteWise" : IotSiteWise (p. 4018),
"IotTopicPublish" : IotTopicPublish (p. 4020),
"Lambda" : Lambda (p. 4021),
"ResetTimer" : ResetTimer (p. 4024),
"SetTimer" : SetTimer (p. 4025),
"SetVariable" : SetVariable (p. 4026),
"Sns" : Sns (p. 4027),
"Sqs" : Sqs (p. 4028)

YAML
ClearTimer:
ClearTimer (p. 4009)
DynamoDB:
DynamoDB (p. 4011)
DynamoDBv2:
DynamoDBv2 (p. 4014)
Firehose:
Firehose (p. 4016)
IotEvents:
IotEvents (p. 4017)
IotSiteWise:
IotSiteWise (p. 4018)
IotTopicPublish:
IotTopicPublish (p. 4020)
Lambda:
Lambda (p. 4021)
ResetTimer:
ResetTimer (p. 4024)
SetTimer:
SetTimer (p. 4025)
SetVariable:
SetVariable (p. 4026)
Sns:
Sns (p. 4027)
Sqs:
Sqs (p. 4028)

プロパティ
ClearTimer
タイマーをクリアするために必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: ClearTimer (p. 4009)
Update requires: No interruption
DynamoDB
作成した DynamoDB テーブルに書き込みます。デフォルトのアクションペイロードには、ディテク
ターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情報を示
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す、すべての属性と値のペアが含まれます。ペイロードはカスタマイズできます。DynamoDB テーブ
ル内の 1 つの列が、指定されたペイロード内のすべての属性と値のペアを受け取ります。詳細につい
ては、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Actions を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDB (p. 4011)
Update requires: No interruption
DynamoDBv2
作成した DynamoDB テーブルに書き込みます。デフォルトのアクションペイロードには、ディテク
ターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情報を示
す、すべての属性と値のペアが含まれます。ペイロードはカスタマイズできます。DynamoDB テーブ
ル内の独立した 1 列は、指定されたペイロード内の 1 つの属性と値のペアを受け取ります。詳細につ
いては、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Actions を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DynamoDBv2 (p. 4014)
Update requires: No interruption
Firehose
ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情
報を Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。
必須: いいえ
タイプ: Firehose (p. 4016)
Update requires: No interruption
IotEvents
AWS IoT Events 入力を送信することで、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアク
ションをトリガーしたイベントに関する情報を渡します。
必須: いいえ
タイプ: iotEvents (p. 4017)
Update requires: No interruption
IotSiteWise
ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情
報を AWS IoT SiteWise のアセットプロパティに送信します。
必須: いいえ
タイプ: IotSiteWise (p. 4018)
Update requires: No interruption
IotTopicPublish
指定されたトピックを含む MQTT メッセージを AWS IoT メッセージブローカーに発行します。
必須: いいえ
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タイプ: IotTopicPublish (p. 4020)
Update requires: No interruption
Lambda
Lambda 関数を呼び出し、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリ
ガーしたイベントに関する情報を渡します。
必須: いいえ
タイプ: Lambda (p. 4021)
Update requires: No interruption
ResetTimer
タイマーをリセットするために必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: ResetTimer (p. 4024)
Update requires: No interruption
SetTimer
タイマーの設定に必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: SetTimer (p. 4025)
Update requires: No interruption
SetVariable
変数を指定された値に設定します。
必須: いいえ
タイプ: SetVariable (p. 4026)
Update requires: No interruption
Sns
Amazon SNS メッセージを送信します。
必須: いいえ
タイプ: Sns (p. 4027)
Update requires: No interruption
Sqs
Amazon SNS メッセージを送信します。
必須: いいえ
タイプ: Sqs (p. 4028)
Update requires: No interruption
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AWS::IoTEvents::DetectorModel AssetPropertyTimestamp
タイムスタンプ情報を含む構造体。詳細については、AWS IoT SiteWise API リファレンスの TimeInNanos
を参照してください。
AssetPropertyTimestamp では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラ
ル、演算子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、timeInSeconds パラメー
タの値は '1586400675' になります。
• 参照の場合は、変数または入力値を指定する必要があります。たとえば、offsetInNanos パラメータ
の値は $variable.time になります。
• 置換テンプレートの場合は、${} を使用する必要があり、テンプレートは一重引用符で囲む必要があり
ます。置換テンプレートには、リテラル、演算子、関数、参照、置換テンプレートの組み合わせを含め
ることもできます。
次の例では、timeInSeconds パラメータの値が置換テンプレートを使用しています。
'${$input.TemperatureInput.sensorData.timestamp / 1000}'
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OffsetInNanos" : String,
"TimeInSeconds" : String

YAML
OffsetInNanos: String
TimeInSeconds: String

プロパティ
OffsetInNanos
timeInSeconds から変換されたナノ秒オフセット。有効な範囲は 0 ～ 999999999 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeInSeconds
Unix エポック形式のタイムスタンプ (秒単位)。有効な範囲は 1 ～ 31556889864403199 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel AssetPropertyValue
値情報を含む構造体。詳細については、AWS IoT SiteWise API リファレンスの AssetPropertyValue を参
照してください。
AssetPropertyValue では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラル、演
算子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、quality パラメータの値は
'GOOD' になります。
• 参照の場合は、変数または入力値を指定する必要があります。たとえば、quality パラメータの値は
$input.TemperatureInput.sensorData.quality になります。
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Quality" : String,
"Timestamp" : AssetPropertyTimestamp (p. 4006),
"Value" : AssetPropertyVariant (p. 4008)

YAML
Quality: String
Timestamp:
AssetPropertyTimestamp (p. 4006)
Value:
AssetPropertyVariant (p. 4008)

プロパティ
Quality
アセットプロパティ値の品質。この値は 'GOOD'、'BAD'、または 'UNCERTAIN' にする必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Timestamp
アセットプロパティ値に関連付けられたタイムスタンプ。デフォルトは現在のイベント時刻です。
必須: いいえ
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タイプ: AssetPropertyTimestamp (p. 4006)
Update requires: No interruption
Value
アセットプロパティに送信する値。
必須: はい
タイプ: AssetPropertyVariant (p. 4008)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel AssetPropertyVariant
アセットプロパティ値を含む構造体。詳細については、AWS IoT SiteWise API リファレンスの Variant を
参照してください。
AssetPropertyVariant では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラル、
演算子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、integerValue パラメータ
の値は '100' になります。
• 参照の場合は、変数またはパラメータを指定する必要があります。たとえば、booleanValue パラメー
タの値は $variable.offline になります。
• 置換テンプレートの場合は、${} を使用する必要があり、テンプレートは一重引用符で囲む必要があり
ます。置換テンプレートには、リテラル、演算子、関数、参照、置換テンプレートの組み合わせを含め
ることもできます。
次の例では、doubleValue パラメータの値が置換テンプレートを使用しています。
'${$input.TemperatureInput.sensorData.temperature * 6 / 5 + 32}'
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。
指定されたアセットプロパティの dataType に応じ、値の型として次のいずれかを指定する必要がありま
す。詳細については、AWS IoT SiteWise API リファレンスの AssetProperty を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BooleanValue" : String,
"DoubleValue" : String,
"IntegerValue" : String,
"StringValue" : String

YAML
BooleanValue: String
DoubleValue: String
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IntegerValue: String
StringValue:
String

プロパティ
BooleanValue
アセットプロパティ値は、ブール値です。Boolean 値には 'TRUE' または 'FALSE' を指定する必要
があります。式を使用する必要があり、評価結果がブール値になる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DoubleValue
アセットプロパティ値は Double です。式を使用する必要があり、評価結果が Double になる必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IntegerValue
アセットプロパティ値は整数です。式を使用する必要があり、評価結果が整数になる必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StringValue
アセットプロパティ値は文字列です。式を使用する必要があり、評価結果が文字列になる必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel ClearTimer
タイマーをクリアするために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"TimerName" : String
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}

YAML
TimerName: String

プロパティ
TimerName
クリアするタイマーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel DetectorModelDefinition
ディテクターの動作を定義する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InitialStateName" : String,
"States" : [ State (p. 4029), ... ]

YAML
InitialStateName: String
States:
- State (p. 4029)

プロパティ
InitialStateName
各ディテクター (インスタンス) の作成時に移行する状態。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
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States
ディテクターの状態に関する情報。
必須: はい
タイプ: 状態 (p. 4029)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel DynamoDB
作成した Amazon DynamoDB テーブルに書き込むアクションを定義します。標準のアクションペイロード
には、ディテクターモデルインスタンスおよびアクションをトリガーしたイベントに関するすべての情報
が含まれます。ペイロードはカスタマイズできます。DynamoDB テーブル内の 1 つの列が、指定されたペ
イロード内のすべての属性と値のペアを受け取ります。
DynamoDBAction では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラル、演算
子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、hashKeyType パラメータ
の値は 'STRING' になります。
• 参照の場合は、変数または入力値を指定する必要があります。たとえば、hashKeyField パラメータの
値は $input.GreenhouseInput.name になります。
• 置換テンプレートの場合は、${} を使用する必要があり、テンプレートは一重引用符で囲む必要があり
ます。置換テンプレートには、リテラル、演算子、関数、参照、置換テンプレートの組み合わせを含め
ることもできます。
次の例では、hashKeyValue パラメータの値が置換テンプレートを使用しています。
'${$input.GreenhouseInput.temperature * 6 / 5 + 32} in Fahrenheit'
• 文字列連結の場合は、+ を使用する必要があります。文字列連結には、リテラル、演算子、関数、参
照、置換テンプレートの組み合わせを含めることもできます。
次の例では、tableName パラメータの値は文字列連結を使用します。
'GreenhouseTemperatureTable ' + $input.GreenhouseInput.date
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。
定義されたペイロードタイプが文字列の場合、DynamoDBAction では JSON 以外のデータがバイナ
リデータとして DynamoDB テーブルに書き込まれます。DynamoDB コンソールでは、Base64 でエン
コードされたテキストとしてデータが表示されます。payloadField パラメータの値は <payloadfield>_raw です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"HashKeyField" : String,
"HashKeyType" : String,
"HashKeyValue" : String,
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}

"Operation" : String,
"Payload" : Payload (p. 4023),
"PayloadField" : String,
"RangeKeyField" : String,
"RangeKeyType" : String,
"RangeKeyValue" : String,
"TableName" : String

YAML
HashKeyField: String
HashKeyType: String
HashKeyValue: String
Operation: String
Payload:
Payload (p. 4023)
PayloadField: String
RangeKeyField: String
RangeKeyType: String
RangeKeyValue: String
TableName: String

プロパティ
HashKeyField
ハッシュキー (パーティションキーとも呼ばれます) の名前。hashKeyField 値は、ターゲット
DynamoDB テーブルのパーティションキーと一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HashKeyType
ハッシュキー (パーティションキーとも呼ばれます) のデータ型。次の値を指定できます。
• 'STRING' - ハッシュキーは文字列です。
• 'NUMBER' - ハッシュキーは数値です。
hashKeyType を指定しなかった場合、デフォルト値は 'STRING' です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HashKeyValue
ハッシュキー (パーティションキーとも呼ばれます) の値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Operation
実行するオペレーションの種類。次の値を指定できます。
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• 'INSERT' - データを新しい項目として DynamoDB テーブルに挿入します。この項目では、指定
されたハッシュキーがパーティションキーとして使用されます。範囲キーを指定した場合は、範囲
キーがソートキーとして使用されます。
• 'UPDATE' - DynamoDB テーブルの既存の項目を新しいデータで更新します。この項目のパーティ
ションキーは、指定されたハッシュキーと一致する必要があります。範囲キーを指定した場合、範
囲キーは項目のソートキーと一致する必要があります。
• 'DELETE' - DynamoDB テーブルの既存の項目を削除します。この項目のパーティションキーは、
指定されたハッシュキーと一致する必要があります。範囲キーを指定した場合、範囲キーは項目の
ソートキーと一致する必要があります。
このパラメータを指定しなかった場合は、AWS IoT Events によって 'INSERT' オペレーションがト
リガーされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Payload
ペイロードの設定に必要な情報。
デフォルトでは、AWS IoT Events は任意のアクションに対して JSON で標準ペイロードを生成しま
す。このアクションペイロードには、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクショ
ンをトリガーしたイベントに関する情報を示す、すべての属性と値のペアが含まれます。アクション
ペイロードを設定するには、contentExpression を使用します。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption
PayloadField
アクションペイロードを受け取る DynamoDB 列の名前。
このパラメータを指定しなかった場合、DynamoDB 列の名前は payloadになります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyField
範囲キー (ソートキーとも呼ばれます) の名前。rangeKeyField 値は、ターゲット DynamoDB テー
ブルのソートキーと一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyType
範囲キー (ソートキーとも呼ばれます) のデータ型。以下の値を指定できます。
• 'STRING' - 範囲キーは文字列です。
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• 'NUMBER' - 範囲キーは数値です。
rangeKeyField を指定しなかった場合、デフォルト値は 'STRING' です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RangeKeyValue
範囲キー (ソートキーとも呼ばれます) の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
DynamoDB テーブルの名前。tableName 値は、ターゲット DynamoDB テーブルのテーブル名と一
致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel DynamoDBv2
作成した Amazon DynamoDB テーブルに書き込むアクションを定義します。デフォルトのアクションペイ
ロードには、ディテクターモデルインスタンスおよびアクションをトリガーしたイベントに関するすべて
の情報が含まれます。ペイロードはカスタマイズできます。DynamoDB テーブル内の独立した 1 列は、指
定されたペイロード内の 1 つの属性と値のペアを受け取ります。
DynamoDBv2Action では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラル、演算
子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、tableName パラメータの
値は 'GreenhouseTemperatureTable' になります。
• 参照の場合は、変数または入力値を指定する必要があります。たとえば、tableName パラメータの値
は $variable.ddbtableName になります。
• 置換テンプレートの場合は、${} を使用する必要があり、テンプレートは一重引用符で囲む必要があり
ます。置換テンプレートには、リテラル、演算子、関数、参照、置換テンプレートの組み合わせを含め
ることもできます。
次の例では、Payload の contentExpression パラメータの値が置換テンプレートを使用していま
す。
'{\"sensorID\": \"${$input.GreenhouseInput.sensor_id}\", \"temperature\":
\"${$input.GreenhouseInput.temperature * 9 / 5 + 32}\"}'
• 文字列連結の場合は、+ を使用する必要があります。文字列連結には、リテラル、演算子、関数、参
照、置換テンプレートの組み合わせを含めることもできます。
次の例では、tableName パラメータの値は文字列連結を使用します。
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'GreenhouseTemperatureTable ' + $input.GreenhouseInput.date
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。
Payload の type パラメータの値は JSON である必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Payload" : Payload (p. 4023),
"TableName" : String

YAML
Payload:
Payload (p. 4023)
TableName: String

プロパティ
Payload
ペイロードの設定に必要な情報。
デフォルトでは、AWS IoT Events は任意のアクションに対して JSON で標準ペイロードを生成しま
す。このアクションペイロードには、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクショ
ンをトリガーしたイベントに関する情報を示す、すべての属性と値のペアが含まれます。アクション
ペイロードを設定するには、contentExpression を使用します。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption
TableName
DynamoDB テーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Event
condition が TRUE と評価された場合、actions を実行するように指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Actions" : [ Action (p. 4002), ... ],
"Condition" : String,
"EventName" : String

YAML
Actions:
- Action (p. 4002)
Condition: String
EventName: String

プロパティ
Actions
実行するアクション。
必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 4002)のリスト
Update requires: No interruption
Condition
オプション。TRUE の場合は、ブール式によって actions が実行されます。存在しない場合、ア
クションが実行されます (=TRUE)。式の結果がブール値でない場合、アクションは実行されません
(=FALSE)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
Update requires: No interruption
EventName
グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Firehose
ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情報を
Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DeliveryStreamName" : String,
"Payload" : Payload (p. 4023),
"Separator" : String

YAML
DeliveryStreamName: String
Payload:
Payload (p. 4023)
Separator: String

プロパティ
DeliveryStreamName
データが書き込まれる Kinesis Data Firehose 配信ストリームの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Payload
Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにメッセージを送信するときに、アクションペイロー
ドを設定できます。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption
Separator
Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込まれたレコードを区切るために使用される文字区切り
記号。有効値は、'\n' (改行)、'\t' (タブ)、'\r\n' (Windows 改行)、',' (コンマ) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ([\n\t])|(\r\n)|(,)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel IotEvents
AWS IoT Events 入力を送信し、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリ
ガーしたイベントに関する情報を渡します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"InputName" : String,
"Payload" : Payload (p. 4023)

YAML
InputName: String
Payload:
Payload (p. 4023)

プロパティ
InputName
データが送信される AWS IoT Events 入力の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
Payload
AWS IoT Events 入力にメッセージを送信するときに、アクションペイロードを設定できます。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel IotSiteWise
ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情報を
AWS IoT SiteWise で指定されたアセットプロパティに送信します。
IotSiteWiseAction では、すべてのパラメータに式を使用する必要があります。式は、リテラル、演算
子、関数、参照、および置換テンプレートを受け入れます。

例
• リテラル値の場合は、式に一重引用符を含める必要があります。たとえば、propertyAlias パラメー
タの値は '/company/windfarm/3/turbine/7/temperature' になります。
• 参照の場合は、変数または入力値を指定する必要があります。たとえば、assetId パラメータの値は
$input.TurbineInput.assetId1 になります。
• 置換テンプレートの場合は、${} を使用する必要があり、テンプレートは一重引用符で囲む必要があり
ます。置換テンプレートには、リテラル、演算子、関数、参照、置換テンプレートの組み合わせを含め
ることもできます。
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次の例では、propertyAlias パラメータの値が置換テンプレートを使用しています。
'company/windfarm/${$input.TemperatureInput.sensorData.windfarmID}/turbine/
${$input.TemperatureInput.sensorData.turbineID}/temperature'
AWS IoT SiteWise でターゲットアセットプロパティを識別するには、propertyAlias を指定する
か、assetId と propertyId の両方を指定する必要があります。
詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの Expressions を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AssetId" : String,
"EntryId" : String,
"PropertyAlias" : String,
"PropertyId" : String,
"PropertyValue" : AssetPropertyValue (p. 4007)

YAML
AssetId: String
EntryId: String
PropertyAlias: String
PropertyId: String
PropertyValue:
AssetPropertyValue (p. 4007)

プロパティ
AssetId
指定されたプロパティを持つアセットの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EntryId
このエントリの一意な識別子。エントリ ID を使用すると、障害が発生した場合にエラーの原因となっ
ているデータエントリを追跡できます。デフォルトは、新しい一意の識別子です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyAlias
アセットプロパティのエイリアス。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyId
アセットプロパティの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyValue
アセットプロパティに送信する値。この値には、タイムスタンプ、品質、および値 (TQV:
timestamp、quality、value) の情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: AssetPropertyValue (p. 4007)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel IotTopicPublish
AWS IoT メッセージブローカーを通じて MQTT メッセージを発行するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MqttTopic" : String,
"Payload" : Payload (p. 4023)

YAML
MqttTopic: String
Payload:
Payload (p. 4023)

プロパティ
MqttTopic
メッセージの MQTT トピック。変数 ($variable.<variable-name>) と入力値 ($input.<inputname>.<path-to-datum>) を含む文字列式をトピック文字列として使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Payload
AWS IoT Core トピックにメッセージを発行するときに、アクションペイロードを設定できます。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Lambda
Lambda 関数を呼び出し、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーし
たイベントに関する情報を渡します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FunctionArn" : String,
"Payload" : Payload (p. 4023)

YAML
FunctionArn: String
Payload:
Payload (p. 4023)

プロパティ
FunctionArn
実行される Lambda 関数の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Payload
Lambda 関数にメッセージを送信するときに、アクションペイロードを設定できます。
必須: いいえ
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タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel OnEnter
この状態に移行するとき、condition が TRUE の場合はこれらの actions を実行します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Events" : [ Event (p. 4015), ... ]

YAML
Events:
- Event (p. 4015)

プロパティ
Events
指定の状態に移行したとき、condition が TRUE の場合に実行されるアクションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: イベント (p. 4015)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel OnExit
この状態を終了するときに、指定した condition が TRUE の場合は、これらの actions を実行しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Events" : [ Event (p. 4015), ... ]

YAML
Events:
- Event (p. 4015)
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プロパティ
Events
指定の状態が終了したとき、condition が TRUE の場合に実行される actions を指定します。
必須: いいえ
タイプ: イベント (p. 4015)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel OnInput
condition が TRUE と評価された場合に実行されるアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Events" : [ Event (p. 4015), ... ],
"TransitionEvents" : [ TransitionEvent (p. 4030), ... ]

YAML
Events:
- Event (p. 4015)
TransitionEvents:
- TransitionEvent (p. 4030)

プロパティ
Events
condition が TRUE と評価された場合に実行されるアクションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: イベント (p. 4015)のリスト
Update requires: No interruption
TransitionEvents
condition が TRUE に評価されたときに実行されるアクションと、次に移行する状態を指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: TransitionEvent (p. 4030) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Payload
ペイロードの設定に必要な情報。
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デフォルトでは、AWS IoT Events は任意のアクションに対して JSON で標準ペイロードを生成します。
このアクションペイロードには、ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリ
ガーしたイベントに関する情報を示す、すべての属性と値のペアが含まれます。アクションペイロードを
設定するには、contentExpression を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ContentExpression" : String,
"Type" : String

YAML
ContentExpression: String
Type: String

プロパティ
ContentExpression
ペイロードのコンテンツ。引用符で囲まれた文字列 ('<string>')、変数 ($variable.<variablename>)、入力値 ($input.<input-name>.<path-to-datum>)、文字列の連結、${} を含む引用符
で囲まれた文字列を使用した文字列式をコンテンツとして使用できます。コンテンツ式の推奨最大サ
イズは 1 KB です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
Type
ペイロードタイプの値には、STRING または JSON を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: JSON | STRING
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel ResetTimer
タイマーをリセットするために必要な情報。タイマーは、期間に関する直前の評価結果にリセットされま
す。期間式は、タイマーをリセットしても再評価されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"TimerName" : String

YAML
TimerName: String

プロパティ
TimerName
リセットするタイマーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel SetTimer
タイマーの設定に必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DurationExpression" : String,
"Seconds" : Integer,
"TimerName" : String

YAML
DurationExpression: String
Seconds: Integer
TimerName: String

プロパティ
DurationExpression
タイマーの長さ (秒単位)。数値、変数 ($variable.<variable-name>) と入力値
($input.<input-name>.<path-to-datum>) を含む文字列式を期間として使用できます。期間の
範囲は 1 ～ 31622400 秒です。正確性を確保するための最短期間は 60 秒です。期間の評価結果は、
最も近い整数に切り捨てられます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Seconds
タイマーが期限切れになるまでの秒数。精度を確保するために、最小値は 60 秒です。最大値は
31622400 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 31622400
Update requires: No interruption
TimerName
タイマーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel SetVariable
変数とその変数の新しい値に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Value" : String,
"VariableName" : String

YAML
Value: String
VariableName: String
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プロパティ
Value
変数の値
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
VariableName
変数の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Sns
Amazon SNS メッセージを発行するために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Payload" : Payload (p. 4023),
"TargetArn" : String

YAML
Payload:
Payload (p. 4023)
TargetArn: String

プロパティ
Payload
Amazon SNS プッシュ通知としてメッセージを送信するときに、アクションペイロードを設定できま
す。
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必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption
TargetArn
メッセージが送信される Amazon SNS ターゲットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel Sqs
ディテクターモデルインスタンスに関する情報およびアクションをトリガーしたイベントに関する情報を
Amazon SQS キューに送信します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Payload" : Payload (p. 4023),
"QueueUrl" : String,
"UseBase64" : Boolean

YAML
Payload:
Payload (p. 4023)
QueueUrl: String
UseBase64: Boolean

プロパティ
Payload
Amazon SQS キューにメッセージを送信するときに、アクションペイロードを設定できます。
必須: いいえ
タイプ: Payload (p. 4023)
Update requires: No interruption
QueueUrl
データが書き込まれる Amazon SQS キューの URL。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseBase64
データをキューに書き込む前に base-64 でエンコードする場合は、TRUE に設定します。それ以外の
場合は、FALSE に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel State
ディテクターの状態を定義する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"OnEnter" : OnEnter (p. 4022),
"OnExit" : OnExit (p. 4022),
"OnInput" : OnInput (p. 4023),
"StateName" : String

YAML
OnEnter:
OnEnter (p. 4022)
OnExit:
OnExit (p. 4022)
OnInput:
OnInput (p. 4023)
StateName: String

プロパティ
OnEnter
この状態に移行するとき、condition が TRUE の場合はこれらの actions を実行します。
必須: いいえ
タイプ: OnEnter (p. 4022)
Update requires: No interruption
OnExit
この状態を終了するときに、指定した condition が TRUE の場合は、これらの actions を実行し
ます。
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必須: いいえ
タイプ: OnExit (p. 4022)
Update requires: No interruption
OnInput
入力を受信し、condition が TRUE の場合は、指定された actions を実行します。
必須: いいえ
タイプ: OnInput (p. 4023)
Update requires: No interruption
StateName
状態の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::DetectorModel TransitionEvent
condition が TRUE に評価されたときに実行されるアクションおよび次に移行する状態を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Actions" :
"Condition"
"EventName"
"NextState"

[
:
:
:

Action (p. 4002), ... ],
String,
String,
String

YAML
Actions:
- Action
Condition:
EventName:
NextState:

(p. 4002)
String
String
String

プロパティ
Actions
実行するアクション。
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必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 4002)のリスト
Update requires: No interruption
Condition
必須。ブール式。TRUE の場合、アクションが実行され、nextState に移行します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
Update requires: No interruption
EventName
移行イベントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
NextState
次に移行する状態。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::IoTEvents::Input
AWS::IoTEvents::Input リソースは、入力を作成します。デバイスとプロセスをモニタリングするには、テ
レメトリデータを AWS IoT Events に取り込む方法が必要です。そのためには、AWS IoT Events への入
力としてメッセージを送信します。詳細については、AWS IoT Events デベロッパーガイドの How to Use
AWS IoT Events を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoTEvents::Input",
"Properties" : {
"InputDefinition" : InputDefinition (p. 4035),
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}

}

"InputDescription" : String,
"InputName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::IoTEvents::Input
Properties:
InputDefinition:
InputDefinition (p. 4035)
InputDescription: String
InputName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
InputDefinition
入力の定義。
必須: はい
タイプ: InputDefinition (p. 4035)
Update requires: No interruption
InputDescription
入力に関する簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
InputName
入力の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 入力の名前。次に例を示し
ます。
{"Ref": "myInput"}
AWS IoT Events 入力 myInput に対して、Ref は入力の名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Input
次の例では入力を作成します。

JSON
{

}

"Description": "Input Template for CloudFormation",
"Resources": {
"myInput": {
"Type": "AWS::IoTEvents::Input",
"Properties": {
"InputName": "myInput",
"InputDescription": "My Input created by CloudFormation",
"InputDefinition": {
"Attributes": [
{
"JsonPath": "foo"
},
{
"JsonPath": "bar"
}
]
}
}
}
}

YAML
--Description: "Input Template for CloudFormation"
Resources:
myInput:
Type: "AWS::IoTEvents::Input"
Properties:
InputName: "myInput"
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InputDescription: "My Input created by CloudFormation"
InputDefinition:
Attributes:
JsonPath: "foo"
JsonPath: "bar"

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Events デベロッパーガイドの How to Use AWS IoT Events
• AWS IoT Events API リファレンスの CreateInput

AWS::IoTEvents::Input Attribute
入力で使用可能な JSON ペイロードの属性。入力は、BatchPutMessage を使用して AWS IoT Events
システムに送信されたメッセージから派生します。このようなメッセージにはそれぞれ JSON ペイロー
ドが含まれます。ここで指定された属性 (およびそれらのペアの値) は、ディテクターで使用される
condition 式で使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JsonPath" : String

YAML
JsonPath: String

プロパティ
JsonPath
JSON 構造で属性と値のペアを指定する式。これを使用して、入力で使用可能な JSON ペイロードの
属性を指定します。入力は、AWS IoT Events (BatchPutMessage) に送信されたメッセージから派生
します。このようなメッセージにはそれぞれ JSON ペイロードが含まれます。ここで指定された属性
(およびそのペアの値) は、ディテクターで使用される condition 式で使用できます。
構文: <field-name>.<field-name>...
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^((`[\w\- ]+`)|([\w\-]+))(\.((`[\w- ]+`)|([\w\-]+)))*$
Update requires: No interruption
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AWS::IoTEvents::Input InputDefinition
入力の定義。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Attributes" : [ Attribute (p. 4034), ... ]

YAML
Attributes:
- Attribute (p. 4034)

プロパティ
Attributes
入力で使用可能な JSON ペイロードの属性。入力は、BatchPutMessage を使用して AWS IoT
Events システムに送信されたメッセージから派生します。このような各メッセージには JSON ペイ
ロードが含まれ、ここで指定された属性 (およびペアの値) は、この入力をモニタリングするディテク
ターによって使用される condition 式で使用できます。
必須: はい
タイプ: 属性 (p. 4034)のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

Fleet Hub for AWS IoT Device Management リソース
タイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# IoTFleetHub#Application (p. 4035)

AWS# IoTFleetHub#Application
Fleet Hub for AWS IoT Device Management ウェブアプリケーションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::IoTFleetHub::Application",
"Properties" : {
"ApplicationDescription" : String,
"ApplicationName" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTFleetHub::Application
Properties:
ApplicationDescription: String
ApplicationName: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ApplicationDescription
ウェブアプリケーションの説明（省略可能）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^[ -~]*$
Update requires: No interruption
ApplicationName
ウェブアプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[ -~]*$
Update requires: No interruption
RoleArn
ウェブアプリケーションが AWS IoT Core と対話するときに継承するロールの ARN。

Note
ロールの名前は、FleetHub_random_string 形式にする必要があります。
パターン: ^arn:[!-~]+$
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ウェブアプリケーションリソースを管理するために使用できるキーと値のペアのセット。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は アプリケーションID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ApplicationArn
ウェブアプリケーションの ARN。
ApplicationCreationDate
ウェブアプリケーションが作成された日付 (UNIX エポック時間)。
ApplicationId
ウェブアプリケーションの一意の ID。
ApplicationLastUpdateDate
ウェブアプリケーションが最後に更新された日付 (UNIX エポック時間)。
ApplicationState
ウェブアプリケーションの現在の状態。
ApplicationUrl
ウェブアプリケーションの URL。
ErrorMessage
ApplicationState 応答フィールドに含まれるあらゆるエラーを説明するメッセージ。このメッセージ
は、CreateApplication および DeleteApplication アクションのエラーを説明します。
SsoClientId
ウェブアプリケーションでのユーザーの認証と承認に使用するシングルサインオンクライアントの
ID。
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AWS IoT Greengrass リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Greengrass::ConnectorDefinition (p. 4038)
• AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion (p. 4044)
• AWS::Greengrass::CoreDefinition (p. 4047)
• AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion (p. 4053)
• AWS::Greengrass::DeviceDefinition (p. 4058)
• AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion (p. 4064)
• AWS::Greengrass::FunctionDefinition (p. 4068)
• AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion (p. 4081)
• AWS::Greengrass::Group (p. 4093)
• AWS::Greengrass::GroupVersion (p. 4106)
• AWS::Greengrass::LoggerDefinition (p. 4108)
• AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion (p. 4113)
• AWS::Greengrass::ResourceDefinition (p. 4117)
• AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion (p. 4133)
• AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition (p. 4146)
• AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion (p. 4152)

AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のコネクタ定義を表
します。コネクタ定義は、コネクタ定義のバージョンを整理するために使用されます。
コネクタ定義は、複数のコネクタ定義バージョンを参照できます。すべてのコネクタ定義バージョンは、
コネクタ定義に関連付けられている必要があります。各コネクタ定義バージョンは、1 つ以上のコネクタ
を含めることができます。

Note
コネクタの定義を作成するときに、オプションで最初のコネクタ定義バージョ
ンを含めることができます。コネクタ定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion リソースを作成し、このコネクタ
定義の ID を指定します。
デプロイするコネクタを含むコネクタ定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Greengrass::ConnectorDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : ConnectorDefinitionVersion (p. 4043),
"Name" : String,
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}

}

"Tags" : Json

YAML
Type: AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
Properties:
InitialVersion:
ConnectorDefinitionVersion (p. 4043)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
コネクタ定義を作成したときに含めるコネクタ定義バージョン。コネクタ定義バージョンに
は、connector プロパティタイプのリストが含まれます。

Note
コネクタの定義が作成された後にコネクタ定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion リソースを作成し、このコネ
クタ定義の ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ConnectorDefinitionVersion (p. 4043)
Update requires: Replacement
Name
コネクタ定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
コネクタ定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用し
て、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類す
ることもできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
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タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
コネクタ定義の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など) このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、ConnectorDefinition の
Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
ConnectorDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
ConnectorDefinition に追加された最後の ConnectorDefinitionVersion
の ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
ConnectorDefinition 名 (MyConnectorDefinition など)。

例
コネクタ定義スニペット
次のスニペットでは、コネクタを含む初期バージョンでコネクタ定義リソースを定義します。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestConnectorDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::ConnectorDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestConnectorDefinition",
"InitialVersion": {
"Connectors": [
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}

}

}

]

}

"Id": "Connector1",
"ConnectorArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:greengrass",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":/connectors/SNS/versions/1"
]
]
},
"Parameters": {
"DefaultSNSArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:sns",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"defaultSns"
]
]
}
}

YAML
TestConnectorDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::ConnectorDefinition'
Properties:
Name: DemoTestConnectorDefinition
InitialVersion:
Connectors:
- Id: Connector1
ConnectorArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:greengrass'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':/connectors/SNS/versions/1'
Parameters:
DefaultSNSArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:sns'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- defaultSns

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の CreateConnectorDefinition
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド
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AWS::Greengrass::ConnectorDefinition Connector
コネクタは、ローカルインフラストラクチャ、デバイスプロトコル、AWS、その他のクラウドサービスと
の組み込みの統合が可能なモジュールです。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイ
ド の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください 。
AWS CloudFormation テンプレートでは、ConnectorDefinitionVersion プロパティタイプの
Connectors プロパティに Connector プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorArn" : String,
"Id" : String,
"Parameters" : Json

YAML
ConnectorArn: String
Id: String
Parameters: Json

プロパティ
ConnectorArn
コネクタの Amazon リソースネーム (ARN)。
AWS によって提供されるコネクタの詳細については、Greengrass Connectors Provided by AWS を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
コネクタのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、コネクタ定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
コネクタで使用されるパラメータまたは設定。
AWS によって提供されるコネクタの詳細については、Greengrass Connectors Provided by AWS を参
照してください。
API バージョン 2010-05-15
4042

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Connector」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ConnectorDefinition ConnectorDefinitionVersion
コネクタ定義バージョンには、コネクタのリストが含まれます。

Note
デプロイするコネクタを含むコネクタ定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。
AWS CloudFormation テンプレートでは、ConnectorDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティ
タイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Connectors" : [ Connector (p. 4042), ... ]

YAML
Connectors:
- Connector (p. 4042)

プロパティ
Connectors
このバージョンのコネクタ。特定のコネクタの 1 つのインスタンスのみを一度にがコネクタ定義バー
ジョンに追加できます。
必須: はい
タイプ: Connector (p. 4042) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ConnectorDefinitionVersion」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion
AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のコネクタ
定義バージョンを表します。コネクタ定義バージョンには、コネクタのリストが含まれます。

Note
コネクタ定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるコネクタ定
義の ID を指定する必要があります。コネクタ定義を作成する方法については、
「AWS::Greengrass::ConnectorDefinition」を参照してください。
デプロイするコネクタを含むコネクタ定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion",
"Properties" : {
"ConnectorDefinitionId" : String,
"Connectors" : [ Connector (p. 4046), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion
Properties:
ConnectorDefinitionId: String
Connectors:
- Connector (p. 4046)

プロパティ
ConnectorDefinitionId
このバージョンに関連付けられたコネクタ定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Connectors
このバージョンのコネクタ。一度に特定のコネクタの 1 つのインスタンスのみをコネクタ定義バー
ジョンに追加できます。
必須: はい
タイプ: Connector (p. 4046) のリスト
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
コネクタ定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
コネクタ定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、コネクタ定義とコネクタ定義バージョンリソースを定義します。コネクタ定義バー
ジョンは、コネクタ定義を参照し、コネクタを含みます。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestConnectorDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::ConnectorDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestConnectorDefinition"
}
},
"TestConnectorDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion",
"Properties": {
"ConnectorDefinitionId": {
"Ref": "TestConnectorDefinition"
},
"Connectors": [
{
"Id": "Connector1",
"ConnectorArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:greengrass",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":/connectors/SNS/versions/1"
]
]
},
"Parameters": {
"DefaultSNSArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:sns",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
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}

}

]

}

}

}

]

]

"Ref": "AWS::AccountId"
},
"defaultSns"

YAML
TestConnectorDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::ConnectorDefinition'
Properties:
Name: DemoTestConnectorDefinition
TestConnectorDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion'
Properties:
ConnectorDefinitionId: !Ref TestConnectorDefinition
Connectors:
- Id: Connector1
ConnectorArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:greengrass'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':/connectors/SNS/versions/1'
Parameters:
DefaultSNSArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:sns'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- defaultSns

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateConnectorDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion Connector
コネクタは、ローカルインフラストラクチャ、デバイスプロトコル、AWS、その他のクラウドサービスと
の組み込みの統合が可能なモジュールです。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイ
ド の「Greengrass コネクタを使用したサービスおよびプロトコルとの統合」を参照してください 。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion リ
ソースの Connectors プロパティに Connector プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ConnectorArn" : String,
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}

"Id" : String,
"Parameters" : Json

YAML
ConnectorArn: String
Id: String
Parameters: Json

プロパティ
ConnectorArn
コネクタの Amazon リソースネーム (ARN)。
AWS によって提供されるコネクタの詳細については、Greengrass Connectors Provided by AWS を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
コネクタのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、コネクタ定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
コネクタで使用されるパラメータまたは設定。
AWS によって提供されるコネクタの詳細については、Greengrass Connectors Provided by AWS を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Connector」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::CoreDefinition
AWS::Greengrass::CoreDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のコア定義を表します。コ
ア定義は、コア定義のバージョンを整理するために使用されます。
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コア定義は、複数のコア定義バージョンを参照できます。すべてのコア定義バージョンは、コア定義に関
連付けられている必要があります。各コア定義バージョンは、1 つの Greengrass コアを含めることがで
きます。

Note
コア定義を作成するときに、オプションで最初のコア定義バージョン
を含めることができます。コア定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion リソースを作成し、このコア定義の ID を
指定します。
デプロイするコアを含むコア定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::CoreDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : CoreDefinitionVersion (p. 4053),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::CoreDefinition
Properties:
InitialVersion:
CoreDefinitionVersion (p. 4053)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
コア定義を作成したときに含めるコア定義バージョン。現在、コア定義バージョンに含めることがで
きる core は 1 つだけです。

Note
コア定義が作成された後にコア定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion リソースを作成し、このコア定義の
ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: CoreDefinitionVersion (p. 4053)
Update requires: Replacement
Name
コア定義の名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
コア定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用して、AWS
IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類すること
もできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
コア定義の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など) このリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
cores/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、CoreDefinition の Amazon リソー
スネーム (ARN)。
Id
CoreDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
CoreDefinition に追加された最後の CoreDefinitionVersion の ARN
(arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
cores/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95afb5fdb66be1a2 など)。
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Name
CoreDefinition 名 (MyCoreDefinition など)。

例
コア定義の作成
次の例では、コアを含む最初のバージョンを指定するコア定義を作成します。
このテンプレートでは、Ref 関数を使用して、バージョンをコア定義に関連付け
る、CoreDefinitionId プロパティのコア定義の ID を返します。このテンプレートでは、パラメータを
使用して、コアに使用するコア定義名と ID、モノの ARN、および証明書 ARN を表します。また、新しい
コア定義の ID を出力します。
別のテンプレートの例については、AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
{

"Description": "Create CoreDefinition with InitialVersion",
"Parameters": {
"CoreDefinitionName": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreDefinition"
},
"CoreId": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreId"
},
"CoreThingArn": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreThingArn"
},
"CoreCertificateArn": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreCertArn"
}
},
"Resources": {
"CoreDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::CoreDefinition",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "CoreDefinitionName"
},
"InitialVersion": {
"Cores": [
{
"Id": {
"Ref": "CoreId"
},
"ThingArn": {
"Ref": "CoreThingArn"
},
"CertificateArn": {
"Ref": "CoreCertificateArn"
},
"SyncShadow": "true"
}
]
}
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}

}

}

},
"Outputs": {
"CoreDefinitionId": {
"Value": {
"Ref": "CoreDefinition"
}
}
}

YAML
Description: Create CoreDefinition with InitialVersion
Parameters:
CoreDefinitionName:
Type: String
Default: TestCoreDefinition
CoreId:
Type: String
Default: TestCoreId
CoreThingArn:
Type: String
Default: TestCoreThingArn
CoreCertificateArn:
Type: String
Default: TestCoreCertArn
Resources:
CoreDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::CoreDefinition'
Properties:
Name: !Ref CoreDefinitionName
InitialVersion:
Cores:
- Id: !Ref CoreId
ThingArn: !Ref CoreThingArn
CertificateArn: !Ref CoreCertificateArn
SyncShadow: 'true'
Outputs:
CoreDefinitionId:
Value: !Ref CoreDefinition

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateCoreDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::CoreDefinition Core
コアは、AWS IoT Greengrass コアソフトウェアを実行して Greengrass グループのローカルプロセスを管
理する AWS IoT デバイスです。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「AWS
IoT Greengrass とは」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、CoreDefinitionVersion プロパティタイプの Cores プロパ
ティに Core プロパティタイプのリストが含まれます。現在、リストに含めることができるコアは 1 つだ
けです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"Id" : String,
"SyncShadow" : Boolean,
"ThingArn" : String

YAML
CertificateArn: String
Id: String
SyncShadow: Boolean
ThingArn: String

プロパティ
CertificateArn
コアのデバイス証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。この X.509 証明書は、AWS IoT および
AWS IoT Greengrass サービスでのコアの認証に使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
コアのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、コア定義バージョン内で一意である必要があり
ます。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SyncShadow
コアのローカルシャドウがクラウドと自動的に同期されるかどうかを示します。デフォルトは false
です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ThingArn
コアの ARN。これは AWS IoT デバイス (モノ) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Core」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::CoreDefinition CoreDefinitionVersion
コア定義バージョンには Greengrass コアが含まれます。

Note
デプロイするコアを含むコア定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、CoreDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::CoreDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティタイプ
です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Cores" : [ Core (p. 4051), ... ]

YAML
Cores:
- Core (p. 4051)

プロパティ
Cores
このバージョンの Greengrass コア。現在、コア定義バージョンの Cores プロパティに含めることが
できるコアは 1 つだけです。
必須: はい
タイプ: Core (p. 4051) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CoreDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion
AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のコア定義バー
ジョンを表します。コア定義バージョンには Greengrass コアが含まれます。
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Note
コア定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるコア定義の ID を指定する必要があ
ります。コア定義の作成方法については、「AWS::Greengrass::CoreDefinition」を参照し
てください。
デプロイするコアを含むコア定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion",
"Properties" : {
"CoreDefinitionId" : String,
"Cores" : [ Core (p. 4057), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion
Properties:
CoreDefinitionId: String
Cores:
- Core (p. 4057)

プロパティ
CoreDefinitionId
このバージョンに関連付けられたコア定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Cores
このバージョンの Greengrass コア。現在、コア定義バージョンの Cores プロパティに含めることが
できるコアは 1 つだけです。
必須: はい
タイプ: Core (p. 4057) のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
コア定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:greengrass:useast-1:123456789012:/greengrass/definition/
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cores/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95afb5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
コア定義バージョンの作成
次の例では、コア定義とコアを含むコア定義バージョンの 2 つのリソースが作成されます。
このテンプレートでは、Ref 関数を使用して (バージョンをコア定義と関連付ける) コア定義バージョンの
CoreDefinitionId を指定します。このテンプレートでは、パラメータを使用して、コアに使用するコ
ア定義名と ID、モノの ARN、および証明書 ARN を表します。また、新しいコア定義の ID と新しいコア
定義バージョンの ARN を出力します。
別のテンプレートの例については、AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
{

"Description": "Create CoreDefinition and associated CoreDefinitionVersion",
"Parameters": {
"CoreDefinitionName": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreDefinition"
},
"CoreId": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreId"
},
"CoreThingArn": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreThingArn"
},
"CoreCertificateArn": {
"Type": "String",
"Default": "TestCoreCertArn"
}
},
"Resources": {
"CoreDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::CoreDefinition",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "CoreDefinitionName"
}
}
},
"CoreDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion",
"Properties": {
"CoreDefinitionId": {
"Ref": "CoreDefinition"
},
"Cores": [
{
"Id": {
"Ref": "CoreId"
},
"CertificateArn": {
"Ref": "CoreCertificateArn"
},
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}

}

}

]

}

"ThingArn": {
"Ref": "CoreThingArn"
},
"SyncShadow": "true"

},
"Outputs": {
"CoreDefinitionId": {
"Value": {
"Ref": "CoreDefinition"
}
},
"CoreDefinitionVersionArn": {
"Value": {
"Ref": "CoreDefinitionVersion"
}
}
}

YAML
Description: Create CoreDefinition and associated CoreDefinitionVersion
Parameters:
CoreDefinitionName:
Type: String
Default: TestCoreDefinition
CoreId:
Type: String
Default: TestCoreId
CoreThingArn:
Type: String
Default: TestCoreThingArn
CoreCertificateArn:
Type: String
Default: TestCoreCertArn
Resources:
CoreDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::CoreDefinition'
Properties:
Name: !Ref CoreDefinitionName
CoreDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion'
Properties:
CoreDefinitionId: !Ref CoreDefinition
Cores:
- Id: !Ref CoreId
CertificateArn: !Ref CoreCertificateArn
ThingArn: !Ref CoreThingArn
SyncShadow: 'true'
Outputs:
CoreDefinitionId:
Value: !Ref CoreDefinition
CoreDefinitionVersionArn:
Value: !Ref CoreDefinitionVersion

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateCoreDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド
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AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion Core
コアは、AWS IoT Greengrass コアソフトウェアを実行して Greengrass グループのローカルプロセスを管
理する AWS IoT デバイスです。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「AWS
IoT Greengrass とは」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion リソースの
Cores プロパティに Core プロパティタイプのリストが含まれます。現在、リストに含めることができる
コアは 1 つだけです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"Id" : String,
"SyncShadow" : Boolean,
"ThingArn" : String

YAML
CertificateArn: String
Id: String
SyncShadow: Boolean
ThingArn: String

プロパティ
CertificateArn
コアのデバイス証明書の ARN。この X.509 証明書は、AWS IoT および AWS IoT Greengrass サービ
スでのコアの認証に使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
コアのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、コア定義バージョン内で一意である必要があり
ます。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SyncShadow
コアのローカルシャドウがクラウドと自動的に同期されるかどうかを示します。デフォルトは false
です。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ThingArn
コアの Amazon リソースネーム (ARN)。これは AWS IoT デバイス (モノ) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Core」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::DeviceDefinition
AWS::Greengrass::DeviceDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のデバイス定義を表しま
す。デバイス定義は、デバイス定義のバージョンを整理するために使用されます。
デバイス定義は、複数のデバイス定義バージョンを参照できます。すべてのデバイス定義バージョンは、
デバイス定義に関連付けられている必要があります。各デバイス定義バージョンは、1 つ以上のデバイス
を含めることができます。

Note
デバイス定義を作成するときに、オプションで最初のデバイス定義バージョ
ンを含めることができます。デバイス定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion リソースを作成し、このデバイス定義
の ID を指定します。
デバイス定義バージョンを作成した後にデプロイするデバイスが含まれている
バージョンを選択した後、グループに追加する必要があります。詳細については、
「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::DeviceDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : DeviceDefinitionVersion (p. 4063),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::DeviceDefinition
Properties:
InitialVersion:
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DeviceDefinitionVersion (p. 4063)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
デバイス定義を作成したときに含めるデバイス定義バージョン。デバイス定義バージョンに
は、device プロパティタイプのリストが含まれます。

Note
デバイス定義が作成された後にデバイス定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion リソースを作成し、このデバイス
定義の ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: DeviceDefinitionVersion (p. 4063)
Update requires: Replacement
Name
デバイス定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
デバイス定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用し
て、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類す
ることもできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
デバイス定義の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など) このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
devices/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、DeviceDefinition の Amazon
リソースネーム (ARN)。
Id
DeviceDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
DeviceDefinition に追加された最後の DeviceDefinitionVersion の
ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/devices/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
デバイス定義の名前。

例
デバイス定義スニペット
次のスニペットでは、デバイスを含む初期バージョンでデバイス定義リソースを定義します。この例は、
手動で生成されたデバイス証明書をポイントします。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestDeviceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::DeviceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestDeviceDefinition",
"InitialVersion": {
"Devices": [
{
"Id": "TestDevice1",
"ThingArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
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]

"thing/TestDevice1"

]
},
"CertificateArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"cert/4db8b7f58d95b7fdb45c38c28a0b1adf6c5f8c03e902de65734935fea83e751f"
]
]
},
"SyncShadow": "true"
}
]
}
}

}

YAML
TestDeviceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::DeviceDefinition'
Properties:
Name: DemoTestDeviceDefinition
InitialVersion:
Devices:
- Id: TestDevice1
ThingArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1
CertificateArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- >cert/4db8b7f58d95b7fdb45c38c28a0b1adf6c5f8c03e902de65734935fea83e751f
SyncShadow: 'true'

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateDeviceDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::DeviceDefinition Device
デバイスは、Greengrass グループに追加される AWS IoT デバイス (モノ) です。Greengrass デバイス
は、同じグループ内の Greengrass コアと通信できます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version
1 開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass とは」を参照してください。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、DeviceDefinitionVersion プロパティタイプの Devices
プロパティに Device プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"Id" : String,
"SyncShadow" : Boolean,
"ThingArn" : String

YAML
CertificateArn: String
Id: String
SyncShadow: Boolean
ThingArn: String

プロパティ
CertificateArn
デバイスのデバイス証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。この X.509 証明書は、AWS IoT およ
び AWS IoT Greengrass サービスでのデバイスの認証に使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
デバイスのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、デバイス定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SyncShadow
デバイスのローカルシャドウがクラウドと自動的に同期されるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ThingArn
デバイスの ARN。これは AWS IoT デバイス (モノ) です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Device」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::DeviceDefinition DeviceDefinitionVersion
デバイス定義バージョンには、デバイスのリストが含まれます。

Note
デプロイするデバイスを含むデバイス定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。
AWS CloudFormation テンプレートでは、DeviceDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::DeviceDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティタイ
プです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Devices" : [ Device (p. 4061), ... ]

YAML
Devices:
- Device (p. 4061)

プロパティ
Devices
このバージョンのデバイス。
必須: はい
タイプ: Device (p. 4061) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「DeviceDefinitionVersion」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion
AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のデバイス定義
バージョンを表します。デバイス定義バージョンには、デバイスのリストが含まれます。

Note
デバイス定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるデバイス
定義の ID を指定する必要があります。デバイス定義の作成方法については、
「AWS::Greengrass::DeviceDefinition」を参照してください。
デプロイするデバイスを含むデバイス定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion",
"Properties" : {
"DeviceDefinitionId" : String,
"Devices" : [ Device (p. 4066), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion
Properties:
DeviceDefinitionId: String
Devices:
- Device (p. 4066)

プロパティ
DeviceDefinitionId
このバージョンに関連付けられたデバイス定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Devices
このバージョンのデバイス。
必須: はい
タイプ: Device (p. 4066) のリスト
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
デバイス定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
devices/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95afb5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
デバイス定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、デバイス定義とデバイス定義バージョンリソースを定義します。デバイス定義バー
ジョンは、デバイス定義を参照し、デバイスを含みます。この例は、手動で生成されたデバイス証明書を
ポイントします。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestDeviceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::DeviceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestDeviceDefinition"
}
},
"TestDeviceDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion",
"Properties": {
"DeviceDefinitionId": {
"Fn::GetAtt": [
"TestDeviceDefinition",
"Id"
]
},
"Devices": [
{
"Id": "TestDevice1",
"CertificateArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"cert/4db8b7f58d95b7fdb45c38c28a0b1adf6c5f8c03e902de65734935fea83e751f"
]
]
},
"SyncShadow": "true",
"ThingArn": {
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}

}

]

}

}

"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestDevice1"
]
]

YAML
TestDeviceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::DeviceDefinition'
Properties:
Name: DemoTestDeviceDefinition
TestDeviceDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion'
Properties:
DeviceDefinitionId: !GetAtt
- TestDeviceDefinition
- Id
Devices:
- Id: TestDevice1
CertificateArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- >cert/4db8b7f58d95b7fdb45c38c28a0b1adf6c5f8c03e902de65734935fea83e751f
SyncShadow: 'true'
ThingArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateDeviceDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion Device
デバイスは、Greengrass グループに追加される AWS IoT デバイス (モノ) です。Greengrass デバイス
は、同じグループ内の Greengrass コアと通信できます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version
1 開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass とは」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion リソース
の Devices プロパティに Device プロパティタイプのリストが含まれます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"Id" : String,
"SyncShadow" : Boolean,
"ThingArn" : String

YAML
CertificateArn: String
Id: String
SyncShadow: Boolean
ThingArn: String

プロパティ
CertificateArn
デバイスのデバイス証明書の ARN。この X.509 証明書は、AWS IoT および AWS IoT Greengrass
サービスでのデバイスの認証に使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
デバイスのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、デバイス定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SyncShadow
デバイスのローカルシャドウがクラウドと自動的に同期されるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ThingArn
デバイスの Amazon リソースネーム (ARN)。これは AWS IoT デバイス (モノ) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Device」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition
AWS::Greengrass::FunctionDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass の関数定義を表しま
す。関数定義は、関数定義のバージョンを整理するために使用されます。
関数定義は、複数の関数定義バージョンを参照できます。すべての関数定義バージョンは、関数定義に関
連付けられている必要があります。各関数定義バージョンは、1 つ以上の関数を含めることができます。

Note
関数定義を作成するときに、オプションで最初の関数定義バージョン
を含めることができます。関数定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion リソースを作成し、この関数定義の
ID を指定します。
デプロイする関数を含む関数定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::FunctionDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : FunctionDefinitionVersion (p. 4078),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::FunctionDefinition
Properties:
InitialVersion:
FunctionDefinitionVersion (p. 4078)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
関数定義を作成したときに含める関数定義バージョン。関数定義バージョンには、function プロパ
ティタイプのリストが含まれます。

Note
関数定義が作成された後に関数定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion リソースを作成し、この関数定
義の ID を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: FunctionDefinitionVersion (p. 4078)
Update requires: Replacement
Name
関数定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
関数定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用して、AWS
IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類すること
もできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: :
1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、関数定義バージョンの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
functions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、FunctionDefinition の
Amazon リソースネーム (ARN)。
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Id
FunctionDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
FunctionDefinition に追加された最後の FunctionDefinitionVersion
の ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/functions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
FunctionDefinition 名 (MyFunctionDefinition など)。

例
関数定義スニペット
次のスニペットでは、関数を含む初期バージョンで関数定義リソースを定義します。この例で
は、Lambda 関数は別のスタックで作成され、ImportValue 関数を使用して参照されます。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestFunctionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::FunctionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestFunctionDefinition",
"InitialVersion": {
"DefaultConfig": {
"Execution": {
"IsolationMode": "GreengrassContainer"
}
},
"Functions": [
{
"Id": "TestLambda1",
"FunctionArn": {
"Fn::ImportValue": "TestCanaryLambdaVersionArn"
},
"FunctionConfiguration": {
"Pinned": "false",
"Executable": "run.exe",
"ExecArgs": "argument1",
"MemorySize": "256",
"Timeout": "3000",
"EncodingType": "binary",
"Environment": {
"Variables": {
"variable1": "value1"
},
"ResourceAccessPolicies": [
{
"ResourceId": "ResourceId1",
"Permission": "ro"
},
{
"ResourceId": "ResourceId2",
"Permission": "rw"
}
],
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}

}

}

]

}

}

}

"AccessSysfs": "true",
"Execution": {
"RunAs": {
"Uid": "1",
"Gid": "10"
}
}

YAML
TestFunctionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::FunctionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestFunctionDefinition
InitialVersion:
DefaultConfig:
Execution:
IsolationMode: GreengrassContainer
Functions:
- Id: TestLambda1
FunctionArn: !ImportValue TestCanaryLambdaVersionArn
FunctionConfiguration:
Pinned: 'false'
Executable: run.exe
ExecArgs: argument1
MemorySize: '256'
Timeout: '3000'
EncodingType: binary
Environment:
Variables:
variable1: value1
ResourceAccessPolicies:
- ResourceId: ResourceId1
Permission: ro
- ResourceId: ResourceId2
Permission: rw
AccessSysfs: 'true'
Execution:
RunAs:
Uid: '1'
Gid: '10'

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateFunctionDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition DefaultConfig
関数定義のバージョンのすべての Lambda 関数に適用されるデフォルトの設定。個々の Lambda 関数はこ
れらの設定よりも優先されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 DefaultConfig は FunctionDefinitionVersion プロパ
ティタイプのプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Execution" : Execution (p. 4074)

YAML
Execution:
Execution (p. 4074)

プロパティ
Execution
AWS IoT Greengrass コアの Lambda 実行環境の設定。
必須: はい
タイプ: Execution (p. 4074)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionDefaultConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition Environment
AWS IoT Greengrass コアでの Lambda 関数の環境設定。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 Environment は FunctionConfiguration プロパティタイ
プのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessSysfs" : Boolean,
"Execution" : Execution (p. 4074),
"ResourceAccessPolicies" : [ ResourceAccessPolicy (p. 4079), ... ],
"Variables" : Json

YAML
AccessSysfs: Boolean
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Execution:
Execution (p. 4074)
ResourceAccessPolicies:
- ResourceAccessPolicy (p. 4079)
Variables: Json

プロパティ
AccessSysfs
関数にコアデバイスの /sys ディレクトリへのアクセスを許可するかどうかを示します。これによ
り、/sys からデバイス情報を読み取ることができます。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Execution
AWS IoT Greengrass での Lambda 実行環境の設定。
必須: いいえ
タイプ: Execution (p. 4074)
Update requires: Replacement
ResourceAccessPolicies
対応する読み取り専用または読み取り/書き込みの許可を含む、関数がアクセスできるグループ内のリ
ソースのリスト。リソースの最大数は 10 です。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ResourceAccessPolicy (p. 4079) のリスト
Update requires: Replacement
Variables
Lambda 関数の環境変数。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionConfigurationEnvironment」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition Execution
AWS IoT Greengrass コアの Lambda 実行環境の設定。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 Execution は関数定義バージョンの DefaultConfig プロパ
ティタイプのプロパティであり、関数の Environment プロパティタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IsolationMode" : String,
"RunAs" : RunAs (p. 4080)

YAML
IsolationMode: String
RunAs:
RunAs (p. 4080)

プロパティ
IsolationMode
Lambda 関数が実行されるコンテナ化。有効な値は GreengrassContainer または NoContainer
です。通常、これは GreengrassContainer です。詳細については、AWS IoT Greengrass Version
1 開発者ガイドの「コンテナ化」を参照してください。
• 関数定義バージョンの DefaultConfig プロパティに設定すると、この設定は、関数定義バージョ
ン内のすべての Lambda 関数に対するデフォルトのコンテナ化として使用されます。
• 関数の Environment プロパティに設定すると、この設定は、個々の関数に適用され、デフォルト
よりも優先されます。この値を省略して、デフォルトのコンテナ化で関数を実行します。

Note
ビジネスケースでコンテナ化なしで実行する必要がない限り、Greengrass コンテナで関数を
実行することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RunAs
Lambda 関数の実行に使用するユーザーおよびグループのアクセス許可。通常、これは ggc_user およ
び ggc_group です。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Run as」を
参照してください。
• 関数定義バージョンの DefaultConfig プロパティに設定すると、この設定は、関数定義バージョ
ン内のすべての Lambda 関数に対するデフォルトのアクセスアイデンティティとして使用されま
す。
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• 関数の Environment プロパティに設定すると、この設定は、個々の関数に適用され、デフォル
トよりも優先されます。ユーザー、グループ、またはその両方を上書きできます。この値を省略し
て、デフォルトの許可で関数を実行します。

Important
root ユーザーとして実行すると、データとデバイスに対するリスクが増大します。ビジネス
ケースで要求されている場合を除き、root (UID/GID=0) として実行しないでください。詳細
と要件については、「root としての Lambda 関数の実行」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: RunAs (p. 4080)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionExecutionConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition Function
関数は、 AWS IoT Greengrass グループから参照される Lambda 関数です。この関数は、ローカルで実行
される Greengrass コアにデプロイされます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガ
イドの「AWS IoT Greengrass Core での Lambda 関数の実行」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、FunctionDefinitionVersion プロパティタイプの
Functions プロパティに Function プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FunctionArn" : String,
"FunctionConfiguration" : FunctionConfiguration (p. 4076),
"Id" : String

YAML
FunctionArn: String
FunctionConfiguration:
FunctionConfiguration (p. 4076)
Id: String

プロパティ
FunctionArn
参照される Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FunctionConfiguration
Lambda 関数のグループ固有の設定。これらの設定により、Greengrass グループ内の関数の動作が設
定されます。
必須: はい
タイプ: FunctionConfiguration (p. 4076)
Update requires: Replacement
Id
関数のわかりやすい ID または任意の ID。この値は、関数定義バージョン内で一意である必要があり
ます。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Function」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition FunctionConfiguration
Lambda 関数のグループ固有の設定。これらの設定により、Greengrass グループ内の関数の動作が設定
されます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「グループ固有の設定による
Greengrass Lambda 関数の実行の制御」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 FunctionConfiguration は Function プロパティタイプの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncodingType" : String,
"Environment" : Environment (p. 4072),
"ExecArgs" : String,
"Executable" : String,
"MemorySize" : Integer,
"Pinned" : Boolean,
"Timeout" : Integer

YAML
EncodingType: String
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Environment:
Environment (p. 4072)
ExecArgs: String
Executable: String
MemorySize: Integer
Pinned: Boolean
Timeout: Integer

プロパティ
EncodingType
関数の入力ペイロードの予期されるエンコードタイプ。有効な値は、json (デフォルト) と binary
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Environment
関数の環境設定。
必須: いいえ
タイプ: Environment (p. 4072)
Update requires: Replacement
ExecArgs
実行引数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Executable
関数の実行可能ファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MemorySize
関数で必要なメモリサイズ (KB)。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
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Pinned
関数が固定される (または関数の存続期間を長くする) かどうかを示します。固定された関数は、コア
の起動時に開始され、同じコンテナ内のすべてのリクエストを処理します。デフォルト値は false で
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Timeout
関数が終了してからの許可された実行時間 (秒)。固定された関数では、リクエストごとにこのタイム
アウトが適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionConfiguration」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition FunctionDefinitionVersion
関数定義バージョンには、関数のリストが含まれます。

Note
デプロイする関数を含む関数定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、FunctionDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::FunctionDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティタ
イプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultConfig" : DefaultConfig (p. 4071),
"Functions" : [ Function (p. 4075), ... ]

YAML
DefaultConfig:
DefaultConfig (p. 4071)
Functions:
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- Function (p. 4075)

プロパティ
DefaultConfig
グループ内のすべての Lambda 関数に適用されるデフォルトの設定。個々の Lambda 関数はこれらの
設定よりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: DefaultConfig (p. 4071)
Update requires: Replacement
Functions
このバージョンの関数。
必須: はい
タイプ: Function (p. 4075) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition ResourceAccessPolicy
対応する読み取り専用または読み取り/書き込みの許可を含む、関数がアクセスできるグループ内のリソー
スのリスト。リソースの最大数は 10 です。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 ResourceAccessPolicy は Environment プロパティタイ
プのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Permission" : String,
"ResourceId" : String

YAML
Permission: String
ResourceId: String
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プロパティ
Permission
Lambda 関数がリソースに対して持っている読み取り専用または読み取り/書き込みのアクセス許可。
有効な値は ro または rw です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceId
リソースの ID。この ID は、リソース定義の作成時にリソースに割り当てられます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ResourceAccessPolicy」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinition RunAs
Lambda 関数の実行にアクセス許可が使用されるアクセスアイデンティティ。この設定は、グループに
指定されたデフォルトのアクセスアイデンティティ (デフォルトでは、ggc_user および ggc_group) より
も優先されます。ユーザー、グループ、またはその両方を上書きできます。詳細については、AWS IoT
Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Run as」を参照してください。

Important
root ユーザーとして実行すると、データとデバイスに対するリスクが増大します。ビジネスケー
スで要求されている場合を除き、root (UID/GID=0) として実行しないでください。詳細と要件に
ついては、「root としての Lambda 関数の実行」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 RunAs は Execution プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Gid" : Integer,
"Uid" : Integer

YAML
Gid: Integer
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Uid: Integer

プロパティ
Gid
Lambda 関数の実行にアクセス許可が使用されるグループ ID。コアデバイスで getent group コマンド
を使用して、グループ ID を検索できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Uid
Lambda 関数の実行にアクセス許可が使用されるユーザー ID。コアデバイスで getent passwd コマン
ドを使用して、ユーザー ID を検索できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionRunAsConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass の関数定義
バージョンを表します。関数定義バージョンには、関数のリストが含まれます。

Note
関数定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付ける関数定義の ID を指定する必要があ
ります。関数定義の作成については、「AWS::Greengrass::FunctionDefinition」を参照
してください。
デプロイする関数を含む関数定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追加す
る必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion",
"Properties" : {
"DefaultConfig" : DefaultConfig (p. 4084),
"FunctionDefinitionId" : String,
"Functions" : [ Function (p. 4088), ... ]
}
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}

YAML
Type: AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion
Properties:
DefaultConfig:
DefaultConfig (p. 4084)
FunctionDefinitionId: String
Functions:
- Function (p. 4088)

プロパティ
DefaultConfig
グループ内のすべての Lambda 関数に適用されるデフォルトの設定。個々の Lambda 関数はこれらの
設定よりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: DefaultConfig (p. 4084)
Update requires: Replacement
FunctionDefinitionId
このバージョンに関連付けられた関数定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Functions
このバージョンの関数。
必須: はい
タイプ: Function (p. 4088) のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
関数定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:greengrass:useast-1:123456789012:/greengrass/definition/
functions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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関数定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、関数定義と関数定義バージョンリソースを定義します。関数定義バージョンは、関
数定義を参照し、関数を含みます。この例では、Lambda 関数は別のスタックで作成され、ImportValue
関数を使用して参照されます。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestFunctionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::FunctionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestFunctionDefinition"
}
},
"TestFunctionDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion",
"Properties": {
"FunctionDefinitionId": {
"Fn::GetAtt": [
"TestFunctionDefinition",
"Id"
]
},
"DefaultConfig": {
"Execution": {
"IsolationMode": "GreengrassContainer"
}
},
"Functions": [
{
"Id": "TestLambda1",
"FunctionArn": {
"Fn::ImportValue": "TestCanaryLambdaVersionArn"
},
"FunctionConfiguration": {
"Pinned": "true",
"Executable": "run.exe",
"ExecArgs": "argument1",
"MemorySize": "512",
"Timeout": "2000",
"EncodingType": "binary",
"Environment": {
"Variables": {
"variable1": "value1"
},
"ResourceAccessPolicies": [
{
"ResourceId": "ResourceId1",
"Permission": "ro"
},
{
"ResourceId": "ResourceId2",
"Permission": "rw"
}
],
"AccessSysfs": "false",
"Execution": {
"RunAs": {
"Uid": "1",
"Gid": "10"
}
}
}
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}

}

]

}

}

YAML
TestFunctionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::FunctionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestFunctionDefinition
TestFunctionDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion'
Properties:
FunctionDefinitionId: !GetAtt
- TestFunctionDefinition
- Id
DefaultConfig:
Execution:
IsolationMode: GreengrassContainer
Functions:
- Id: TestLambda1
FunctionArn: !ImportValue TestCanaryLambdaVersionArn
FunctionConfiguration:
Pinned: 'true'
Executable: run.exe
ExecArgs: argument1
MemorySize: '512'
Timeout: '2000'
EncodingType: binary
Environment:
Variables:
variable1: value1
ResourceAccessPolicies:
- ResourceId: ResourceId1
Permission: ro
- ResourceId: ResourceId2
Permission: rw
AccessSysfs: 'false'
Execution:
RunAs:
Uid: '1'
Gid: '10'

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateFunctionDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion DefaultConfig
関数定義のバージョンのすべての Lambda 関数に適用されるデフォルトの設定。個々の Lambda 関数はこ
れらの設定よりも優先されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 DefaultConfig は
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Execution" : Execution (p. 4086)

YAML
Execution:
Execution (p. 4086)

プロパティ
Execution
AWS IoT Greengrass コアの Lambda 実行環境の設定。
必須: はい
タイプ: Execution (p. 4086)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionDefaultConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion Environment
AWS IoT Greengrass コアでの Lambda 関数の環境設定。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 Environment は FunctionConfiguration プロパティタイ
プのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessSysfs" : Boolean,
"Execution" : Execution (p. 4086),
"ResourceAccessPolicies" : [ ResourceAccessPolicy (p. 4091), ... ],
"Variables" : Json

YAML
AccessSysfs: Boolean
Execution:
Execution (p. 4086)
ResourceAccessPolicies:
- ResourceAccessPolicy (p. 4091)
Variables: Json

API バージョン 2010-05-15
4085

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

プロパティ
AccessSysfs
関数にコアデバイスの /sys ディレクトリへのアクセスを許可するかどうかを示します。これによ
り、/sys からデバイス情報を読み取ることができます。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Execution
AWS IoT Greengrass での Lambda 実行環境の設定。
必須: いいえ
タイプ: Execution (p. 4086)
Update requires: Replacement
ResourceAccessPolicies
対応する読み取り専用または読み取り/書き込みの許可を含む、関数がアクセスできるグループ内のリ
ソースのリスト。リソースの最大数は 10 です。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ResourceAccessPolicy (p. 4091) のリスト
Update requires: Replacement
Variables
Lambda 関数の環境変数。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionConfigurationEnvironment」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion Execution
AWS IoT Greengrass コアの Lambda 実行環境の設定。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 Execution は関数定義バージョンの DefaultConfig プロパ
ティタイプのプロパティであり、関数の Environment プロパティタイプです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IsolationMode" : String,
"RunAs" : RunAs (p. 4092)

YAML
IsolationMode: String
RunAs:
RunAs (p. 4092)

プロパティ
IsolationMode
Lambda 関数が実行されるコンテナ化。有効な値は GreengrassContainer または NoContainer
です。通常、これは GreengrassContainer です。詳細については、AWS IoT Greengrass Version
1 開発者ガイドの「コンテナ化」を参照してください。
• 関数定義バージョンの DefaultConfig プロパティに設定すると、この設定は、関数定義バージョ
ン内のすべての Lambda 関数に対するデフォルトのコンテナ化として使用されます。
• 関数の Environment プロパティに設定すると、この設定は、個々の関数に適用され、デフォルト
よりも優先されます。この値を省略して、デフォルトのコンテナ化で関数を実行します。

Note
ビジネスケースでコンテナ化なしで実行する必要がない限り、Greengrass コンテナで関数を
実行することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RunAs
Lambda 関数の実行に使用するユーザーおよびグループのアクセス許可。通常、これは ggc_user およ
び ggc_group です。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Run as」を
参照してください。
• 関数定義バージョンの DefaultConfig プロパティに設定すると、この設定は、関数定義バージョ
ン内のすべての Lambda 関数に対するデフォルトのアクセスアイデンティティとして使用されま
す。
• 関数の Environment プロパティに設定すると、この設定は、個々の関数に適用され、デフォル
トよりも優先されます。ユーザー、グループ、またはその両方を上書きできます。この値を省略し
て、デフォルトの許可で関数を実行します。

Important
root ユーザーとして実行すると、データとデバイスに対するリスクが増大します。ビジネス
ケースで要求されている場合を除き、root (UID/GID=0) として実行しないでください。詳細
と要件については、「root としての Lambda 関数の実行」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: RunAs (p. 4092)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionExecutionConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion Function
関数は、 AWS IoT Greengrass グループから参照される Lambda 関数です。この関数は、ローカルで実行
される Greengrass コアにデプロイされます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガ
イドの「AWS IoT Greengrass Core での Lambda 関数の実行」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion リソー
スの Functions プロパティに Function プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FunctionArn" : String,
"FunctionConfiguration" : FunctionConfiguration (p. 4089),
"Id" : String

YAML
FunctionArn: String
FunctionConfiguration:
FunctionConfiguration (p. 4089)
Id: String

プロパティ
FunctionArn
参照される Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FunctionConfiguration
Lambda 関数のグループ固有の設定。これらの設定により、Greengrass グループ内の関数の動作が設
定されます。
必須: はい
タイプ: FunctionConfiguration (p. 4089)
Update requires: Replacement
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Id
関数のわかりやすい ID または任意の ID。この値は、関数定義バージョン内で一意である必要があり
ます。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Function」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion FunctionConfiguration
Lambda 関数のグループ固有の設定。これらの設定により、Greengrass グループ内の関数の動作が設定
されます。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「グループ固有の設定による
Greengrass Lambda 関数の実行の制御」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 FunctionConfiguration は Function プロパティタイプの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EncodingType" : String,
"Environment" : Environment (p. 4085),
"ExecArgs" : String,
"Executable" : String,
"MemorySize" : Integer,
"Pinned" : Boolean,
"Timeout" : Integer

YAML
EncodingType: String
Environment:
Environment (p. 4085)
ExecArgs: String
Executable: String
MemorySize: Integer
Pinned: Boolean
Timeout: Integer

プロパティ
EncodingType
関数の入力ペイロードの予期されるエンコードタイプ。有効な値は、json (デフォルト) と binary
です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Environment
関数の環境設定。
必須: いいえ
タイプ: Environment (p. 4085)
Update requires: Replacement
ExecArgs
実行引数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Executable
関数の実行可能ファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MemorySize
関数で必要なメモリサイズ (KB)。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Pinned
関数が固定される (または関数の存続期間を長くする) かどうかを示します。固定された関数は、コア
の起動時に開始され、同じコンテナ内のすべてのリクエストを処理します。デフォルト値は false で
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Timeout
関数が終了してからの許可された実行時間 (秒)。固定された関数では、リクエストごとにこのタイム
アウトが適用されます。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionConfiguration」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion ResourceAccessPolicy
対応する読み取り専用または読み取り/書き込みの許可を含む、関数がアクセスできるグループ内のリソー
スのリスト。リソースの最大数は 10 です。

Note
このプロパティは、Greengrass コンテナで実行される Lambda 関数にのみ適用されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 ResourceAccessPolicy は Environment プロパティタイ
プのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Permission" : String,
"ResourceId" : String

YAML
Permission: String
ResourceId: String

プロパティ
Permission
Lambda 関数がリソースに対して持っている読み取り専用または読み取り/書き込みのアクセス許可。
有効な値は ro または rw です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceId
リソースの ID。この ID は、リソース定義の作成時にリソースに割り当てられます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ResourceAccessPolicy」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion RunAs
Lambda 関数の実行に使用するユーザーおよびグループのアクセス許可。この設定は、グループに指定さ
れたデフォルトのアクセスアイデンティティ (デフォルトでは、ggc_user および ggc_group) よりも優先さ
れます。ユーザー、グループ、またはその両方を上書きできます。詳細については、AWS IoT Greengrass
Version 1 開発者ガイドの「Run as」を参照してください。

Important
root ユーザーとして実行すると、データとデバイスに対するリスクが増大します。ビジネスケー
スで要求されている場合を除き、root (UID/GID=0) として実行しないでください。詳細と要件に
ついては、「root としての Lambda 関数の実行」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 RunAs は Execution プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Gid" : Integer,
"Uid" : Integer

YAML
Gid: Integer
Uid: Integer

プロパティ
Gid
Lambda 関数の実行にアクセス許可が使用されるグループ ID。コアデバイスで getent group コマンド
を使用して、グループ ID を検索できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Uid
Lambda 関数の実行にアクセス許可が使用されるユーザー ID。コアデバイスで getent passwd コマン
ドを使用して、ユーザー ID を検索できます。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「FunctionRunAsConfig」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::Group
AWS IoT Greengrass では、AWS をエッジデバイスにシームレスに拡張します。それによりエッジデバイ
スは、管理、分析、耐久性のあるストレージのためにクラウドを使用しながら、生成したデータに基づい
てローカルで動作することが可能になります。AWS IoT Greengrass を使用すると、接続されたデバイス
で AWS Lambda 関数を実行し、機械学習モデルに基づいて予測を実行し、デバイスデータを常に同期さ
せ、他のデバイスと安全に通信できます。これはインターネットに接続していないときでも可能です。詳
細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド を参照してください。

Note
AWS Region のサポートについては、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド の AWS
CloudFormation Support for AWS IoT Greengrass を参照してください。
AWS::Greengrass::Group リソースは、AWS IoT Greengrass のグループを表します。AWS IoT
Greengrass API では、グループはグループバージョンを整理するために使用されます。
グループは、複数のグループバージョンを参照できます。すべてのグループバージョンは、グループに関
連付けられている必要があります。グループバージョンは、デバイス定義バージョン、サブスクリプショ
ン定義バージョン、および Greengrass コアデバイスにデプロイするコンポーネントが含まれているその
他のバージョンタイプを参照します。
グループバージョンをデプロイするには、グループバージョンが、1 つのコアが含まれているコア定義
バージョンを参照する必要があります。その他のバージョンタイプは、ビジネスニーズに応じてオプショ
ンで含まれます。

Note
グループを作成する場合、オプションで最初のグループのバージョンを含めることができます。
後でグループバージョンを関連付けるには、AWS::Greengrass::GroupVersion リソースを作
成し、このグループの ID を指定します。
グループコンポーネント (デバイス、サブスクリプション、または関数) を変更するには、新しい
バージョンを作成する必要があります。これは、バージョンが変更不可であるためです。たとえ
ば、関数を追加するには、新しい関数を含む関数定義バージョン (およびデプロイする他のすべて
の関数) を作成します。次に、新しい関数定義バージョン (およびデプロイする他のすべてのバー
ジョンをタイプ) を参照するグループバージョンを作成します。
グループバージョンのデプロイ
AWS CloudFormation テンプレートでグループバージョンを作成した後、 AWS CLI で、または AWS
IoT コンソールの Greengrass ノードで aws greengrass create-deployment コマンドを使用して、デプ
ロイすることができます。グループバージョンをデプロイするには、AWS account に関連付けられた
Greengrass サービスロールが必要です。詳細については、「AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイ
ド」 の「AWS IoT Greengrass の AWS CloudFormation サポート」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::Group",
"Properties" : {
"InitialVersion" : GroupVersion (p. 4104),
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::Group
Properties:
InitialVersion:
GroupVersion (p. 4104)
Name: String
RoleArn: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
グループ作成時に含めるグループバージョン。グループバージョンは、コア定義バージョン、デバ
イス定義バージョン、サブスクリプション定義バージョン、およびその他のバージョンタイプの
Amazon Resource Name (ARN) を参照します。グループバージョンは、1 つのコアが含まれているコ
ア定義バージョンを参照する必要があります。その他のバージョンタイプは、ビジネスニーズに応じ
てオプションで含まれます。

Note
グループ作成後にグループバージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::GroupVersion リソースを作成し、このグループの ID を指定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: GroupVersion (p. 4104)
Update requires: Replacement
Name
グループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
グループにアタッチされた IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。このロールには、Lambda
関数とコネクタが他の AWS のサービスとやり取りするために使用する許可が含まれています。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
グループにアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用して、AWS
IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類すること
もできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
グループの ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など) このリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Group の ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/groups/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
Id
Group の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
Group に追加された最後の GroupVersion の ARN (arn:aws:greengrass:useast-1:123456789012:/greengrass/definition/
groups/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
Group 名 (MyGroup など)。
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RoleArn
Group にアタッチされている IAM ロールの ARN (arn:aws:iam::123456789012:role/rolename など)。
RoleAttachedAt
グループロールが Group にアタッチされた時間 (エポックからのミリ秒単位)。

例
グループの作成
次のテンプレートは、コア、デバイス、関数、ロガー、サブスクリプション、および 2 つのリソースを定
義し、グループバージョンからそれらを参照します。
このテンプレートには、コアとデバイスの証明書の ARN、およびソース Lambda 関数 (AWS Lambda リ
ソース) の ARN を指定できるパラメータが含まれます。ID、ARN、および Greengrass リソースの作成に
必要なその他の属性を参照するため、Ref および GetAtt 組み込み関数を使用します。

Note
AWS CloudFormation テンプレートでグループバージョンを作成した後、AWS CLI で、または
AWS IoT コンソールのグループ設定ページで aws greengrass create-deployment コマンドを使用
して、デプロイすることができます。グループバージョンをデプロイするには、AWS account に
関連付けられた Greengrass サービスロールが必要です。詳細については、AWS IoT Greengrass
Version 1 開発者ガイド の「AWS IoT Greengrass の AWS CloudFormation サポート」を参照し
てください。

JSON
{

"Description": "AWS IoT Greengrass example template that creates a group version with a
core, device, function, logger, subscription, and resources.",
"Parameters": {
"CoreCertificateArn": {
"Type": "String"
},
"DeviceCertificateArn": {
"Type": "String"
},
"LambdaVersionArn": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"TestCore1": {
"Type": "AWS::IoT::Thing",
"Properties": {
"ThingName": "TestCore1"
}
},
"TestCoreDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::CoreDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestCoreDefinition"
}
},
"TestCoreDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion",
"Properties": {
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"CoreDefinitionId": {
"Ref": "TestCoreDefinition"
},
"Cores": [
{
"Id": "TestCore1",
"CertificateArn": {
"Ref": "CoreCertificateArn"
},
"SyncShadow": "false",
"ThingArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestCore1"
]
]
}
}
]

}
},
"TestDevice1": {
"Type": "AWS::IoT::Thing",
"Properties": {
"ThingName": "TestDevice1"
}
},
"TestDeviceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::DeviceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestDeviceDefinition"
}
},
"TestDeviceDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion",
"Properties": {
"DeviceDefinitionId": {
"Fn::GetAtt": [
"TestDeviceDefinition",
"Id"
]
},
"Devices": [
{
"Id": "TestDevice1",
"CertificateArn": {
"Ref": "DeviceCertificateArn"
},
"SyncShadow": "true",
"ThingArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
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}

]

}

}

]

]

"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestDevice1"

},
"TestFunctionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::FunctionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestFunctionDefinition"
}
},
"TestFunctionDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion",
"Properties": {
"FunctionDefinitionId": {
"Fn::GetAtt": [
"TestFunctionDefinition",
"Id"
]
},
"DefaultConfig": {
"Execution": {
"IsolationMode": "GreengrassContainer"
}
},
"Functions": [
{
"Id": "TestLambda1",
"FunctionArn": {
"Ref": "LambdaVersionArn"
},
"FunctionConfiguration": {
"Pinned": "true",
"Executable": "run.exe",
"ExecArgs": "argument1",
"MemorySize": "512",
"Timeout": "2000",
"EncodingType": "binary",
"Environment": {
"Variables": {
"variable1": "value1"
},
"ResourceAccessPolicies": [
{
"ResourceId": "ResourceId1",
"Permission": "ro"
},
{
"ResourceId": "ResourceId2",
"Permission": "rw"
}
],
"AccessSysfs": "false",
"Execution": {
"IsolationMode": "GreengrassContainer",
"RunAs": {
"Uid": "1",
"Gid": "10"
}
}
}
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}

]

}

}

},
"TestLoggerDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::LoggerDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestLoggerDefinition"
}
},
"TestLoggerDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion",
"Properties": {
"LoggerDefinitionId": {
"Ref": "TestLoggerDefinition"
},
"Loggers": [
{
"Id": "TestLogger1",
"Type": "AWSCloudWatch",
"Component": "GreengrassSystem",
"Level": "INFO"
}
]
}
},
"TestResourceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::ResourceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestResourceDefinition"
}
},
"TestResourceDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion",
"Properties": {
"ResourceDefinitionId": {
"Ref": "TestResourceDefinition"
},
"Resources": [
{
"Id": "ResourceId1",
"Name": "LocalDeviceResource",
"ResourceDataContainer": {
"LocalDeviceResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath1",
"GroupOwnerSetting": {
"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"
}
}
}
},
{
"Id": "ResourceId2",
"Name": "LocalVolumeResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"LocalVolumeResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath2",
"DestinationPath": "/volumes/TestDestinationPath2",
"GroupOwnerSetting": {
"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"
}
}
}
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]

}

}
},
"TestSubscriptionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestSubscriptionDefinition"
}
},
"TestSubscriptionDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion",
"Properties": {
"SubscriptionDefinitionId": {
"Ref": "TestSubscriptionDefinition"
},
"Subscriptions": [
{
"Id": "TestSubscription1",
"Source": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestDevice1"
]
]
},
"Subject": "TestSubjectUpdated",
"Target": {
"Ref": "LambdaVersionArn"
}
}
]
}
},
"TestGroup": {
"Type": "AWS::Greengrass::Group",
"Properties": {
"Name": "DemoTestGroupNewName",
"RoleArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iam:",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"role/TestUser"
]
]
},
"InitialVersion": {
"CoreDefinitionVersionArn": {
"Ref": "TestCoreDefinitionVersion"
},
"DeviceDefinitionVersionArn": {
"Ref": "TestDeviceDefinitionVersion"
},
"FunctionDefinitionVersionArn": {
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"Ref": "TestFunctionDefinitionVersion"
},
"SubscriptionDefinitionVersionArn": {
"Ref": "TestSubscriptionDefinitionVersion"
},
"LoggerDefinitionVersionArn": {
"Ref": "TestLoggerDefinitionVersion"
},
"ResourceDefinitionVersionArn": {
"Ref": "TestResourceDefinitionVersion"
}

}

}

}

}

},
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

YAML
Description: >AWS IoT Greengrass example template that creates a group version with a core,
device, function, logger, subscription, and resources.
Parameters:
CoreCertificateArn:
Type: String
DeviceCertificateArn:
Type: String
LambdaVersionArn:
Type: String
Resources:
TestCore1:
Type: 'AWS::IoT::Thing'
Properties:
ThingName: TestCore1
TestCoreDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::CoreDefinition'
Properties:
Name: DemoTestCoreDefinition
TestCoreDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion'
Properties:
CoreDefinitionId: !Ref TestCoreDefinition
Cores:
- Id: TestCore1
CertificateArn: !Ref CoreCertificateArn
SyncShadow: 'false'
ThingArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestCore1
TestDevice1:
Type: 'AWS::IoT::Thing'
Properties:
ThingName: TestDevice1
TestDeviceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::DeviceDefinition'
Properties:
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Name: DemoTestDeviceDefinition
TestDeviceDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion'
Properties:
DeviceDefinitionId: !GetAtt
- TestDeviceDefinition
- Id
Devices:
- Id: TestDevice1
CertificateArn: !Ref DeviceCertificateArn
SyncShadow: 'true'
ThingArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1
TestFunctionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::FunctionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestFunctionDefinition
TestFunctionDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion'
Properties:
FunctionDefinitionId: !GetAtt
- TestFunctionDefinition
- Id
DefaultConfig:
Execution:
IsolationMode: GreengrassContainer
Functions:
- Id: TestLambda1
FunctionArn: !Ref LambdaVersionArn
FunctionConfiguration:
Pinned: 'true'
Executable: run.exe
ExecArgs: argument1
MemorySize: '512'
Timeout: '2000'
EncodingType: binary
Environment:
Variables:
variable1: value1
ResourceAccessPolicies:
- ResourceId: ResourceId1
Permission: ro
- ResourceId: ResourceId2
Permission: rw
AccessSysfs: 'false'
Execution:
IsolationMode: GreengrassContainer
RunAs:
Uid: '1'
Gid: '10'
TestLoggerDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::LoggerDefinition'
Properties:
Name: DemoTestLoggerDefinition
TestLoggerDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion'
Properties:
LoggerDefinitionId: !Ref TestLoggerDefinition
Loggers:
- Id: TestLogger1
Type: AWSCloudWatch
Component: GreengrassSystem
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Level: INFO
TestResourceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::ResourceDefinition'
Properties:
Name: DemoTestResourceDefinition
TestResourceDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion'
Properties:
ResourceDefinitionId: !Ref TestResourceDefinition
Resources:
- Id: ResourceId1
Name: LocalDeviceResource
ResourceDataContainer:
LocalDeviceResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath1
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
- Id: ResourceId2
Name: LocalVolumeResourceData
ResourceDataContainer:
LocalVolumeResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath2
DestinationPath: /volumes/TestDestinationPath2
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
TestSubscriptionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestSubscriptionDefinition
TestSubscriptionDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion'
Properties:
SubscriptionDefinitionId: !Ref TestSubscriptionDefinition
Subscriptions:
- Id: TestSubscription1
Source: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1
Subject: TestSubjectUpdated
Target: !Ref LambdaVersionArn
TestGroup:
Type: 'AWS::Greengrass::Group'
Properties:
Name: DemoTestGroupNewName
RoleArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iam:'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- role/TestUser
InitialVersion:
CoreDefinitionVersionArn: !Ref TestCoreDefinitionVersion
DeviceDefinitionVersionArn: !Ref TestDeviceDefinitionVersion
FunctionDefinitionVersionArn: !Ref TestFunctionDefinitionVersion
SubscriptionDefinitionVersionArn: !Ref TestSubscriptionDefinitionVersion
LoggerDefinitionVersionArn: !Ref TestLoggerDefinitionVersion
ResourceDefinitionVersionArn: !Ref TestResourceDefinitionVersion
Tags:
KeyName0: value
KeyName1: value
KeyName2: value

API バージョン 2010-05-15
4103

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateGroup」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::Group GroupVersion
コア定義バージョン、デバイス定義バージョン、サブスクリプション定義バージョン、および Greengrass
コアデバイスにデプロイするコンポーネントが含まれているその他のバージョンタイプを参照する AWS
IoT Greengrass のグループバージョン。グループバージョンは、1 つのコアが含まれているコア定義バー
ジョンを参照する必要があります。その他のバージョンタイプは、ビジネスニーズに応じてオプションで
含まれます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、GroupVersion は AWS::Greengrass::Group リソースの
InitialVersion プロパティのプロパティタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectorDefinitionVersionArn" : String,
"CoreDefinitionVersionArn" : String,
"DeviceDefinitionVersionArn" : String,
"FunctionDefinitionVersionArn" : String,
"LoggerDefinitionVersionArn" : String,
"ResourceDefinitionVersionArn" : String,
"SubscriptionDefinitionVersionArn" : String

YAML
ConnectorDefinitionVersionArn: String
CoreDefinitionVersionArn: String
DeviceDefinitionVersionArn: String
FunctionDefinitionVersionArn: String
LoggerDefinitionVersionArn: String
ResourceDefinitionVersionArn: String
SubscriptionDefinitionVersionArn: String

プロパティ
ConnectorDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするコネクタを含むコネクタ定義バージョンの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CoreDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするコアを含むコア定義バージョンの ARN。現在、コア定義バージョ
ンに含めることができるコアは 1 つだけです。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeviceDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするデバイスを含むデバイス定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FunctionDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイする関数を含む関数定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LoggerDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするロガーを含むロガー定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするリソースを含むリソース定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubscriptionDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするサブスクリプションを含むサブスクリプション定義バージョンの
ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「GroupVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド
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AWS::Greengrass::GroupVersion
AWS::Greengrass::GroupVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のグループバージョンを表し
ます。グループバージョンは、コア定義バージョン、デバイス定義バージョン、サブスクリプション定
義バージョン、および Greengrass コアデバイスにデプロイするコンポーネントが含まれているその他の
バージョンタイプを参照します。グループバージョンは、1 つのコアが含まれているコア定義バージョン
を参照する必要があります。その他のバージョンタイプは、ビジネスニーズに応じてオプションで含まれ
ます。

Note
グループバージョンを作成するには、バージョンに関連付けるグループの ID を指定する必要があ
ります。グループの作成の詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::GroupVersion",
"Properties" : {
"ConnectorDefinitionVersionArn" : String,
"CoreDefinitionVersionArn" : String,
"DeviceDefinitionVersionArn" : String,
"FunctionDefinitionVersionArn" : String,
"GroupId" : String,
"LoggerDefinitionVersionArn" : String,
"ResourceDefinitionVersionArn" : String,
"SubscriptionDefinitionVersionArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::GroupVersion
Properties:
ConnectorDefinitionVersionArn: String
CoreDefinitionVersionArn: String
DeviceDefinitionVersionArn: String
FunctionDefinitionVersionArn: String
GroupId: String
LoggerDefinitionVersionArn: String
ResourceDefinitionVersionArn: String
SubscriptionDefinitionVersionArn: String

プロパティ
ConnectorDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするコネクタを含むコネクタ定義バージョンの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
4106

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

CoreDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするコアを含むコア定義バージョンの ARN。現在、コア定義バージョ
ンに含めることができるコアは 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeviceDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするデバイスを含むデバイス定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FunctionDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイする関数を含む関数定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupId
このバージョンに関連付けられたグループの ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LoggerDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするロガーを含むロガー定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするリソースを含むリソース定義バージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubscriptionDefinitionVersionArn
グループバージョンでデプロイするサブスクリプションを含むサブスクリプション定義バージョンの
ARN。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
グループバージョンの ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/
greengrass/definition/groups/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateGroupVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::LoggerDefinition
AWS::Greengrass::LoggerDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のロガー定義を表しま
す。ロガー定義は、ロガー定義のバージョンを整理するために使用されます。
ロガー定義は、複数のロガー定義バージョンを参照できます。すべてのロガー定義バージョンは、ロガー
定義に関連付けられている必要があります。各ロガー定義バージョンは、1 つ以上のロガーを含めること
ができます。

Note
ロガー定義を作成するときに、オプションで最初のロガー定義バージョ
ンを含めることができます。ロガー定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion リソースを作成し、このロガー定義の
ID を指定します。
デプロイするロガーを含むロガー定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追
加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::LoggerDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : LoggerDefinitionVersion (p. 4112),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::LoggerDefinition
Properties:
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InitialVersion:
LoggerDefinitionVersion (p. 4112)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
ロガー定義を作成したときに含めるロガー定義バージョン。ロガー定義バージョンには、logger プ
ロパティタイプのリストが含まれます。

Note
ロガー定義が作成された後にロガー定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion リソースを作成し、このロガー定
義の ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: LoggerDefinitionVersion (p. 4112)
Update requires: Replacement
Name
ロガー定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ロガー定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用し
て、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類す
ることもできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: :
1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、ロガー定義バージョンの ID。
API バージョン 2010-05-15
4109

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、LoggerDefinition の Amazon
リソースネーム (ARN)。
Id
LoggerDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
LoggerDefinition に追加された最後の LoggerDefinitionVersion の
ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
LoggerDefinition 名 (MyLoggerDefinition など)。

例
ロガー定義スニペット
次のスニペットでは、ロガーを含む初期バージョンでロガー定義リソースを定義します。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestLoggerDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::LoggerDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestLoggerDefinition",
"InitialVersion": {
"Loggers": [
{
"Id": "TestLogger1",
"Type": "FileSystem",
"Component": "GreengrassSystem",
"Level": "INFO",
"Space": "128"
}
]
}
}
}

YAML
TestLoggerDefinition:
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Type: 'AWS::Greengrass::LoggerDefinition'
Properties:
Name: DemoTestLoggerDefinition
InitialVersion:
Loggers:
- Id: TestLogger1
Type: FileSystem
Component: GreengrassSystem
Level: INFO
Space: '128'

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateLoggerDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::LoggerDefinition Logger
AWS IoT Greengrass グループのログ記録設定を表すロガー。これは、CloudWatch とコアデバイスのロー
カルファイルシステムに保存できます。ログエントリにはすべて、タイムスタンプ、ログレベル、イベ
ントに関する情報が含まれています。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの
「AWS IoT Greengrass ログを使用したモニタリング」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、LoggerDefinitionVersion プロパティタイプの Loggers
プロパティに Logger プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Component" : String,
"Id" : String,
"Level" : String,
"Space" : Integer,
"Type" : String

YAML
Component: String
Id: String
Level: String
Space: Integer
Type: String

プロパティ
Component
ログイベントのソース。有効な値は GreengrassSystem または Lambda で
す。GreengrassSystem を使用すると、Greengrass システムコンポーネントのイベントがログに
記録されます。Lambda を使用すると、ユーザー定義の Lambda 関数のイベントがログに記録されま
す。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
ロガーのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、ロガー定義バージョン内で一意である必要が
あります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Level
ログレベルのしきい値。このしきい値に達しないログイベントは除外され、保存されません。有効な
値は DEBUG、INFO (推奨)、WARN、ERROR、または FATAL です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Space
ローカルファイルシステムにログを書き込むときに使用するファイルスペースの量 (KB)。このプロパ
ティは CloudWatch Logs に適用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Type
ログイベントのストレージメカニズム。有効な値は FileSystem または AWSCloudWatch
です。AWSCloudWatch を使用する場合、ログイベントは、CloudWatch Logs に送信されま
す。FileSystem を使用すると、ログイベントはローカルファイルシステムに保存されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Logger」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::LoggerDefinition LoggerDefinitionVersion
ロガー定義バージョンには、ロガーのリストが含まれます。

Note
デプロイするロガーを含むロガー定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追
加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくださ
い。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、LoggerDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::LoggerDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティタイ
プです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Loggers" : [ Logger (p. 4111), ... ]

YAML
Loggers:
- Logger (p. 4111)

プロパティ
Loggers
このバージョンのロガー。
必須: はい
タイプ: Logger (p. 4111) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「LoggerDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion
AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のロガー定義
バージョンを表します。ロガー定義バージョンには、ロガーのリストが含まれます。

Note
ロガー定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるロガー定
義の ID を指定する必要があります。ロガー定義の作成方法については、
「AWS::Greengrass::LoggerDefinition」を参照してください。
デプロイするロガーを含むロガー定義バージョンを作成した後、それをグループバージョンに追
加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion",
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}

"Properties" : {
"LoggerDefinitionId" : String,
"Loggers" : [ Logger (p. 4115), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion
Properties:
LoggerDefinitionId: String
Loggers:
- Logger (p. 4115)

プロパティ
LoggerDefinitionId
このバージョンに関連付けられたロガー定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Loggers
このバージョンのロガー。
必須: はい
タイプ: Logger (p. 4115) のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ロガー定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:greengrass:useast-1:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95afb5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ロガー定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、ロガー定義とロガー定義バージョンリソースを定義します。ロガー定義バージョン
は、ロガー定義を参照し、ロガーを含みます。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestLoggerDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::LoggerDefinition",
"Properties": {
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}

"Name": "DemoTestLoggerDefinition"

},
"TestLoggerDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion",
"Properties": {
"LoggerDefinitionId": {
"Ref": "TestLoggerDefinition"
},
"Loggers": [
{
"Id": "TestLogger1",
"Type": "FileSystem",
"Component": "GreengrassSystem",
"Level": "INFO",
"Space": "128"
}
]
}
}

YAML
TestLoggerDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::LoggerDefinition'
Properties:
Name: DemoTestLoggerDefinition
TestLoggerDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion'
Properties:
LoggerDefinitionId: !Ref TestLoggerDefinition
Loggers:
- Id: TestLogger1
Type: FileSystem
Component: GreengrassSystem
Level: INFO
Space: '128'

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateLoggerDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion Logger
AWS IoT Greengrass グループのログ記録設定を表すロガー。これは、CloudWatch とコアデバイスのロー
カルファイルシステムに保存できます。ログエントリにはすべて、タイムスタンプ、ログレベル、イベ
ントに関する情報が含まれています。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの
「AWS IoT Greengrass ログを使用したモニタリング」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion リソース
の Loggers プロパティに Logger プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Component" : String,
"Id" : String,
"Level" : String,
"Space" : Integer,
"Type" : String

YAML
Component: String
Id: String
Level: String
Space: Integer
Type: String

プロパティ
Component
ログイベントのソース。有効な値は GreengrassSystem または Lambda で
す。GreengrassSystem を使用すると、Greengrass システムコンポーネントのイベントがログに
記録されます。Lambda を使用すると、ユーザー定義の Lambda 関数のイベントがログに記録されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Id
ロガーのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、ロガー定義バージョン内で一意である必要が
あります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Level
ログレベルのしきい値。このしきい値に達しないログイベントは除外され、保存されません。有効な
値は DEBUG、INFO (推奨)、WARN、ERROR、または FATAL です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Space
ローカルファイルシステムにログを書き込むときに使用するファイルスペースの量 (KB)。このプロパ
ティは CloudWatch Logs に適用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
4116

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass

Type
ログイベントのストレージメカニズム。有効な値は FileSystem または AWSCloudWatch
です。AWSCloudWatch を使用する場合、ログイベントは、CloudWatch Logs に送信されま
す。FileSystem を使用すると、ログイベントはローカルファイルシステムに保存されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Logger」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition
AWS::Greengrass::ResourceDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のリソース定義を表し
ます。リソース定義は、リソース定義のバージョンを整理するために使用されます。
リソース定義は、複数のリソース定義バージョンを参照できます。すべてのリソース定義バージョンは、
リソース定義に関連付けられている必要があります。各リソース定義バージョンは、1 つ以上のリソース
を含めることができます。(AWS CloudFormation では、リソースは名前付きリソースインスタンスです)。

Note
リソース定義を作成するときに、オプションで最初のリソース定義バージョ
ンを含めることができます。リソース定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion リソースを作成し、このリソース定
義の ID を指定します。
デプロイするリソースを含むリソース定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::ResourceDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : ResourceDefinitionVersion (p. 4126),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::ResourceDefinition
Properties:
InitialVersion:
ResourceDefinitionVersion (p. 4126)
Name: String
Tags: Json
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プロパティ
InitialVersion
リソース定義を作成したときに含めるリソース定義バージョン。リソース定義バージョンに
は、resource instance プロパティタイプのリストが含まれます。

Note
リソース定義が作成された後にリソース定義バージョンを関連付けるに
は、AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion リソースを作成し、このリソー
ス定義の ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ResourceDefinitionVersion (p. 4126)
Update requires: Replacement
Name
リソース定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
リソース定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグを使用し
て、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソースを分類す
ることもできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の「AWS IoT
Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
リソース定義の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など) このリソースの論理 ID を組み
込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/definition/
resources/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、ResourceDefinition の
Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
ResourceDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
ResourceDefinition に追加された最後の ResourceDefinitionVersion
の ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/resources/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
ResourceDefinition 名 (MyResourceDefinition など)。

例
リソース定義スニペット
次のスニペットでは、リソースの各タイプを含む初期バージョンでリソース定義リソースを定義します。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestResourceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::ResourceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestResourceDefinition",
"InitialVersion": {
"Resources": [
{
"Id": "ResourceId1",
"Name": "LocalDeviceResource",
"ResourceDataContainer": {
"LocalDeviceResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath1",
"GroupOwnerSetting": {
"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"
}
}
}
},
{
"Id": "ResourceId2",
"Name": "LocalVolumeResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"LocalVolumeResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath2",
"DestinationPath": "/volumes/TestDestinationPath2",
"GroupOwnerSetting": {
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},
{

},
{

},
{

}

}

}

"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"

"Id": "ResourceId3",
"Name": "SageMakerMachineLearningModelResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"SageMakerMachineLearningModelResourceData": {
"SageMakerJobArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:sagemaker",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"training-job/testJob"
]
]
},
"DestinationPath": "/sagemakermodels/TestDestinationPath3"
}
}
"Id": "ResourceId4",
"Name": "S3MachineLearningModelResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"S3MachineLearningModelResourceData": {
"S3Uri": "http://testBucket.s3.amazonaws.com/testUri.zip",
"DestinationPath": "/mlModels/TestDestinationPath4"
}
}
"Id": "ResourceId5",
"Name": "SecretsManagerSecretResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"SecretsManagerSecretResourceData": {
"ARN": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:secretsmanager",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"secret:testARN"
]
]
},
"AdditionalStagingLabelsToDownload": [
"label1",
"label2"
]
}
}
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}

}

}

]

}

YAML
TestResourceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::ResourceDefinition'
Properties:
Name: DemoTestResourceDefinition
TestResourceDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion'
Properties:
ResourceDefinitionId: !Ref TestResourceDefinition
Resources:
- Id: ResourceId1
Name: LocalDeviceResource
ResourceDataContainer:
LocalDeviceResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath1
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
- Id: ResourceId2
Name: LocalVolumeResourceData
ResourceDataContainer:
LocalVolumeResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath2
DestinationPath: /volumes/TestDestinationPath2
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
- Id: ResourceId3
Name: SageMakerMachineLearningModelResourceData
ResourceDataContainer:
SageMakerMachineLearningModelResourceData:
SageMakerJobArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:sagemaker'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- training-job/testJob
DestinationPath: /sagemakermodels/TestDestinationPath3
- Id: ResourceId4
Name: S3MachineLearningModelResourceData
ResourceDataContainer:
S3MachineLearningModelResourceData:
S3Uri: 'http://testBucket.s3.amazonaws.com/testUri.zip'
DestinationPath: /mlModels/TestDestinationPath4
- Id: ResourceId5
Name: SecretsManagerSecretResourceData
ResourceDataContainer:
SecretsManagerSecretResourceData:
ARN: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:secretsmanager'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- 'secret:testARN'
AdditionalStagingLabelsToDownload:
- label1
- label2
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以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateResourceDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。リソー
スを所有する Linux グループのアクセス許可を付与したり、別の Linux グループを選択したりすることが
できます。これらのアクセス許可は、関数の RunAs アクセス許可に追加されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、GroupOwnerSetting は LocalDeviceResourceData プロ
パティタイプおよび LocalVolumeResourceData プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AutoAddGroupOwner" : Boolean,
"GroupOwner" : String

YAML
AutoAddGroupOwner: Boolean
GroupOwner: String

プロパティ
AutoAddGroupOwner
リソースを所有する Linux グループの権限を Lambda プロセスに付与するかどうかを示します。これ
により、Lambda プロセスに Linux グループのファイルアクセス許可が付与されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
GroupOwner
Lambda プロセスに権限を追加する Linux グループの名前。AutoAddGroupOwner が true の場合、こ
の値は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「GroupOwnerSetting」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition LocalDeviceResourceData
ローカルデバイスリソースの設定。これは /dev の下にあるファイルを表します。詳細については、AWS
IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用したローカルリソースへのアクセス」を参
照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、LocalDeviceResourceData は ResourceDataContainer
プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupOwnerSetting" : GroupOwnerSetting (p. 4122),
"SourcePath" : String

YAML
GroupOwnerSetting:
GroupOwnerSetting (p. 4122)
SourcePath: String

プロパティ
GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: GroupOwnerSetting (p. 4122)
Update requires: Replacement
SourcePath
デバイスリソースのローカル絶対パス。デバイスリソースのソースパスは、/dev の文字デバイスま
たはブロックデバイスのみを参照できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「LocalDeviceResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド
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AWS::Greengrass::ResourceDefinition LocalVolumeResourceData
ローカルボリュームリソースの設定。これはルートファイルシステム上のファイルまたはディレクトリを
表します。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用した
ローカルリソースへのアクセス」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、LocalVolumeResourceData は ResourceDataContainer
プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationPath" : String,
"GroupOwnerSetting" : GroupOwnerSetting (p. 4122),
"SourcePath" : String

YAML
DestinationPath: String
GroupOwnerSetting:
GroupOwnerSetting (p. 4122)
SourcePath: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: GroupOwnerSetting (p. 4122)
Update requires: Replacement
SourcePath
ホスト上のボリュームリソースのローカル絶対パス。ボリュームリソースタイプのソースパスは、/
sys で始めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「LocalVolumeResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition ResourceDataContainer

リソースデータのコンテナ。これはリソースタイプを定義します。コンテナ
は、サポートされている次のリソースデータ型のいずれか 1 つのみを取ります:
LocalDeviceResourceData、LocalVolumeResourceData、SageMakerMachineLearningModelResourceDat
または SecretsManagerSecretResourceData。

Note
ResourceDataContainer インスタンスにリソースタイプを 1 つだけ定義できます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 ResourceDataContainer は ResourceInstance プロパ
ティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"LocalDeviceResourceData" : LocalDeviceResourceData (p. 4123),
"LocalVolumeResourceData" : LocalVolumeResourceData (p. 4124),
"S3MachineLearningModelResourceData" : S3MachineLearningModelResourceData (p. 4129),
"SageMakerMachineLearningModelResourceData" : SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4130),
"SecretsManagerSecretResourceData" : SecretsManagerSecretResourceData (p. 4132)

}

YAML
LocalDeviceResourceData:
LocalDeviceResourceData (p. 4123)
LocalVolumeResourceData:
LocalVolumeResourceData (p. 4124)
S3MachineLearningModelResourceData:
S3MachineLearningModelResourceData (p. 4129)
SageMakerMachineLearningModelResourceData:
SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4130)
SecretsManagerSecretResourceData:
SecretsManagerSecretResourceData (p. 4132)

プロパティ
LocalDeviceResourceData
ローカルデバイスリソースの設定。
必須: いいえ
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タイプ: LocalDeviceResourceData (p. 4123)
Update requires: Replacement
LocalVolumeResourceData
ローカルボリュームリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: LocalVolumeResourceData (p. 4124)
Update requires: Replacement
S3MachineLearningModelResourceData
Amazon S3 に保存される機械学習リソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: S3MachineLearningModelResourceData (p. 4129)
Update requires: Replacement
SageMakerMachineLearningModelResourceData
SageMaker トレーニングジョブとして保存される機械学習リソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4130)
Update requires: Replacement
SecretsManagerSecretResourceData
シークレットリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: SecretsManagerSecretResourceData (p. 4132)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ResourceDataContainer」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition ResourceDefinitionVersion
リソース定義バージョンには、リソースのリストが含まれます(AWS CloudFormation では、リソースは名
前付きリソースインスタンスです)。

Note
デプロイするリソースを含むリソース定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、ResourceDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::ResourceDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパティタ
イプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Resources" : [ ResourceInstance (p. 4128), ... ]

YAML
Resources:
- ResourceInstance (p. 4128)

プロパティ
Resources
このバージョンのリソース。
必須: はい
タイプ: ResourceInstance (p. 4128) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ResourceDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition ResourceDownloadOwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発
者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、ResourceDownloadOwnerSetting は
S3MachineLearningModelResourceData と SageMakerMachineLearningModelResourceData
プロパティタイプの OwnerSetting プロパティのプロパティタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupOwner" : String,
"GroupPermission" : String
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YAML
GroupOwner: String
GroupPermission: String

プロパティ
GroupOwner
機械学習リソースのグループ所有者。これは、システム上の既存の Linux OS グループのグループ ID
(GID) です。グループの権限が Lambda プロセスに追加されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupPermission
機械学習リソースに対してグループの所有者が持つアクセス許可。有効な値は rw (読み取り/書き込
み) または ro (読み取り専用) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Greengrass::ResourceDefinition ResourceInstance
ローカルリソース、機械学習リソース、またはシークレットリソース。詳細については、AWS IoT
Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用したローカルリソースへのアクセス」、「機
械学習の推論を実行する」、および「AWS IoT Greengrass Core にシークレットをデプロイする」を参照
してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::ResourceDefinition リソースの
Resources プロパティに ResourceInstance プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Name" : String,
"ResourceDataContainer" : ResourceDataContainer (p. 4125)

YAML
Id: String
Name: String
ResourceDataContainer:
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ResourceDataContainer (p. 4125)

プロパティ
Id
リソースのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、リソース定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
わかりやすいリソース名。これは AWS IoT Greengrass コンソールに表示されます。最大長はパター
ン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。これは Greengrass グループ内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceDataContainer

リソースデータのコンテナ。コンテナは、サポートされて
いる次のリソースデータ型のいずれか 1 つのみを取ります:
LocalDeviceResourceData、LocalVolumeResourceData、SageMakerMachineLearningModelResource
または SecretsManagerSecretResourceData。

Note
ResourceDataContainer インスタンスにリソースタイプを 1 つだけ定義できます。
必須: はい
タイプ: ResourceDataContainer (p. 4125)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Resource」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition S3MachineLearningModelResourceData
Amazon S3 機械学習リソースの設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの
「機械学習の推論を実行する」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、S3MachineLearningModelResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DestinationPath" : String,
"OwnerSetting" : ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127),
"S3Uri" : String

YAML
DestinationPath: String
OwnerSetting:
ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127)
S3Uri: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1
開発者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127)
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon S3 バケット内のソースモデルの URI。モデルパッケージは、tar.gz または .zip 形式であ
る必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「S3MachineLearningModelResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition
SageMakerMachineLearningModelResourceData
Secrets Manager 機械学習リソースの設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイ
ドの「機械学習の推論を実行する」を参照してください。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、SageMakerMachineLearningModelResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationPath" : String,
"OwnerSetting" : ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127),
"SageMakerJobArn" : String

YAML
DestinationPath: String
OwnerSetting:
ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127)
SageMakerJobArn: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1
開発者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4127)
Update requires: Replacement
SageMakerJobArn
ソースモデルを表す Amazon SageMaker トレーニングジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の
「SageMakerMachineLearningModelResourceData」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinition SecretsManagerSecretResourceData
シークレットリソースの設定。これは AWS Secrets Manager からシークレットを参照します。AWS IoT
Greengrass はシークレットの暗号化されたローカルコピーを Greengrass コアに保存し、そこにコネク
タおよび Lambda 関数で安全にアクセスすることができます。詳細については、AWS IoT Greengrass
Version 1 開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass Core にシークレットをデプロイする」を参照してくだ
さい。
AWS CloudFormation テンプレートでは、SecretsManagerSecretResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AdditionalStagingLabelsToDownload" : [ String, ... ],
"ARN" : String

YAML
AdditionalStagingLabelsToDownload:
- String
ARN: String

プロパティ
AdditionalStagingLabelsToDownload
AWSCURRENT に加え、コアで値を利用可能にするステージングラベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ARN
コアで利用可能にする Secrets Manager シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。デフォルト
では、シークレットの最新バージョンの値 (AWSCURRENT ステージングラベルで表される) が含まれま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「SecretsManagerSecretResourceData」
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• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のリソー
ス定義バージョンを表します。リソース定義バージョンには、リソースのリストが含まれます(AWS
CloudFormation では、リソースは名前付きリソースインスタンスです)。

Note
リソース定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるリソース
定義の ID を指定する必要があります。リソース定義の作成方法については、
「AWS::Greengrass::ResourceDefinition」を参照してください。
デプロイするリソースを含むリソース定義バージョンを作成した後、それをグループバージョン
に追加する必要があります。詳細については、「AWS::Greengrass::Group」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion",
"Properties" : {
"ResourceDefinitionId" : String,
"Resources" : [ ResourceInstance (p. 4142), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
Properties:
ResourceDefinitionId: String
Resources:
- ResourceInstance (p. 4142)

プロパティ
ResourceDefinitionId
このバージョンに関連付けられたリソース定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Resources
このバージョンのリソース。
必須: はい
タイプ: ResourceInstance (p. 4142) のリスト
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
リソース定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/resources/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
リソース定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、リソース定義とリソース定義バージョンリソースを定義します。リソース定義バー
ジョンはリソース定義を参照し、各タイプのリソースを含みます。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group リソースを参照してください。

JSON
"TestResourceDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::ResourceDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestResourceDefinition"
}
},
"TestResourceDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion",
"Properties": {
"ResourceDefinitionId": {
"Ref": "TestResourceDefinition"
},
"Resources": [
{
"Id": "ResourceId1",
"Name": "LocalDeviceResource",
"ResourceDataContainer": {
"LocalDeviceResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath1",
"GroupOwnerSetting": {
"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"
}
}
}
},
{
"Id": "ResourceId2",
"Name": "LocalVolumeResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"LocalVolumeResourceData": {
"SourcePath": "/dev/TestSourcePath2",
"DestinationPath": "/volumes/TestDestinationPath2",
"GroupOwnerSetting": {
"AutoAddGroupOwner": "false",
"GroupOwner": "TestOwner"
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},
{

},
{

},
{

]

}

}

}

}

"Id": "ResourceId3",
"Name": "SageMakerMachineLearningModelResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"SageMakerMachineLearningModelResourceData": {
"SageMakerJobArn": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:sagemaker",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"training-job/testJob"
]
]
},
"DestinationPath": "/sagemakermodels/TestDestinationPath3"
}
}
"Id": "ResourceId4",
"Name": "S3MachineLearningModelResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"S3MachineLearningModelResourceData": {
"S3Uri": "http://testBucket.s3.amazonaws.com/testUri.zip",
"DestinationPath": "/mlModels/TestDestinationPath4"
}
}
"Id": "ResourceId5",
"Name": "SecretsManagerSecretResourceData",
"ResourceDataContainer": {
"SecretsManagerSecretResourceData": {
"ARN": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:secretsmanager",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"secret:testARN"
]
]
},
"AdditionalStagingLabelsToDownload": [
"label1",
"label2"
]
}
}
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}

}

YAML
TestResourceDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::ResourceDefinition'
Properties:
Name: DemoTestResourceDefinition
InitialVersion:
Resources:
- Id: ResourceId1
Name: LocalDeviceResource
ResourceDataContainer:
LocalDeviceResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath1
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
- Id: ResourceId2
Name: LocalVolumeResourceData
ResourceDataContainer:
LocalVolumeResourceData:
SourcePath: /dev/TestSourcePath2
DestinationPath: /volumes/TestDestinationPath2
GroupOwnerSetting:
AutoAddGroupOwner: 'false'
GroupOwner: TestOwner
- Id: ResourceId3
Name: SageMakerMachineLearningModelResourceData
ResourceDataContainer:
SageMakerMachineLearningModelResourceData:
SageMakerJobArn: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:sagemaker'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- training-job/testJob
DestinationPath: /sagemakermodels/TestDestinationPath3
- Id: ResourceId4
Name: S3MachineLearningModelResourceData
ResourceDataContainer:
S3MachineLearningModelResourceData:
S3Uri: 'http://testBucket.s3.amazonaws.com/testUri.zip'
DestinationPath: /mlModels/TestDestinationPath4
- Id: ResourceId5
Name: SecretsManagerSecretResourceData
ResourceDataContainer:
SecretsManagerSecretResourceData:
ARN: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:secretsmanager'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- 'secret:testARN'
AdditionalStagingLabelsToDownload:
- label1
- label2

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateResourceDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド
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AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。リソー
スを所有する Linux グループのアクセス許可を付与したり、別の Linux グループを選択したりすることが
できます。これらのアクセス許可は、関数の RunAs アクセス許可に追加されます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、GroupOwnerSetting は LocalDeviceResourceData プロ
パティタイプおよび LocalVolumeResourceData プロパティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AutoAddGroupOwner" : Boolean,
"GroupOwner" : String

YAML
AutoAddGroupOwner: Boolean
GroupOwner: String

プロパティ
AutoAddGroupOwner
リソースを所有する Linux グループの権限を Lambda プロセスに付与するかどうかを示します。これ
により、Lambda プロセスに Linux グループのファイルアクセス許可が付与されます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
GroupOwner
Lambda プロセスに権限を追加する Linux グループの名前。AutoAddGroupOwner が true の場合、こ
の値は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「GroupOwnerSetting」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion LocalDeviceResourceData
ローカルデバイスリソースの設定。これは /dev の下にあるファイルを表します。詳細については、AWS
IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用したローカルリソースへのアクセス」を参
照してください。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、LocalDeviceResourceData は ResourceDataContainer
プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupOwnerSetting" : GroupOwnerSetting (p. 4137),
"SourcePath" : String

YAML
GroupOwnerSetting:
GroupOwnerSetting (p. 4137)
SourcePath: String

プロパティ
GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: GroupOwnerSetting (p. 4137)
Update requires: Replacement
SourcePath
デバイスリソースのローカル絶対パス。デバイスリソースのソースパスは、/dev の文字デバイスま
たはブロックデバイスのみを参照できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「LocalDeviceResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion LocalVolumeResourceData
ローカルボリュームリソースの設定。これはルートファイルシステム上のファイルまたはディレクトリを
表します。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用した
ローカルリソースへのアクセス」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、LocalVolumeResourceData は ResourceDataContainer
プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DestinationPath" : String,
"GroupOwnerSetting" : GroupOwnerSetting (p. 4137),
"SourcePath" : String

YAML
DestinationPath: String
GroupOwnerSetting:
GroupOwnerSetting (p. 4137)
SourcePath: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupOwnerSetting
Lambda 関数プロセスに付与するために Linux OS グループの追加のアクセス許可を定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: GroupOwnerSetting (p. 4137)
Update requires: Replacement
SourcePath
ホスト上のボリュームリソースのローカル絶対パス。ボリュームリソースタイプのソースパスは、/
sys で始めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「LocalVolumeResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion ResourceDataContainer

リソースデータのコンテナ。これはリソースタイプを定義します。コンテナ
は、サポートされている次のリソースデータ型のいずれか 1 つのみを取ります:
LocalDeviceResourceData、LocalVolumeResourceData、SageMakerMachineLearningModelResourceDat
または SecretsManagerSecretResourceData。
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Note
ResourceDataContainer インスタンスにリソースタイプを 1 つだけ定義できます。
AWS CloudFormation テンプレートでは、 ResourceDataContainer は ResourceInstance プロパ
ティタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"LocalDeviceResourceData" : LocalDeviceResourceData (p. 4137),
"LocalVolumeResourceData" : LocalVolumeResourceData (p. 4138),
"S3MachineLearningModelResourceData" : S3MachineLearningModelResourceData (p. 4143),
"SageMakerMachineLearningModelResourceData" : SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4144),
"SecretsManagerSecretResourceData" : SecretsManagerSecretResourceData (p. 4145)

}

YAML
LocalDeviceResourceData:
LocalDeviceResourceData (p. 4137)
LocalVolumeResourceData:
LocalVolumeResourceData (p. 4138)
S3MachineLearningModelResourceData:
S3MachineLearningModelResourceData (p. 4143)
SageMakerMachineLearningModelResourceData:
SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4144)
SecretsManagerSecretResourceData:
SecretsManagerSecretResourceData (p. 4145)

プロパティ
LocalDeviceResourceData
ローカルデバイスリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: LocalDeviceResourceData (p. 4137)
Update requires: Replacement
LocalVolumeResourceData
ローカルボリュームリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: LocalVolumeResourceData (p. 4138)
Update requires: Replacement
S3MachineLearningModelResourceData
Amazon S3 に保存される機械学習リソースの設定。
必須: いいえ
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タイプ: S3MachineLearningModelResourceData (p. 4143)
Update requires: Replacement
SageMakerMachineLearningModelResourceData
SageMaker トレーニングジョブとして保存される機械学習リソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: SageMakerMachineLearningModelResourceData (p. 4144)
Update requires: Replacement
SecretsManagerSecretResourceData
シークレットリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ: SecretsManagerSecretResourceData (p. 4145)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「ResourceDataContainer」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion ResourceDownloadOwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発
者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、ResourceDownloadOwnerSetting は
S3MachineLearningModelResourceData と SageMakerMachineLearningModelResourceData
プロパティタイプの OwnerSetting プロパティのプロパティタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupOwner" : String,
"GroupPermission" : String

YAML
GroupOwner: String
GroupPermission: String

プロパティ
GroupOwner
機械学習リソースのグループ所有者。これは、システム上の既存の Linux OS グループのグループ ID
(GID) です。グループの権限が Lambda プロセスに追加されます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupPermission
機械学習リソースに対してグループの所有者が持つアクセス許可。有効な値は rw (読み取り/書き込
み) または ro (読み取り専用) です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion ResourceInstance
ローカルリソース、機械学習リソース、またはシークレットリソース。詳細については、AWS IoT
Greengrass Version 1 開発者ガイドの「Lambda 関数を使用したローカルリソースへのアクセス」、「機
械学習の推論を実行する」、および「AWS IoT Greengrass Core にシークレットをデプロイする」を参照
してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion リソー
スの Resources プロパティに ResourceInstance プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Name" : String,
"ResourceDataContainer" : ResourceDataContainer (p. 4139)

YAML
Id: String
Name: String
ResourceDataContainer:
ResourceDataContainer (p. 4139)

プロパティ
Id
リソースのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、リソース定義バージョン内で一意である必
要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Name
わかりやすいリソース名。これは AWS IoT Greengrass コンソールに表示されます。最大長はパター
ン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。これは Greengrass グループ内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceDataContainer

リソースデータのコンテナ。コンテナは、サポートされて
いる次のリソースデータ型のいずれか 1 つのみを取ります:
LocalDeviceResourceData、LocalVolumeResourceData、SageMakerMachineLearningModelResource
または SecretsManagerSecretResourceData。

Note
ResourceDataContainer インスタンスにリソースタイプを 1 つだけ定義できます。
必須: はい
タイプ: ResourceDataContainer (p. 4139)
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Resource」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
S3MachineLearningModelResourceData
Amazon S3 機械学習リソースの設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイドの
「機械学習の推論を実行する」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、S3MachineLearningModelResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationPath" : String,
"OwnerSetting" : ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141),
"S3Uri" : String

YAML
DestinationPath: String
OwnerSetting:

API バージョン 2010-05-15
4143

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Greengrass
ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141)
S3Uri: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1
開発者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141)
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon S3 バケット内のソースモデルの URI。モデルパッケージは、tar.gz または .zip 形式であ
る必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「S3MachineLearningModelResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
SageMakerMachineLearningModelResourceData
Secrets Manager 機械学習リソースの設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイ
ドの「機械学習の推論を実行する」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、SageMakerMachineLearningModelResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DestinationPath" : String,
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}

"OwnerSetting" : ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141),
"SageMakerJobArn" : String

YAML
DestinationPath: String
OwnerSetting:
ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141)
SageMakerJobArn: String

プロパティ
DestinationPath
Lambda 環境内のリソースの絶対ローカルパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OwnerSetting
ダウンロードした機械学習リソースの所有者設定。詳細については、AWS IoT Greengrass Version 1
開発者ガイドの「Lambda 関数から機械学習リソースにアクセスする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ResourceDownloadOwnerSetting (p. 4141)
Update requires: Replacement
SageMakerJobArn
ソースモデルを表す Amazon SageMaker トレーニングジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の
「SageMakerMachineLearningModelResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
SecretsManagerSecretResourceData
シークレットリソースの設定。これは AWS Secrets Manager からシークレットを参照します。AWS IoT
Greengrass はシークレットの暗号化されたローカルコピーを Greengrass コアに保存し、そこにコネク
タおよび Lambda 関数で安全にアクセスすることができます。詳細については、AWS IoT Greengrass
Version 1 開発者ガイドの「AWS IoT Greengrass Core にシークレットをデプロイする」を参照してくだ
さい。
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AWS CloudFormation テンプレートでは、SecretsManagerSecretResourceData は
ResourceDataContainer プロパティタイプで使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AdditionalStagingLabelsToDownload" : [ String, ... ],
"ARN" : String

YAML
AdditionalStagingLabelsToDownload:
- String
ARN: String

プロパティ
AdditionalStagingLabelsToDownload
AWSCURRENT に加え、コアで値を利用可能にするステージングラベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ARN
コアで利用可能にする Secrets Manager シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。デフォルト
では、シークレットの最新バージョンの値 (AWSCURRENT ステージングラベルで表される) が含まれま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「SecretsManagerSecretResourceData」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition リソースは、AWS IoT Greengrass のサブスクリプ
ション定義を表します。サブスクリプション定義は、サブスクリプション定義のバージョンを整理するた
めに使用されます。
サブスクリプション定義は、複数のサブスクリプション定義バージョンを参照できます。すべてのサブス
クリプション定義バージョンは、サブスクリプション定義に関連付けられている必要があります。各サブ
スクリプション定義バージョンは、1 つ以上のサブスクリプションを含めることができます。
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Note
サブスクリプション定義を作成するときに、オプションで最初のサブスクリプション定義バー
ジョンを含めることができます。サブスクリプション定義バージョンを後から関連付けるに
は、AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion リソースを作成し、このサブ
スクリプション定義の ID を指定します。
デプロイするサブスクリプションを含むサブスクリプション定義バージョンを作成
した後、それをグループバージョンに追加する必要があります。詳細については、
「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition",
"Properties" : {
"InitialVersion" : SubscriptionDefinitionVersion (p. 4151),
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
Properties:
InitialVersion:
SubscriptionDefinitionVersion (p. 4151)
Name: String
Tags: Json

プロパティ
InitialVersion
サブスクリプション定義を作成したときに含めるサブスクリプション定義バージョン。サブスクリプ
ション定義バージョンには、subscription プロパティタイプのリストが含まれます。

Note
サブスクリプション定義が作成された後にサブスクリプション定義バージョンを関連付ける
には、AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion リソースを作成し、こ
のサブスクリプション定義の ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SubscriptionDefinitionVersion (p. 4151)
Update requires: Replacement
Name
サブスクリプション定義の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Tags
サブスクリプション定義にアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタグ
を使用して、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソース
を分類することもできます。詳細については、『AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド』の
「AWS IoT Greengrass リソースにタグを付ける」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: :
1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など、サブスクリプション定義バージョンの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 な
ど、SubscriptionDefinition の Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
SubscriptionDefinition の ID (1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 など)。
LatestVersionArn
SubscriptionDefinition に追加された最後の SubscriptionDefinitionVersion
の ARN (arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など)。
Name
SubscriptionDefinition 名 (MySubscriptionDefinition など)。
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例
サブスクリプション定義スニペット
次のスニペットでは、サブスクリプションを含む初期バージョンでサブスクリプション定義リソースを
定義します。この例では、サブスクリプションのソースはグループ内の既存のデバイスです。ターゲット
は、グループ内の別のスタックで作成され、ImportValue 関数を使用して参照される関数です。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group サブスクリプションを参照してくだ
さい。

JSON
"TestSubscriptionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestSubscriptionDefinition",
"InitialVersion": {
"Subscriptions": [
{
"Id": "TestSubscription1",
"Source": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestDevice1"
]
]
},
"Subject": "some/topic",
"Target": {
"Fn::ImportValue": "TestCanaryLambdaVersionArn"
}
}
]
}
}
}

YAML
TestSubscriptionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestSubscriptionDefinition
InitialVersion:
Subscriptions:
- Id: TestSubscription1
Source: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1
Subject: some/topic
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Target: !ImportValue TestCanaryLambdaVersionArn

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateSubscriptionDefinition」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition Subscription
サブスクリプションは、グループ内のデバイス、関数、およびコネクタ間、または AWS IoT あるいはロー
カルシャドウサービスと MQTT メッセージを交換する方法を定義します。サブスクリプションは、メッ
セージ送信元、メッセージターゲット、および送信元からターゲットへのメッセージのルーティングに使
用されるトピック (または件名) を定義します。サブスクリプションは 1 方向のメッセージフローを定義し
ます。双方向通信の場合、2 つのサブスクリプション (各方向に 1 つ) を設定する必要があります。
AWS CloudFormation テンプレートでは、SubscriptionDefinitionVersion プロパティタイプの
Subscriptions プロパティに Subscription プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Source" : String,
"Subject" : String,
"Target" : String

YAML
Id: String
Source: String
Subject: String
Target: String

プロパティ
Id
サブスクリプションのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、サブスクリプション定義バー
ジョン内で一意である必要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Source
データの送信元。値には、モノの ARN、Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの
ARN 、コネクタの ARN、cloud (AWS IoT クラウドを表す)、または GGShadowService を指定でき
ます。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Subject
メッセージのルーティングに使用する MQTT トピック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Target
データの送信先。値には、モノの ARN、Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの
ARN 、コネクタの ARN、cloud (AWS IoT クラウドを表す)、または GGShadowService を指定でき
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Subscription」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition SubscriptionDefinitionVersion
サブスクリプション定義バージョンには、サブスクリプションのリストが含まれます。

Note
デプロイするサブスクリプションを含むサブスクリプション定義バージョンを作成
した後、それをグループバージョンに追加する必要があります。詳細については、
「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレートでは、SubscriptionDefinitionVersion は
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition リソースの InitialVersion プロパティのプロパ
ティタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Subscriptions" : [ Subscription (p. 4150), ... ]

YAML
Subscriptions:
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- Subscription (p. 4150)

プロパティ
Subscriptions
このバージョンのサブスクリプション。
必須: はい
タイプ: Subscription (p. 4150) のリスト
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「SubscriptionDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion リソースは、AWS IoT Greengrass のサブ
スクリプション定義バージョンを表します。サブスクリプション定義バージョンには、サブスクリプショ
ンのリストが含まれます。

Note
サブスクリプション定義バージョンを作成するには、バージョンに関連付けるサブスクリプ
ション定義の ID を指定する必要があります。サブスクリプション定義の作成については、
「AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition」を参照してください。
デプロイするサブスクリプションを含むサブスクリプション定義バージョンを作成
した後、それをグループバージョンに追加する必要があります。詳細については、
「AWS::Greengrass::Group」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion",
"Properties" : {
"SubscriptionDefinitionId" : String,
"Subscriptions" : [ Subscription (p. 4154), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion
Properties:
SubscriptionDefinitionId: String
Subscriptions:
- Subscription (p. 4154)
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プロパティ
SubscriptionDefinitionId
このバージョンに関連付けられたサブスクリプション定義の ID。この値は GUID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Subscriptions
このバージョンのサブスクリプション。
必須: はい
タイプ: Subscription (p. 4154) のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
サブスクリプション定義バージョンの Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:greengrass:us-east-1:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9/
versions/9876ac30-4bdb-4f9d-95af-b5fdb66be1a2 など) このリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブスクリプション定義バージョンスニペット
次のスニペットでは、サブスクリプション定義およびサブスクリプション定義バージョンサブスクリプ
ションを定義します。サブスクリプション定義バージョンは、サブスクリプション定義を参照し、サブ
スクリプションを含みます。この例では、サブスクリプションのソースはグループ内の既存のデバイスで
す。ターゲットは、グループ内の別のスタックで作成され、ImportValue 関数を使用して参照される関
数です。
完全なテンプレートの例については、 AWS::Greengrass::Group サブスクリプションを参照してくだ
さい。

JSON
"TestSubscriptionDefinition": {
"Type": "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition",
"Properties": {
"Name": "DemoTestSubscriptionDefinition"
}
},
"TestSubscriptionDefinitionVersion": {
"Type": "AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion",
"Properties": {
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}

}

"SubscriptionDefinitionId": {
"Ref": "TestSubscriptionDefinition"
},
"Subscriptions": [
{
"Id": "TestSubscription1",
"Source": {
"Fn::Join": [
":",
[
"arn:aws:iot",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"thing/TestDevice1"
]
]
},
"Subject": "some/topic",
"Target": {
"Fn::ImportValue": "TestCanaryLambdaVersionArn"
}
}
]

YAML
TestSubscriptionDefinition:
Type: 'AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition'
Properties:
Name: DemoTestSubscriptionDefinition
TestSubscriptionDefinitionVersion:
Type: 'AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion'
Properties:
SubscriptionDefinitionId: !Ref TestSubscriptionDefinition
Subscriptions:
- Id: TestSubscription1
Source: !Join
- ':'
- - 'arn:aws:iot'
- !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- thing/TestDevice1
Subject: some/topic
Target: !ImportValue TestCanaryLambdaVersionArn

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「CreateSubscriptionDefinitionVersion」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion Subscription
サブスクリプションは、グループ内のデバイス、関数、およびコネクタ間、または AWS IoT あるいはロー
カルシャドウサービスと MQTT メッセージを交換する方法を定義します。サブスクリプションは、メッ
セージ送信元、メッセージターゲット、および送信元からターゲットへのメッセージのルーティングに使
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用されるトピック (または件名) を定義します。サブスクリプションは 1 方向のメッセージフローを定義し
ます。双方向通信の場合、2 つのサブスクリプション (各方向に 1 つ) を設定する必要があります。
AWS CloudFormation テンプレートでは、AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion
リソースの Subscriptions プロパティに Subscription プロパティタイプのリストが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Source" : String,
"Subject" : String,
"Target" : String

YAML
Id: String
Source: String
Subject: String
Target: String

プロパティ
Id
サブスクリプションのわかりやすい ID または任意の ID。この値は、サブスクリプション定義バー
ジョン内で一意である必要があります。最大長はパターン [a-zA-Z0-9:_-]+ で 128 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Source
データの送信元。値には、モノの ARN、Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの
ARN 、コネクタの ARN、cloud (AWS IoT クラウドを表す)、または GGShadowService を指定でき
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Subject
メッセージのルーティングに使用する MQTT トピック。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Target
データの送信先。値には、モノの ARN、Lambda 関数のエイリアス (推奨) またはバージョンの
ARN 、コネクタの ARN、cloud (AWS IoT クラウドを表す)、または GGShadowService を指定でき
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• AWS IoT Greengrass Version 1 API リファレンス の「Subscription」
• AWS IoT Greengrass Version 1 開発者ガイド

AWS IoT Greengrass Version 2 リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::GreengrassV2::ComponentVersion (p. 4156)

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
コンポーネントを作成しますコンポーネントは、Greengrass コアデバイス上で動作するソフトウェアで
す。コアデバイスでコンポーネントを開発してテストした後、このオペレーションを使用して AWS IoT
Greengrass にコンポーネントをアップロードできます。その後、コンポーネントを他のコアデバイスに展
開できます。
この操作を使用して、次の操作を実行できます。
• レシピからのコンポーネントの作成
レシピからコンポーネントを作成します。レシピは、コンポーネントのメタデータ、パラメータ、依存
関係、ライフサイクル、アーティファクト、プラットフォーム機能を定義するファイルです。詳細につ
いては、AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイドの AWS IoT Greengrassコンポーネントレシピの
リファレンスを参照してください。
レシピからコンポーネントを作成するには、この操作の呼び出し時に inlineRecipe を指定します。
• Lambda 関数からコンポーネントを作成する
AWS IoT Greengrass で実行される AWS Lambda 関数からコンポーネントを作成します。これによ
り、Lambda 関数のデプロイパッケージからレシピとアーティファクトが作成されます。このオペレー
ションを使用して、Lambda 関数を AWS IoT Greengrass V1 から AWS IoT Greengrass V2 に移行でき
ます。
この関数は、次のランタイムを使用する Lambda 関数のみを受け入れます。
• Python 2.7 – python2.7
• Python 3.7 – python3.7
• Python 3.8 – python3.8
• Java 8 – java8
• Node.js 10 – nodejs10.x
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• Node.js 12 – nodejs12.x
Lambda 関数からコンポーネントを作成するには、このオペレーションの呼び出し時に
lambdaFunction を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::GreengrassV2::ComponentVersion",
"Properties" : {
"InlineRecipe" : String,
"LambdaFunction" : LambdaFunctionRecipeSource (p. 4166),
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
Properties:
InlineRecipe: String
LambdaFunction:
LambdaFunctionRecipeSource (p. 4166)
Tags:
Key : Value

プロパティ
InlineRecipe
コンポーネントの作成に使用するレシピ。レシピは、コンポーネントのメタデータ、パラメータ、依
存関係、ライフサイクル、アーティファクト、プラットフォームの互換性を定義します。
InlineRecipe または LambdaFunction のどちらかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LambdaFunction
Lambda 関数からコンポーネントを作成するためのパラメータ。
InlineRecipe または LambdaFunction のどちらかを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: LambdaFunctionRecipeSource (p. 4166)
Update requires: Replacement
Tags
コンポーネントバージョンにアタッチするアプリケーション固有のメタデータ。IAM ポリシーのタ
グを使用して、AWS IoT Greengrass リソースへのアクセスを制御できます。タグを使用してリソー
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スを分類することもできます。詳細については、AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイド の
「AWS IoT Greengrass バージョン 2 リソースへのタグ付け」を参照してください。
この Json プロパティタイプは、キーと値のペアのマップとして処理されます。次の形式を使用しま
す。これは、AWS CloudFormation テンプレートのほとんどの Tags 実装とは異なります。
"Tags": {
"KeyName0": "value",
"KeyName1": "value",
"KeyName2": "value"
}

必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Arn。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
コンポーネントバージョンの ARN。
ComponentName
コンポーネントの名前。
ComponentVersion
コンポーネントのバージョン。

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion ComponentDependencyRequirement
Lambda 関数コンポーネントのコンポーネント依存関係に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DependencyType" : String,
"VersionRequirement" : String
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YAML
DependencyType: String
VersionRequirement: String

プロパティ
DependencyType
この依存関係のタイプ。次のオプションから選択します。
• SOFT - 依存関係が状態を変化させても、コンポーネントは再起動しません。
• HARD - 依存関係が状態を変化させると、コンポーネントは再起動します。
デフォルト: HARD
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VersionRequirement
コンポーネントの依存関係のコンポーネントバージョン要件。
AWS IoT Greengrass はセマンティックバージョンの制約を使用しています。詳細については、「 セ
マンティックバージョニング 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion ComponentPlatform
コンポーネントがサポートしているプラットフォームに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Attributes" : {Key : Value, ...},
"Name" : String

YAML
Attributes:
Key : Value
Name: String
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プロパティ
Attributes
プラットフォームの属性の辞書。 ソフトウェアは、デフォルトで os および platform を定義しま
す。Greengrass nucleus の Nucleus コンポーネントをデプロイするときに、コアデバイスの追加の
プラットフォーム属性を指定できます。詳細については、AWS IoT Greengrass V2 デベロッパーガイ
ドの Greengrass nucleus コンポーネントを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Name
プラットフォームのわかりやすい名前。この名前はプラットフォームの識別に役立ちます。
このパラメータを省略すると、AWS IoT Greengrass は os と architecture のプラットフォームか
らわかりやすい名前を作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaContainerParams
AWS Lambda 関数が Greengrass コアデバイスで実行される、コンテナに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Devices" : [ LambdaDeviceMount (p. 4161), ... ],
"MemorySizeInKB" : Integer,
"MountROSysfs" : Boolean,
"Volumes" : [ LambdaVolumeMount (p. 4168), ... ]

YAML
Devices:
- LambdaDeviceMount (p. 4161)
MemorySizeInKB: Integer
MountROSysfs: Boolean
Volumes:
- LambdaVolumeMount (p. 4168)

プロパティ
Devices
コンテナがアクセスできるシステムデバイスのリスト。
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必須: いいえ
タイプ: LambdaDeviceMount (p. 4161) のリスト。
Update requires: Replacement
MemorySizeInKB
コンテナのメモリサイズ (キロバイト表記)。
デフォルト: 16384 (16 MB)
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MountROSysfs
コンテナがデバイスの /sys フォルダから情報を読み取れるかどうか。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Volumes
コンテナがアクセスできるボリュームのリスト。
必須: いいえ
タイプ: LambdaVolumeMount (p. 4168) のリスト
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaDeviceMount
コンテナ内の Linux プロセスがアクセスできるデバイスに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddGroupOwner" : Boolean,
"Path" : String,
"Permission" : String

YAML
AddGroupOwner: Boolean
Path: String
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Permission: String

プロパティ
AddGroupOwner
コンポーネントのシステムユーザーをデバイスの所有者として追加するかどうか。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Path
ファイルシステム内のデバイスのマウントパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Permission
デバイスへのアクセス許可: 読み取り専用 (ro) か読み取り/書き込み (rw)。
デフォルト: ro
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaEventSource
AWS Lambda 関数のイベントソースに関する情報が含まれています。イベントソースは、Lambda 関数を
実行するメッセージを受信するために、この関数がサブスクライブするトピックを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Topic" : String,
"Type" : String

YAML
Topic: String
Type: String
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プロパティ
Topic
イベントメッセージを受信するためにサブスクライブするトピック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
イベントソースのタイプ。次のオプションから選択します。
• PUB_SUB - ローカルのパブリッシュ/サブスクライブメッセージをサブスクライブします。このイベ
ントソースタイプは、イベントソーストピックの MQTT ワイルドカード (+ と #) をサポートしませ
ん。
• IOT_CORE – AWS IoT Core MQTT メッセージをサブスクライブします。このイベントソースタイ
プは、イベントソーストピックの MQTT ワイルドカード (+ と #) をサポートします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaExecutionParameters
AWS IoT Greengrass で実行される Lambda 関数のパラメータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EnvironmentVariables" : {Key : Value, ...},
"EventSources" : [ LambdaEventSource (p. 4162), ... ],
"ExecArgs" : [ String, ... ],
"InputPayloadEncodingType" : String,
"LinuxProcessParams" : LambdaLinuxProcessParams (p. 4167),
"MaxIdleTimeInSeconds" : Integer,
"MaxInstancesCount" : Integer,
"MaxQueueSize" : Integer,
"Pinned" : Boolean,
"StatusTimeoutInSeconds" : Integer,
"TimeoutInSeconds" : Integer

YAML
EnvironmentVariables:
Key : Value
EventSources:
- LambdaEventSource (p. 4162)
ExecArgs:
- String
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InputPayloadEncodingType: String
LinuxProcessParams:
LambdaLinuxProcessParams (p. 4167)
MaxIdleTimeInSeconds: Integer
MaxInstancesCount: Integer
MaxQueueSize: Integer
Pinned: Boolean
StatusTimeoutInSeconds: Integer
TimeoutInSeconds: Integer

プロパティ
EnvironmentVariables
実行時に Lambda 関数が利用できる環境変数のマップ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
EventSources
作業メッセージを受信するためにサブスクライブするイベントソースのリスト。Lambda 関数は、イ
ベントソースからメッセージを受信したときに実行されます。この関数は、ローカルのパブリッシュ/
サブスクライブメッセージと AWS IoT Core MQTT メッセージにサブスクライブできます。
必須: いいえ
タイプ: LambdaEventSource (p. 4162) のリスト
Update requires: Replacement
ExecArgs
実行時に Lambda 関数に渡す引数のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
InputPayloadEncodingType
Lambda 関数がサポートするエンコード型。
デフォルト: json
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LinuxProcessParams
Lambda 関数を含む Linux プロセスのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: LambdaLinuxProcessParams (p. 4167)
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Update requires: Replacement
MaxIdleTimeInSeconds
ソフトウェアがそのプロセスを停止するまでに、ピン留めされていない Lambda 関数がアイドル状態
になることのできる最大時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MaxInstancesCount
ピン留めされていない Lambda 関数が同時に実行できるインスタンスの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
MaxQueueSize
Lambda 関数コンポーネントのメッセージキューの最大サイズ。Greengrass コアデバイス
は、Lambda 関数を実行して各メッセージを消費できるまで、FIFO (先入れ先出し) キューにメッセー
ジを保存します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Pinned
Lambda 関数をピン留めするか長く存続させるかどうかを示します。
• ピン留めされた Lambda 関数は、 が起動して自身のコンテナで実行し続けているときに、開始しま
す。
• ピン留めされていない Lambda 関数は、作業項目を受け取ったときのみ開始
し、maxIdleTimeInSeconds のアイドル後に存続します。関数に複数の作業項目がある場合、 ソ
フトウェアは、関数の複数のインスタンスを作成します。
デフォルト: true
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
StatusTimeoutInSeconds
ピン留めされた (存続時間が長い) Lambda 関数のコンポーネントが、Lambda マネージャーコンポー
ネントにステータスの更新を送信する間隔 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
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TimeoutInSeconds
Lambda 関数が作業項目を処理できる最大時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaFunctionRecipeSource
コンポーネントを作成するためにインポートされる、AWS Lambda 関数に関する情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComponentDependencies" : {Key : Value, ...},
"ComponentLambdaParameters" : LambdaExecutionParameters (p. 4163),
"ComponentName" : String,
"ComponentPlatforms" : [ ComponentPlatform (p. 4159), ... ],
"ComponentVersion" : String,
"LambdaArn" : String

YAML
ComponentDependencies:
Key : Value
ComponentLambdaParameters:
LambdaExecutionParameters (p. 4163)
ComponentName: String
ComponentPlatforms:
- ComponentPlatform (p. 4159)
ComponentVersion: String
LambdaArn: String

プロパティ
ComponentDependencies
この Lambda 関数のコンポーネントが依存しているコンポーネントのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: ComponentDependencyRequirement (p. 4158) のマップ
Update requires: Replacement
ComponentLambdaParameters
Greengrass コアデバイス上で実行される Lambda 関数のシステムパラメータとランタイムパラメー
タ。
必須: いいえ
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タイプ: LambdaExecutionParameters (p. 4163)
Update requires: Replacement
ComponentName
コンポーネントの名前。
デフォルトは Lambda 関数の名前です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ComponentPlatforms
コンポーネントバージョンがサポートしているプラットフォーム。
必須: いいえ
タイプ: ComponentPlatform (p. 4159) のリスト
Update requires: Replacement
ComponentVersion
コンポーネントのバージョン。
デフォルトはセマンティックバージョンとしての Lambda 関数のバージョンです。例えば、関数の
バージョンが 3 である場合、コンポーネントのバージョンは 3.0.0 になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LambdaArn
Lambda 関数の ARN。ARN には、インポートする関数のバージョンを含めます。$LATEST のような
バージョンエイリアスは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaLinuxProcessParams
AWS Lambda 関数を含む Linux プロセスのパラメータが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ContainerParams" : LambdaContainerParams (p. 4160),
"IsolationMode" : String

YAML
ContainerParams:
LambdaContainerParams (p. 4160)
IsolationMode: String

プロパティ
ContainerParams
Lambda 関数が実行されるコンテナのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: LambdaContainerParams (p. 4160)
Update requires: Replacement
IsolationMode
Lambda 関数を含むプロセスの分離モード。プロセスは、AWS IoT Greengrass コンテナ内の分離し
たランタイム環境内で実行できます。または、コンテナの外の通常プロセスとして実行することもで
きます。
デフォルト: GreengrassContainer
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::GreengrassV2::ComponentVersion LambdaVolumeMount
コンテナ内の Linux プロセスがアクセスできるボリュームに関する情報が含まれます。ボリュームを定義
すると、 ソフトウェアがソースファイルをコンテナ内の送信先にマウントします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddGroupOwner" : Boolean,
"DestinationPath" : String,
"Permission" : String,
"SourcePath" : String

YAML
AddGroupOwner: Boolean
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DestinationPath: String
Permission: String
SourcePath: String

プロパティ
AddGroupOwner
AWS IoT Greengrass ユーザーグループをボリュームの所有者として追加するかどうか。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
DestinationPath
ファイルシステム内の論理ボリュームへのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Permission
ボリュームへのアクセス許可: 読み取り専用 (ro) か読み取り/書き込み (rw)。
デフォルト: ro
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourcePath
ファイルシステム内の物理ボリュームへのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS IoT SiteWise リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy (p. 4170)
• AWS::IoTSiteWise::Asset (p. 4176)
• AWS::IoTSiteWise::AssetModel (p. 4179)
• AWS::IoTSiteWise::Dashboard (p. 4193)
• AWS::IoTSiteWise::Gateway (p. 4195)
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• AWS::IoTSiteWise::Portal (p. 4199)
• AWS::IoTSiteWise::Project (p. 4202)

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
指定された AWS IoT SiteWise Monitor ポータルまたはプロジェクトリソースへのアクセスを、指定された
アイデンティティ (IAM Identity Center ユーザー、IAM Identity Center グループ、または IAM ユーザー) に
付与するアクセスポリシーを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy",
"Properties" : {
"AccessPolicyIdentity" : AccessPolicyIdentity (p. 4171),
"AccessPolicyPermission" : String,
"AccessPolicyResource" : AccessPolicyResource (p. 4172)
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
Properties:
AccessPolicyIdentity:
AccessPolicyIdentity (p. 4171)
AccessPolicyPermission: String
AccessPolicyResource:
AccessPolicyResource (p. 4172)

プロパティ
AccessPolicyIdentity
このアクセスポリシーの ID。IAM Identity Center ユーザー、IAM Identity Center グループ、または
IAM ユーザーを選択します。
必須: はい
タイプ: AccessPolicyIdentity (p. 4171)
Update requires: No interruption
AccessPolicyPermission
このアクセスポリシーのアクセス許可レベル。[ADMINISTRATOR] または [VIEWER] のいずれかを選択
します。プロジェクト ADMINISTRATOR は、プロジェクト所有者とも呼ばれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AccessPolicyResource
このアクセスポリシー用の AWS IoT SiteWise Monitor リソース。ポータルまたはプロジェクトを選択
します。
必須: はい
タイプ: AccessPolicyResource (p. 4172)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AccessPolicyId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AccessPolicyArn
次の形式の、アクセスポリシーの ARN。
arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:access-policy/
${AccessPolicyId}
For more information about using the Ref function, see Ref.
AccessPolicyId
アクセスポリシーの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy AccessPolicyIdentity
このアクセスポリシーが適用されるアイデンティティ (IAM Identity Center ユーザー、IAM Identity Center
グループ、または IAM ユーザー)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"IamRole" : IamRole (p. 4173),
"IamUser" : IamUser (p. 4173),
"User" : User (p. 4175)

YAML
IamRole:
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IamRole (p. 4173)
IamUser:
IamUser (p. 4173)
User:
User (p. 4175)

プロパティ
IamRole
IAM ロールアイデンティティ。
必須: いいえ
タイプ: IamRole (p. 4173)
Update requires: No interruption
IamUser
IAM ユーザーアイデンティティ。
必須: いいえ
タイプ: IamUser (p. 4173)
Update requires: No interruption
User
このアクセスポリシーのマップ先となる IAM Identity Center ユーザー。
必須: いいえ
タイプ: ユーザー (p. 4175)
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy AccessPolicyResource
このアクセスポリシー用の AWS IoT SiteWise Monitor リソース。ポータルまたはプロジェクトを選択しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Portal" : Portal (p. 4174),
"Project" : Project (p. 4175)

YAML
Portal:
Portal (p. 4174)
Project:
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Project (p. 4175)

プロパティ
Portal
このアクセスポリシー用の AWS IoT SiteWise Monitor ポータル。
必須: いいえ
タイプ: ポータル (p. 4174)
Update requires: No interruption
Project
このアクセスポリシー用の AWS IoT SiteWise Monitor プロジェクト。
必須: いいえ
タイプ: プロジェクト (p. 4175)
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy IamRole
AWS Identity and Access Management ロールについての情報が含まれています。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「IAM ロール」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"arn" : String

YAML
arn: String

プロパティ
arn
IAM ロールの ARN。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM の ARN」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy IamUser
AWS Identity and Access Management ユーザーについての情報が含まれています。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"arn" : String

YAML
arn: String

プロパティ
arn
IAM ユーザーの ARN。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM の ARN」をご参照ください。

Note
IAM ユーザーを削除すると、この ID を含むアクセスポリシーには空の arn が含まれます。
現在は存在しない IAM ユーザーのアクセスポリシーを削除できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Portal
Portal プロパティタイプは、AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy には、AWS IoT SiteWise Monitor ポータ
ルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"id" : String

YAML
id: String

プロパティ
id
ポータルの ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy Project
Project プロパティタイプは、AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy には、AWS IoT SiteWise Monitor プロ
ジェクトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"id" : String

YAML
id: String

プロパティ
id
プロジェクトの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy User
User プロパティタイプは、AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy には、AWS IoT SiteWise Monitor ユーザー
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"id" : String

YAML
id: String
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プロパティ
id
ユーザーの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::Asset
既存のアセットモデルからアセットを作成します。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの
Creating assets を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::Asset",
"Properties" : {
"AssetHierarchies" : [ AssetHierarchy (p. 4178), ... ],
"AssetModelId" : String,
"AssetName" : String,
"AssetProperties" : [ AssetProperty (p. 4178), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::Asset
Properties:
AssetHierarchies:
- AssetHierarchy (p. 4178)
AssetModelId: String
AssetName: String
AssetProperties:
- AssetProperty (p. 4178)
Tags:
- Tag

プロパティ
AssetHierarchies
アセット階層のリスト。各階層に hierarchyLogicalId が含まれています。階層は、許可される親/
子アセットの関係を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AssetHierarchy (p. 4178) のリスト
Update requires: No interruption
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AssetModelId
アセットの作成元となるアセットモデルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AssetName
アセットの一意のわかりやすい名前。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AssetProperties
アセットのアセットプロパティのリスト。
このオブジェクトには、複合モデルで定義したプロパティは含まれませ
ん。assetCompositeModels オブジェクトには、複合モデルプロパティがあります。
必須: いいえ
タイプ: AssetProperty (p. 4178) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
アセットのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザー
ガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AssetId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AssetId
Property description not available.
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AWS::IoTSiteWise::Asset AssetHierarchy
childAssetId と hierarchyLogicalId を含むアセット階層を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ChildAssetId" : String,
"LogicalId" : String

YAML
ChildAssetId: String
LogicalId: String

プロパティ
ChildAssetId
子アセットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogicalId
階層の LogicalID。この ID は hierarchyLogicalId です。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::Asset AssetProperty
アセットプロパティの情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Alias" : String,
"LogicalId" : String,
"NotificationState" : String
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}

YAML
Alias: String
LogicalId: String
NotificationState: String

プロパティ
Alias
OPC-UA サーバーのデータストリームパス (/company/windfarm/3/turbine/7/temperature な
ど) のようなプロパティを識別するプロパティエイリアス。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Mapping industrial data streams to asset properties を参照してください 。
プロパティエイリアスは 1～1000 文字である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogicalId
アセットプロパティの LogicalID。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NotificationState
このアセットプロパティの MQTT 通知状態 (有効または無効)。通知状態を有効にすると、AWS IoT
SiteWise は一意の MQTT トピックにプロパティ値の更新を発行します。詳細については、AWS IoT
SiteWise ユーザーガイドの Interacting with other services を参照してください。
このパラメータを省略すると、通知状態が DISABLED に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel
指定されたプロパティと階層定義からアセットモデルを作成します。アセットは、アセットモデルから作
成します。アセットモデルを使用すると、標準化された定義を持つ同じタイプのアセットを簡単に作成で
きます。モデルから作成された各アセットは、アセットモデルのプロパティと階層の定義を継承します。
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Defining asset models を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::AssetModel",
"Properties" : {
"AssetModelCompositeModels" : [ AssetModelCompositeModel (p. 4182), ... ],
"AssetModelDescription" : String,
"AssetModelHierarchies" : [ AssetModelHierarchy (p. 4184), ... ],
"AssetModelName" : String,
"AssetModelProperties" : [ AssetModelProperty (p. 4185), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::AssetModel
Properties:
AssetModelCompositeModels:
- AssetModelCompositeModel (p. 4182)
AssetModelDescription: String
AssetModelHierarchies:
- AssetModelHierarchy (p. 4184)
AssetModelName: String
AssetModelProperties:
- AssetModelProperty (p. 4185)
Tags:
- Tag

プロパティ
AssetModelCompositeModels
このアセットモデルの一部である複合アセットモデル。複合アセットモデルは、特定のプロパティを
含むアセットモデルです。各複合モデルには、複合モデルがサポートするプロパティを定義するタイ
プがあります。複合アセットモデルを使用して、このアセットモデルにアラームを定義できます。
必須: いいえ
タイプ: AssetModelCompositeModel (p. 4182) のリスト
Update requires: No interruption
AssetModelDescription
アセットモデルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AssetModelHierarchies
アセットモデルの階層定義。各階層は、このアセットモデルから作成された他のアセットの子とする
ことができるアセットモデルを指定します。詳細については、AWS IoT SiteWiseユーザーガイドの
Defining relationships between assets を参照してください。
アセットモデルごとに最大 10 個の階層を指定できます。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Quotas を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: AssetModelHierarchy (p. 4184) リスト
Update requires: No interruption
AssetModelName
アセットモデルの一意でわかりやすい名前。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AssetModelProperties
アセットモデルのプロパティ定義。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Defining
data properties を参照してください。
アセットモデルごとに最大 200 個のプロパティを指定できます。詳細については、AWS IoT SiteWise
ユーザーガイドの Quotas を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AssetModelProperty (p. 4185) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
アセットのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザー
ガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AssetModelId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AssetModelId
アセットモデルの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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AWS::IoTSiteWise::AssetModel AssetModelCompositeModel
アセットモデルの複合モデルに関する情報が含まれます。このオブジェクトには、複合モデルで定義する
アセットプロパティ定義が含まれます。複合アセットモデルを使用して、このアセットモデルにアラーム
を定義できます。
AssetModelCompositeModel プロパティを使用してアラームを作成する場合、次の情報を使用して 3
つのアセットモデルプロパティを定義する必要があります。
• アセットモデルプロパティを使用して、アラームタイプを指定します。
• 名前は AWS/ALARM_TYPE である必要があります。
• データ型は、STRING である必要があります。
• Type プロパティの場合、型名は Attribute で、デフォルト値は IOT_EVENTS である必要がありま
す。
• アセットモデルプロパティを使用して、アラームソースを指定します。
• 名前は AWS/ALARM_SOURCE である必要があります。
• データ型は、STRING である必要があります。
• Type プロパティの場合、タイプ名は Attribute で、デフォルト値は AWS IoT Events で作成したア
ラームモデルの ARN である必要があります。

Note
アラームモデルの ARN の場合、Fn::Sub 組み込み関数を使用して、入力文字列の
AWS::Partition、AWS::Region、および AWS::AccountId 変数を、指定する値で置き
換えることができます。
たとえば、Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iotevents:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:alarmModel/TestAlarmModel" と指定します。
TestAlarmModel をアラームモデルの名前に置き換えます。
Fn::Sub 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::Sub」をご参照ください。
• アセットモデルプロパティを使用して、アラームの状態を指定します。
• 名前は AWS/ALARM_STATE である必要があります。
• データ型は、STRUCT である必要があります。
• DataTypeSpec の値は AWS/ALARM_STATE にする必要があります。
• Type プロパティの場合、型名は Measurement である必要があります。
このページの下部に、アラームを作成するために変更できる YAML の例を示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CompositeModelProperties" : [ AssetModelProperty (p. 4185), ... ],
"Description" : String,
"Name" : String,
"Type" : String

YAML
CompositeModelProperties:
- AssetModelProperty (p. 4185)
Description: String
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Name: String
Type: String

プロパティ
CompositeModelProperties
この複合モデルのアセットプロパティ定義。
必須: いいえ
タイプ: AssetModelProperty (p. 4185) のリスト
Update requires: No interruption
Description
複合モデルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
複合モデルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
複合モデルのタイプ。アラーム複合モデルの場合、この型は AWS/ALARM です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
アラームモデルを作成する
次の例を変更して、アラームモデルを作成できます。

Note
TestAlarmModel をアラームモデルの名前に置き換えます。

YAML
Resources:
AssetModelWithAlarmCompositeModel:
Type: AWS::IoTSiteWise::AssetModel
Properties:
AssetModelName: AssetModelWithValidAlarmCompositeModel
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AssetModelDescription: AssetModelWithValidAlarmCompositeModel
AssetModelCompositeModels:
- Description: compositeModel created by cfn
Name: TestAlarmCompositeModel
Type: AWS/ALARM
CompositeModelProperties:
- LogicalId: MyLogicalId_for_ALARM_TYPE_1
Name: AWS/ALARM_TYPE
DataType: STRING
Type:
TypeName: Attribute
Attribute:
DefaultValue: IOT_EVENTS
- LogicalId: MyLogicalId_for_ALARM_SOURCE_1
Name: AWS/ALARM_SOURCE
DataType: STRING
Type:
TypeName: Attribute
Attribute:
DefaultValue:
Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iotevents:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:alarmModel/TestAlarmModel"
- LogicalId: MyLogicalId_for_ALARM_STATE_1
Name: AWS/ALARM_STATE
DataType: STRUCT
DataTypeSpec: AWS/ALARM_STATE
Type:
TypeName: Measurement

AWS::IoTSiteWise::AssetModel AssetModelHierarchy
階層の名前、LogicalID、およびこの階層に含めることができるアセットのタイプを指定する子アセット
モデル ID、を含むアセット階層を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ChildAssetModelId" : String,
"LogicalId" : String,
"Name" : String

YAML
ChildAssetModelId: String
LogicalId: String
Name: String

プロパティ
ChildAssetModelId
アセットのモデルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
LogicalId
アセットモデル階層の LogicalID。この ID は hierarchyLogicalId です。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
アセットモデル階層の名前。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel AssetModelProperty
アセットモデルプロパティに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataType" : String,
"DataTypeSpec" : String,
"LogicalId" : String,
"Name" : String,
"Type" : PropertyType (p. 4189),
"Unit" : String

YAML
DataType: String
DataTypeSpec: String
LogicalId: String
Name: String
Type:
PropertyType (p. 4189)
Unit: String

プロパティ
DataType
アセットモデルプロパティのデータ型。値は、STRING、INTEGER、DOUBLE、BOOLEAN、または
STRUCT とすることができます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataTypeSpec
このプロパティの構造のデータ型。このパラメータは、STRUCT データ型を持つプロパティに存在し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogicalId
アセットモデルプロパティの LogicalID。
最大長は 256 文字で、[^\\u0000-\\u001F\\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
アセットモデルプロパティの名前。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
プロパティタイプが含まれます。attribute、measurement、metric、transform のいずれかで
す。
必須: はい
タイプ: PropertyType (p. 4189)
Update requires: No interruption
Unit
アセットモデルプロパティの単位。Newtons や RPM など。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Attribute
アセット属性プロパティが含まれます。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Defining
data properties を参照してください。
API バージョン 2010-05-15
4186

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT SiteWise

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultValue" : String

YAML
DefaultValue: String

プロパティ
DefaultValue
アセットモデルプロパティ属性のデフォルトの値。アセットモデルから作成するすべてのアセットに
は、この属性値が含まれます。属性値は、アセットの作成後に更新できます。詳細については、AWS
IoT SiteWise ユーザーガイドの Updating attribute values を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel ExpressionVariable
式変数の情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : VariableValue (p. 4193)

YAML
Name: String
Value:
VariableValue (p. 4193)

プロパティ
Name
式で使用される変数のわかりやすい名前。
最大長は 64 文字で、^[a-z][a-z0-9_]*$ パターンを使用します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
値が使用されるアセットプロパティを識別する変数。
必須: はい
タイプ: VariableValue (p. 4193)
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Metric
アセットメトリクスのプロパティが含まれます。メトリクスを使用すると、平均、最大、最小などの集計
関数を式で指定された通りに計算できます。メトリクスは、複数の値を 1 つの値 (合計など) にマップしま
す。
1 回のメトリクス計算で使用される従属/カスケード変数の最大数は 10 です。したがって、ルートメトリ
クスは、計算依存ツリーに最大 10 のカスケードメトリクスを持つことができます。さらに、メトリクス
は DOUBLE のデータ型のみを持ち、INTEGER または DOUBLE のデータ型のプロパティを使用できます。
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Defining data properties を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Expression" : String,
"Variables" : [ ExpressionVariable (p. 4187), ... ],
"Window" : MetricWindow (p. 4189)

YAML
Expression: String
Variables:
- ExpressionVariable (p. 4187)
Window:
MetricWindow (p. 4189)

プロパティ
Expression
メトリクスの集計関数を定義する数式。式あたり最大 10 の変数を指定できます。式あたり最大 10 の
関数を指定できます。
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Quotas を参照してください。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Variables
式で使用される変数のリスト。
必須: はい
タイプ: ExpressionVariable (p. 4187) のリスト
Update requires: No interruption
Window
AWS IoT SiteWise がメトリクスの集計式を計算するウィンドウ (時間間隔)。AWS IoT SiteWise は
window ごとに 1 つのデータポイントを計算します。
必須: はい
タイプ: MetricWindow (p. 4189)
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel MetricWindow
データ集計の計算に使用される時間間隔ウィンドウが含まれます (平均、合計、カウントなど)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Tumbling" : TumblingWindow (p. 4192)

YAML
Tumbling:
TumblingWindow (p. 4192)

プロパティ
Tumbling
タンブリング時間間隔ウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: TumblingWindow (p. 4192)
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel PropertyType
プロパティタイプが含まれます。attribute、measurement、metric、transform のいずれかです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attribute" : Attribute (p. 4186),
"Metric" : Metric (p. 4188),
"Transform" : Transform (p. 4191),
"TypeName" : String

YAML
Attribute:
Attribute (p. 4186)
Metric:
Metric (p. 4188)
Transform:
Transform (p. 4191)
TypeName: String

プロパティ
Attribute
アセット属性のプロパティを指定します。属性には通常、産業分野向け IoT 風力タービンのシリアル
番号など、静的情報が含まれます。
これは、TypeName が Attribute でDefaultValue を持つ場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 属性 (p. 4186)
Update requires: No interruption
Metric
アセットメトリクスのプロパティを指定します。メトリクスには、集計関数を使用して一定の時間間
隔内ですべての入力データポイントを処理し、1 つのデータポイントを出力する数式が含まれていま
す。例えば、1 時間の平均気温の計算などです。
これは、TypeName が Metric である場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: メトリクス (p. 4188)
Update requires: No interruption
Transform
アセットトランスフォームプロパティを指定します。トランスフォームには、プロパティのデータポ
イントを 1 つのフォームから別のフォームにマップする数式が含まれています。摂氏から華氏への単
位変換などです。
これは、TypeName が Transform である場合に必要です。
必須: いいえ
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タイプ: トランスフォーム (p. 4191)
Update requires: No interruption
TypeName
プロパティタイプのタイプ。Attribute、Measurement、Metric、Transform のいずれかを指定
できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel Transform
アセットトランスフォームプロパティが含まれます。トランスフォームは、1 つのフォームから別の
フォームに、プロパティのデータポイントを 1 対 1 でマッピングします。例えば、トランスフォームを
使用して、摂氏ストリームの各データポイントにトランスフォーム式を適用することで、摂氏データスト
リームを華氏に変換できます。トランスフォームで入力できるプロパティは、INTEGER、DOUBLE、また
は BOOLEAN 型のみです。ブール式は 0 (FALSE) と 1 (TRUE) に変換されます。
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Defining data properties を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Expression" : String,
"Variables" : [ ExpressionVariable (p. 4187), ... ]

YAML
Expression: String
Variables:
- ExpressionVariable (p. 4187)

プロパティ
Expression
変換関数を定義する数式です。式あたり最大 10 の変数を指定できます。式あたり最大 10 の関数を指
定できます。
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Quotas を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Variables
式で使用される変数のリスト。
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必須: はい
タイプ: ExpressionVariable (p. 4187) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel TumblingWindow
タンブリングウィンドウが含まれます。タンブリングウィンドウは、固定サイズの、オーバーラップしな
い、連続した時間枠を繰り返し表示します。メトリクスでこのウィンドウを使用して、プロパティやその
他のアセットのデータを集計できます。
間隔またはオフセットを指定する場合は、m、h、d、および w を使用できます。m は分、h は時間、d は
日、w は週を表すことに注意してください。offset で秒を表すために s を使用することもできます。
interval および offset パラメータは ISO 8601 形式をサポートしています。例えば、PT5S は 5
秒、PT5M は 5 分、PT5H は 5 時間を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Interval" : String,
"Offset" : String

YAML
Interval: String
Offset: String

プロパティ
Interval
タンブリングウィンドウの時間間隔です。間隔は 1 分～1 週間である必要があります。
AWS IoT SiteWise は、毎週日曜午前 0 時の終了時 (UTC) の 1w 間隔、毎日午前 0 時の終了時 (UTC)
の 1d 間隔、毎時間終了時の 1h 間隔などを計算します。
AWS IoT SiteWise がメトリクスの計算のためにデータポイントを集計する場合、各間隔の開始は排他
的であり、各間隔の終了は包括的です。AWS IoT SiteWise は、計算されたデータポイントを間隔の最
後に配置します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Offset
Property description not available.
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::AssetModel VariableValue
式で使用されるプロパティ値を識別します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HierarchyLogicalId" : String,
"PropertyLogicalId" : String

YAML
HierarchyLogicalId: String
PropertyLogicalId: String

プロパティ
HierarchyLogicalId
PropertyLogicalID のクエリのための、ヒエラルキーの LogicalID です。
同じモデルつまり同じプロパティを使用している複数の階層を持つことができるので、モデル ID
hierarchyLogicalID の代わりにを使用します。例えば、同じアセットモデルから取得したアセッ
トを個別にグループ化する場合などです。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの
Defining relationships between assets を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PropertyLogicalId
変数として使用するプロパティの LogicalID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::Dashboard
AWS IoT SiteWise Monitor プロジェクトにダッシュボードを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::Dashboard",
"Properties" : {
"DashboardDefinition" : String,
"DashboardDescription" : String,
"DashboardName" : String,
"ProjectId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::Dashboard
Properties:
DashboardDefinition: String
DashboardDescription: String
DashboardName: String
ProjectId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DashboardDefinition
JSON リテラルで指定されたダッシュボード定義。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイ
ドの Creating dashboards (CLI) を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DashboardDescription
ダッシュボードの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DashboardName
ダッシュボードのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProjectId
ダッシュボードを作成するプロジェクトの ID。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4194

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT SiteWise

タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
ダッシュボードのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise
ユーザーガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DashboardId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DashboardArn
次の形式の、ダッシュボードの ARN。
arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:dashboard/${DashboardId}
For more information about using the Ref function, see Ref.
DashboardId
ダッシュボードの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::IoTSiteWise::Gateway
ゲートウェイを作成します。ゲートウェイは、ローカルサーバーから AWS IoT SiteWise に産業データス
トリームを提供する仮想デバイスまたはエッジデバイスです。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Ingesting data using a gateway を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::Gateway",
"Properties" : {
"GatewayCapabilitySummaries" : [ GatewayCapabilitySummary (p. 4197), ... ],
"GatewayName" : String,

API バージョン 2010-05-15
4195

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT SiteWise

}

}

"GatewayPlatform" : GatewayPlatform (p. 4198),
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::Gateway
Properties:
GatewayCapabilitySummaries:
- GatewayCapabilitySummary (p. 4197)
GatewayName: String
GatewayPlatform:
GatewayPlatform (p. 4198)
Tags:
- Tag

プロパティ
GatewayCapabilitySummaries
ゲートウェイ機能の概要のリストで、それぞれに名前空間とステータスが含まれます。ゲート
ウェイの機能ごとに、ゲートウェイのデータソースを定義します。機能設定の定義を取得するに
は、DescribeGatewayCapabilityConfiguration を使用します。
必須: いいえ
タイプ: GatewayCapabilitySummary (p. 4197) のリスト
Update requires: No interruption
GatewayName
ゲートウェイの一意のわかりやすい名前。
最大長は 256 文字で、[^\u0000-\u001F\u007F]+ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GatewayPlatform
ゲートウェイのプラットフォーム。ゲートウェイで指定できるプラットフォームは 1 つだけです。
必須: はい
タイプ: GatewayPlatform (p. 4198)
Update requires: Replacement
Tags
ゲートウェイのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: GatewayId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
GatewayId
ゲートウェイの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::IoTSiteWise::Gateway GatewayCapabilitySummary
ゲートウェイ機能の設定の概要が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CapabilityConfiguration" : String,
"CapabilityNamespace" : String

YAML
CapabilityConfiguration: String
CapabilityNamespace: String

プロパティ
CapabilityConfiguration
ゲートウェイ機能の設定を定義する JSON ドキュメント。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Configuring data sources (CLI) を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CapabilityNamespace
機能設定の名前空間。例えば、AWS IoT SiteWise コンソールで OPC-UA ソースを設定する場
合、OPC-UA 機能の設定には名前空間 iotsitewise:opcuacollector:version があります。そ
こでは version は 1 のような数字です。
API バージョン 2010-05-15
4197

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT SiteWise

最大長は 512 文字で、^[a-zA-Z]+:[a-zA-Z]+:[0-9]+$ パターンを使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTSiteWise::Gateway GatewayPlatform
ゲートウェイのプラットフォーム情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Greengrass" : Greengrass (p. 4198)

YAML
Greengrass:
Greengrass (p. 4198)

プロパティ
Greengrass
AWS IoT Greengrass で実行されるゲートウェイ。
必須: はい
タイプ: Greengrass (p. 4198)
Update requires: Replacement

AWS::IoTSiteWise::Gateway Greengrass
AWS IoT Greengrass で実行するゲートウェイの詳細が含まれます。AWS IoT Greengrass で実行するゲー
トウェイを作成するには、IoT SiteWise コネクタを Greengrass グループに追加し、それをデプロイする
必要があります。また、Greengrass グループには AWS IoT SiteWise にデータをアップロードするための
許可も必要です。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Ingesting data using a gateway
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupArn" : String
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YAML
GroupArn: String

プロパティ
GroupArn
Greengrass グループの ARN。グループの ARN を見つける方法についての詳細は、AWS IoT
Greengrass API リファレンスの ListGroups および GetGroup を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::IoTSiteWise::Portal
ポータルを作成します。ポータルには、プロジェクトとダッシュボードを含めることができます。ポー
タルを作成する前に、IAM Identity Center を有効にする必要があります。AWS IoT SiteWise Monitor で
は、IAM Identity Center を使用してユーザーの許可を管理します。詳細については、AWS IoT SiteWise
ユーザーガイドの Enabling IAM Identity Center を参照してください。

Note
新しいポータルにサインインする前に、そのポータルに少なくとも 1 つの IAM Identity Center
ユーザーまたはグループを追加する必要があります。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Adding or removing portal administrators を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::Portal",
"Properties" : {
"Alarms" : Json,
"NotificationSenderEmail" : String,
"PortalAuthMode" : String,
"PortalContactEmail" : String,
"PortalDescription" : String,
"PortalName" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::Portal
Properties:
Alarms: Json
NotificationSenderEmail: String
PortalAuthMode: String
PortalContactEmail: String
PortalDescription: String

API バージョン 2010-05-15
4199

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT SiteWise
PortalName: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Alarms
AWS IoT SiteWise Monitor ポータルで作成されたアラームの設定情報が含まれます。アラームを使
用して、アセットプロパティをモニタリングし、アセットプロパティの値が指定範囲外になったとき
に通知を受け取ることができます。詳細については、AWS IoT SiteWise アプリケーションガイドの
Monitoring with alarms を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
NotificationSenderEmail
アラーム通知を送信するメールアドレス。

Important
AWS IoT Events マネージド Lambda 関数を使用して E メールを管理する場合は、Amazon
SES で送信者のメールアドレスを確認する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PortalAuthMode
ポータルへのユーザーの認証に使用するサービス。次のオプションから選択します。
• SSO – ポータルは AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用してユーザー
を認証し、ユーザーの許可を管理します。IAM Identity Center を使用するポータルを作成する前
に、IAM Identity Center を有効にする必要があります。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Enabling IAM Identity Center を参照してください。このオプションは、中国リージョ
ン以外の AWS リージョンでのみ使用できます。
• IAM – ポータルは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してユーザーを認証し、ユー
ザーの許可を管理します。このオプションは中国 (北京) でのみ使用できます。
ポータルの作成後は、この値を変更できません。
デフォルト: SSO
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PortalContactEmail
AWS 管理者の連絡先メールアドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
PortalDescription
ポータルの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PortalName
ポータルのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
管理者に代わって、ポータルのユーザーが AWS IoT SiteWise リソースにアクセスできるようにする
サービスロールの ARN。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの Using service roles
for AWS IoT SiteWise Monitor を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
ポータルのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザー
ガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: PortalId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PortalArn
ポータルの ARN。これには、次の形式があります。
arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:portal/${PortalId}
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For more information about using the Ref function, see Ref.
PortalClientId
IAM Identity Center アプリケーションは、クライアント ID (IAM Identity Center API で使用) を生成し
ました。
For more information about using the Ref function, see Ref.
PortalId
作成されたポータルの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
PortalStartUrl
AWS IoT SiteWise Monitor ポータルのパブリック URL。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::IoTSiteWise::Project
指定されたポータルにプロジェクトを作成します。

Note
プロジェクト名と説明に機密情報が含まれていないことを確認します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTSiteWise::Project",
"Properties" : {
"PortalId" : String,
"ProjectDescription" : String,
"ProjectName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTSiteWise::Project
Properties:
PortalId: String
ProjectDescription: String
ProjectName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
PortalId
プロジェクトを作成するポータルの ID。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProjectDescription
プロジェクトの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProjectName
プロジェクトのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
プロジェクトのメタデータを含むキーと値のペアのリスト。詳細については、AWS IoT SiteWise ユー
ザーガイドの Tagging your AWS IoT SiteWise resources を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ProjectId。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ProjectArn
プロジェクトの ARN。これには、次の形式があります。
arn:${Partition}:iotsitewise:${Region}:${Account}:project/${ProjectId}
For more information about using the Ref function, see Ref.
ProjectId
プロジェクトの ID。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS IoT Things Graph リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate (p. 4204)

AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate
ワークフローテンプレートを表します。ワークフローは、ユーザーの名前空間でのみ作成できます。(パ
ブリック名前空間にはエンティティのみが含まれます。) ワークフローは、指定された名前空間内のエン
ティティのみを含めることができます。ワークフローは、リクエストで別の名前空間のバージョンが指定
されていない限り、ユーザーの名前空間の最新バージョンにあるエンティティに対して検証されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate",
"Properties" : {
"CompatibleNamespaceVersion" : Double,
"Definition" : DefinitionDocument (p. 4205)
}

YAML
Type: AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate
Properties:
CompatibleNamespaceVersion: Double
Definition:
DefinitionDocument (p. 4205)

プロパティ
CompatibleNamespaceVersion
ワークフローが検証された対象のユーザーの名前空間のバージョン。システムインスタンスでこの値
を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Definition
ワークフローの定義ドキュメント。
必須: はい
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タイプ: DefinitionDocument (p. 4205)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref はワークフローテンプレートの URN
(urn:tdm:us-west-2/123456789101/default:workflow:flowname など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate DefinitionDocument
エンティティを定義するドキュメント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Language" : String,
"Text" : String

YAML
Language: String
Text: String

プロパティ
Language
エンティティの定義に使用する言語。唯一の有効な値は GRAPHQL です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Text
エンティティを定義する GraphQL テキスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS IoT Wireless リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
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• AWS::IoTWireless::Destination (p. 4206)
• AWS::IoTWireless::DeviceProfile (p. 4208)
• AWS::IoTWireless::PartnerAccount (p. 4212)
• AWS::IoTWireless::ServiceProfile (p. 4214)
• AWS#IoTWireless#TaskDefinition (p. 4221)
• AWS::IoTWireless::WirelessDevice (p. 4226)
• AWS::IoTWireless::WirelessGateway (p. 4235)

AWS::IoTWireless::Destination
デバイスメッセージを AWS IoT ルールにマップする新しい送信先を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::Destination",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Expression" : String,
"ExpressionType" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTWireless::Destination
Properties:
Description: String
Expression: String
ExpressionType: String
Name: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
新しいリソースの説明。最大長は 2048 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Expression
メッセージを送信するルール名。最大長は 2048 です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExpressionType
Expression の値のタイプ。RuleName または MqttTopic を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
新しいリソースの名前。最大長は 128 文字です。英数字、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) の文字の
みを使用でき、スペースは使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RoleArn
送信先を承認する IAM ロールの ARN。最小長は 20 で、最大長は 2048 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。タグには、最小 0、最大 50 個の項目を含めること
ができます。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 送信先名

Fn::GetAtt
Arn
作成された送信先の ARN。
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AWS::IoTWireless::DeviceProfile
新しいデバイスプロファイルを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::DeviceProfile",
"Properties" : {
"LoRaWAN" : LoRaWANDeviceProfile (p. 4209),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTWireless::DeviceProfile
Properties:
LoRaWAN:
LoRaWANDeviceProfile (p. 4209)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
LoRaWAN
LoRaWANDeviceProfile object.
必須: いいえ
タイプ: LoRaWANDeviceProfile (p. 4209)
Update requires: No interruption
Name
新しいリソースの名前。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。タグには、最小 0、最大 50 個の項目を含めること
ができます。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: デバイスプロファイル
ID。

Fn::GetAtt
Arn
作成されたデバイスプロファイルの ARN。
Id
作成されたデバイスプロファイルの ID。

AWS::IoTWireless::DeviceProfile LoRaWANDeviceProfile
LoRaWan デバイスプロファイルオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClassBTimeout" : Integer,
"ClassCTimeout" : Integer,
"MacVersion" : String,
"MaxDutyCycle" : Integer,
"MaxEirp" : Integer,
"PingSlotDr" : Integer,
"PingSlotFreq" : Integer,
"PingSlotPeriod" : Integer,
"RegParamsRevision" : String,
"RfRegion" : String,
"Supports32BitFCnt" : Boolean,
"SupportsClassB" : Boolean,
"SupportsClassC" : Boolean,
"SupportsJoin" : Boolean

YAML
ClassBTimeout: Integer
ClassCTimeout: Integer
MacVersion: String
MaxDutyCycle: Integer
MaxEirp: Integer
PingSlotDr: Integer
PingSlotFreq: Integer
PingSlotPeriod: Integer
RegParamsRevision: String
RfRegion: String
Supports32BitFCnt: Boolean
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SupportsClassB: Boolean
SupportsClassC: Boolean
SupportsJoin: Boolean

プロパティ
ClassBTimeout
ClassBTimeout の値。この最小値は 0 で、最大値は 1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ClassCTimeout
ClassCTimeout の値。この最小値は 0 で、最大値は 1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MacVersion
このデバイスプロファイルで使用する MAC バージョン (OTAA 1.1、 OTAA 1.0.3 など)。この最大長
は 64 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxDutyCycle
MaxDutyCycle の値。この最小値は 0 で、最大値は 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxEirp
MaxEIRP の値。この最小値は 0 で、最大値は 15 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PingSlotDr
PingSlotDR の値。この最小値は 0 で、最大値は 15 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
PingSlotFreq
PingSlotFreq の値。この最小値は 1000000 で、最大値は 16700000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PingSlotPeriod
PingSlotPeriod の値。この最小値は 128 で、最大値は 4096 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RegParamsRevision
リージョン別パラメータのバージョン。この最大長は 64 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RfRegion
周波数帯域 (RFRegion) の値。この最大長は 64 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Supports32BitFCnt
Supports32BitFCnt の値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SupportsClassB
SupportsClassB の値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SupportsClassC
SupportsClassC の値。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4211

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Wireless

タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SupportsJoin
SupportsJoin の値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::PartnerAccount
パートナーアカウントに関する情報を取得します。PartnerAccountId と PartnerType が null の場
合は 、すべてのパートナーアカウントを返します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::PartnerAccount",
"Properties" : {
"PartnerAccountId" : String,
"Sidewalk" : SidewalkAccountInfo (p. 4213),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IoTWireless::PartnerAccount
Properties:
PartnerAccountId: String
Sidewalk:
SidewalkAccountInfo (p. 4213)
Tags:
- Tag

プロパティ
PartnerAccountId
更新するパートナーアカウントの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Sidewalk
Sidewalk のアカウント認証情報
API バージョン 2010-05-15
4212

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS IoT Wireless

必須: いいえ
タイプ : SidewalkAccountInfo (p. 4213)
Update requires: No interruption
Tags
指定されたリソースにアタッチするタグ。タグは、リソースを管理するために使用できるメタデータ
です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: パートナーアカウント。

Fn::GetAtt
Arn
リソースの Amazon リソース名 。
SidewalkResponse
Sidewalk のアカウント認証情報

AWS::IoTWireless::PartnerAccount SidewalkAccountInfo
Sidewalk アカウントに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AppServerPrivateKey" : String

YAML
AppServerPrivateKey: String

プロパティ
AppServerPrivateKey
Sidewalk アプリケーションサーバーのプライベートキー。アプリケーションサーバーのプライベート
キーはシークレットキーです。シークレットキーは、アプリケーションパスワードと同様に処理する
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必要があります。値を AWS Secrets Manager に格納し、 secretsmanager を使用してこの値を参照
することで、アプリケーションサーバーのプライベートキーを保護できます 。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::PartnerAccount SidewalkUpdateAccount
Sidewalk の更新。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AppServerPrivateKey" : String

YAML
AppServerPrivateKey: String

プロパティ
AppServerPrivateKey
新しい Sidewark アプリケーションサーバーのプライベートキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::ServiceProfile
新しいサービスプロファイルを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::ServiceProfile",
"Properties" : {
"LoRaWAN" : LoRaWANServiceProfile (p. 4217),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::IoTWireless::ServiceProfile
Properties:
LoRaWAN:
LoRaWANServiceProfile (p. 4217)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
LoRaWAN
LoRaWANServiceProfile オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: LoRaWANServiceProfile (p. 4217)
Update requires: No interruption
Name
新しいリソースの名前。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。タグには、最小 0、最大 50 個の項目を含めること
ができます。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: サービスプロファイル
ID。

Fn::GetAtt
Arn
作成されたサービスプロファイルの ARN。
Id
作成されたサービスプロファイルの ID。
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LoRaWAN.ChannelMask
Property description not available.
LoRaWAN.DevStatusReqFreq
Property description not available.
LoRaWAN.DlBucketSize
Property description not available.
LoRaWAN.DlRate
Property description not available.
LoRaWAN.DlRatePolicy
Property description not available.
LoRaWAN.DrMax
Property description not available.
LoRaWAN.DrMin
Property description not available.
LoRaWAN.HrAllowed
Property description not available.
LoRaWAN.MinGwDiversity
Property description not available.
LoRaWAN.NwkGeoLoc
Property description not available.
LoRaWAN.PrAllowed
Property description not available.
LoRaWAN.RaAllowed
Property description not available.
LoRaWAN.ReportDevStatusBattery
Property description not available.
LoRaWAN.ReportDevStatusMargin
Property description not available.
LoRaWAN.TargetPer
Property description not available.
LoRaWAN.UlBucketSize
Property description not available.
LoRaWAN.UlRate
Property description not available.
LoRaWAN.UlRatePolicy
Property description not available.
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AWS::IoTWireless::ServiceProfile LoRaWANServiceProfile
LoRaWANServiceProfile オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddGwMetadata" : Boolean,
"ChannelMask" : String,
"DevStatusReqFreq" : Integer,
"DlBucketSize" : Integer,
"DlRate" : Integer,
"DlRatePolicy" : String,
"DrMax" : Integer,
"DrMin" : Integer,
"HrAllowed" : Boolean,
"MinGwDiversity" : Integer,
"NwkGeoLoc" : Boolean,
"PrAllowed" : Boolean,
"RaAllowed" : Boolean,
"ReportDevStatusBattery" : Boolean,
"ReportDevStatusMargin" : Boolean,
"TargetPer" : Integer,
"UlBucketSize" : Integer,
"UlRate" : Integer,
"UlRatePolicy" : String

YAML
AddGwMetadata: Boolean
ChannelMask: String
DevStatusReqFreq: Integer
DlBucketSize: Integer
DlRate: Integer
DlRatePolicy: String
DrMax: Integer
DrMin: Integer
HrAllowed: Boolean
MinGwDiversity: Integer
NwkGeoLoc: Boolean
PrAllowed: Boolean
RaAllowed: Boolean
ReportDevStatusBattery: Boolean
ReportDevStatusMargin: Boolean
TargetPer: Integer
UlBucketSize: Integer
UlRate: Integer
UlRatePolicy: String

プロパティ
AddGwMetadata
AddGWMetaData の値。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ChannelMask
ChannelMask 値。この最大長は 2048 文字です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DevStatusReqFreq
DevStatusReqFreq 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DlBucketSize
DLBucketSize 値。最小値は 0 で、最大値は 2147483647 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DlRate
DLRate 値。最小値は 0 で、最大値は 2147483647 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DlRatePolicy
DLRatePolicy 値。最大長は 256 文字です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DrMax
DRMax 値。最小値は 0 で、最大値は 15 です。
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このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DrMin
DRMin 値。最小値は 0 で、最大値は 15 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HrAllowed
ハンドオーバーローミングが許可されているかどうかを表す HRAllowed 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MinGwDiversity
MinGwDiversity 値。最小値は 1 で、最大値は 100 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NwkGeoLoc
NwkGeoLoc 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrAllowed
パッシブローミングが許可されているかどうかを表す PRAllowed 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
RaAllowed
ローミングの有効化が許可されるかどうかを表す RAAllowed 値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ReportDevStatusBattery
ReportDevStatusBattery 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ReportDevStatusMargin
ReportDevStatusMargin 値。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TargetPer
TargetPer 値。最小値は 0 で、最大値は 100 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UlBucketSize
UlBucketSize 値。最小値は 0 で、最大値は 2147483647 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UlRate
ULRate 値。最小値は 0 で、最大値は 2147483647 です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UlRatePolicy
ULRatePolicy 値。最大長は 256 文字です。
このプロパティは ReadOnly であり、作成用に入力できません。それは Fn::GetAtt で返されます
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS#IoTWireless#TaskDefinition
ゲートウェイタスク定義を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::TaskDefinition",
"Properties" : {
"AutoCreateTasks" : Boolean,
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Update" : UpdateWirelessGatewayTaskCreate (p. 4225)
}

YAML
Type: AWS::IoTWireless::TaskDefinition
Properties:
AutoCreateTasks: Boolean
Name: String
Tags:
- Tag
Update:
UpdateWirelessGatewayTaskCreate (p. 4225)

プロパティ
AutoCreateTasks
指定した最新バージョンのすべてのゲートウェイについて、このタスク定義を使用してタスクを自動
的に作成するかどうか。false の場合は、タスクは CreateWirelessGatewayTask を呼び出して
作成する必要があります。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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Name
新しいリソースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
指定されたリソースにアタッチするタグ。タグは、リソースを管理するために使用できるメタデータ
です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Update
更新するゲートウェイに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: UpdateWirelessGatewayTaskCreate (p. 4225)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: タスク定義

Fn::GetAtt
Arn
リソースの Amazon リソース名 。
Id
新しいワイヤレスゲートウェイタスク定義の ID。

AWS::IoTWireless::TaskDefinition LoRaWANGatewayVersion
LoRaWANGatewayVersion オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Model" : String,
"PackageVersion" : String,
"Station" : String
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}

YAML
Model: String
PackageVersion: String
Station: String

プロパティ
Model
ワイヤレスゲートウェイのモデル番号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PackageVersion
ワイヤレスゲートウェイファームウェアのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Station
ワイヤレスゲートウェイのベーシックステーションバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::TaskDefinition LoRaWANUpdateGatewayTaskCreate
アップデートファームウェアの検証に使用する署名。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CurrentVersion" : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222),
"SigKeyCrc" : Integer,
"UpdateSignature" : String,
"UpdateVersion" : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)

YAML
CurrentVersion:
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LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
SigKeyCrc: Integer
UpdateSignature: String
UpdateVersion:
LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)

プロパティ
CurrentVersion
アップデートを受信するゲートウェイのバージョン。
必須: いいえ
タイプ : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
Update requires: No interruption
SigKeyCrc
チェックする署名シークレットキーの CRC。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UpdateSignature
アップデートファームウェアの検証に使用する署名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UpdateVersion
ゲートウェイを更新するファームウェアバージョン。
必須: いいえ
タイプ : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
Update requires: No interruption

AWS# IoTWireless# TaskDefinition LoRaWANUpdateGatewayTaskEntry
LoRaWANUpdateGatewayTaskEntry オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CurrentVersion" : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222),
"UpdateVersion" : LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
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}

YAML
CurrentVersion:
LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
UpdateVersion:
LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)

プロパティ
CurrentVersion
アップデートを受信するゲートウェイのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
Update requires: No interruption
UpdateVersion
ゲートウェイを更新するファームウェアバージョン。
必須: いいえ
タイプ: LoRaWANGatewayVersion (p. 4222)
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::TaskDefinition UpdateWirelessGatewayTaskCreate
UpdateWirelessGatewayTaskCreate オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LoRaWAN" : LoRaWANUpdateGatewayTaskCreate (p. 4223),
"UpdateDataRole" : String,
"UpdateDataSource" : String

YAML
LoRaWAN:
LoRaWANUpdateGatewayTaskCreate (p. 4223)
UpdateDataRole: String
UpdateDataSource: String

プロパティ
LoRaWAN
LoRaWAN ワイヤレスゲートウェイに関連するプロパティ。
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必須: いいえ
タイプ: LoRaWANUpdateGatewayTaskCreate (p. 4223)
Update requires: No interruption
UpdateDataRole
S3 バケットからデータを読み取るために使用する IAM ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UpdateDataSource
S3 バケットへのリンク。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice
ワイヤレスデバイスをプロビジョニングします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IoTWireless::WirelessDevice",
"Properties" : {
"Description" : String,
"DestinationName" : String,
"LastUplinkReceivedAt" : String,
"LoRaWAN" : LoRaWANDevice (p. 4230),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThingArn" : String,
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::IoTWireless::WirelessDevice
Properties:
Description: String
DestinationName: String
LastUplinkReceivedAt: String
LoRaWAN:
LoRaWANDevice (p. 4230)
Name: String
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Tags:
- Tag
ThingArn: String
Type: String

プロパティ
Description
新しいリソースの説明。最大長は 2048 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationName
新しいワイヤレスデバイスに割り当てる送信先の名前。英数字、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) の
文字のみを使用でき、スペースは使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LastUplinkReceivedAt
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoRaWAN
ワイヤレスデバイスの作成に使用するデバイス設定情報。OtaaV10x、OtaaV11、AbpV11、または
AbpV10x の少なくとも 1 つである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: LoRaWANDevice (p. 4230)
Update requires: No interruption
Name
新しいリソースの名前。最大長は 256 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。タグには、最小 0、最大 50 個の項目を含めること
ができます。
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詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
ThingArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
ワイヤレスデバイスのタイプ。Sidewalk または LoRaWAN を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ワイヤレスデバイスID。

Fn::GetAtt
Arn
作成されたワイヤレスデバイスの ARN。
Id
作成されたワイヤレスデバイスの ID。
ThingName
ワイヤレスデバイスに関連付けられたモノの名前。モノがデバイスに関連付けられていない場合、値
は空になります。

AWS::IoTWireless::WirelessDevice AbpV10x
LoRaWAN 仕様 v1.0.x の ABP デバイスオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DevAddr" : String,
"SessionKeys" : SessionKeysAbpV10x (p. 4233)

YAML
DevAddr: String
SessionKeys:
SessionKeysAbpV10x (p. 4233)

プロパティ
DevAddr
DevAddr の値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionKeys
ABP v1.0.x のセッションキー
必須: はい
タイプ: SessionKeysAbpV10x (p. 4233)
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice AbpV11
v1.1 用の API を作成するための ABP デバイスオブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DevAddr" : String,
"SessionKeys" : SessionKeysAbpV11 (p. 4234)

YAML
DevAddr: String
SessionKeys:
SessionKeysAbpV11 (p. 4234)

プロパティ
DevAddr
DevAddr の値。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SessionKeys
ABP v1.1のセッションキー
必須: はい
タイプ: SessionKeysAbpV11 (p. 4234)
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice LoRaWANDevice
関数を作成するための LoRaWAN オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AbpV10x" : AbpV10x (p. 4228),
"AbpV11" : AbpV11 (p. 4229),
"DevEui" : String,
"DeviceProfileId" : String,
"OtaaV10x" : OtaaV10x (p. 4231),
"OtaaV11" : OtaaV11 (p. 4232),
"ServiceProfileId" : String

YAML
AbpV10x:
AbpV10x (p. 4228)
AbpV11:
AbpV11 (p. 4229)
DevEui: String
DeviceProfileId: String
OtaaV10x:
OtaaV10x (p. 4231)
OtaaV11:
OtaaV11 (p. 4232)
ServiceProfileId: String

プロパティ
AbpV10x
[a-fA-F0-9]{32} のパターンを持つ、API を作成するための LoRaWAN オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AbpV10x (p. 4228)
Update requires: No interruption
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AbpV11
v1.1 用の API を作成するための ABP デバイスオブジェクト。[a-fA-F0-9]{8} パターンはです。
必須: いいえ
タイプ: AbpV11 (p. 4229)
Update requires: No interruption
DevEui
[a-f0-9]{16} のパターンを持つ DevEUI 値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeviceProfileId
新しいワイヤレスデバイスのデバイスプロファイルの ID。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OtaaV10x
v1.0.x 用の API を作成するための OTAA デバイスオブジェクト
必須: いいえ
タイプ: OtaaV10x (p. 4231)
Update requires: No interruption
OtaaV11
API を作成するための v1.1 用の OTAA デバイスオブジェクト
必須: いいえ
タイプ: OtaaV11 (p. 4232)
Update requires: No interruption
ServiceProfileId
サービスプロファイルの ID。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice OtaaV10x
v1.0.x 用の API を作成するための OTAA デバイスオブジェクト
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AppEui" : String,
"AppKey" : String

YAML
AppEui: String
AppKey: String

プロパティ
AppEui
[a-fA-F0-9]{16} のパターンを持つ AppEUI 値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AppKey
AppKey の値。AppKey の値は AppKey です。AppKey はシークレットキーであり、アプリケーショ
ンパスワードと同様に処理する必要があります。AppKey 値を保護するにはその値を AWS Secrets
Manager に保存し、 secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice OtaaV11
API を作成するための v1.1 用の OTAA デバイスオブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppKey" : String,
"JoinEui" : String,
"NwkKey" : String

YAML
AppKey: String
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JoinEui: String
NwkKey: String

プロパティ
AppKey
[a-fA-F0-9]{32} のパターンを持つ AppKey 値。AppKey はシークレットキーで、アプリケーショ
ンのパスワードと同じ方法で処理する必要があります。AppKey 値を保護するにはその値を AWS
Secrets Manager に保存し、 secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JoinEui
[a-fA-F0-9]{16} のパターンを持つ JoinEUI 値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NwkKey
NwkKey の値。NwkKey はシークレットキーで、アプリケーションパスワードと同様に処理する必要
があります。NwkKey 値を保護するにはその値を AWS Secrets Manager に保存し、 secretsmanager
を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice SessionKeysAbpV10x
API を作成するための LoRaWAN オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AppSKey" : String,
"NwkSKey" : String

YAML
AppSKey: String
NwkSKey: String
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プロパティ
AppSKey
AppSKey の値。AppSKey はシークレットキーで、アプリケーションパスワードと同様に処理
する必要があります。AppSKey 値を保護するにはその値を AWS Secrets Manager に保存し、
secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NwkSKey
NwkSKey の値。NwkSKey はシークレットキーであり、アプリケーションパスワードと同様に
処理する必要があります。NwkSKeyを保護するには、それを AWS Secrets Manager に保存し、
secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessDevice SessionKeysAbpV11
ABP v1.1のセッションキー

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppSKey" : String,
"FNwkSIntKey" : String,
"NwkSEncKey" : String,
"SNwkSIntKey" : String

YAML
AppSKey: String
FNwkSIntKey: String
NwkSEncKey: String
SNwkSIntKey: String

プロパティ
AppSKey
AppSKey の値。AppSKey はシークレットキーで、アプリケーションパスワードと同様に処理
する必要があります。AppSKey 値を保護するにはその値を AWS Secrets Manager に保存し、
secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FNwkSIntKey
[a-fA-F0-9]{32} のパターンを持つ FNwkSIntKey 値。FNwkSIntKey はシークレットキーで、ア
プリケーションパスワードと同様に処理する必要があります。FNwkSIntKey を保護するにはそれを
AWS Secrets Manager に保存し、 secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NwkSEncKey
NwkSEncKey の値。NwkSEncKey はシークレットキーであり、アプリケーションパスワードと同様
に処理する必要があります。NwkSEncKeyの値を保護するには、その値を AWS Secrets Manager に
保存し、 secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SNwkSIntKey
SNwkSIntKey の値。SNwkSIntKey はシークレットキーで、アプリケーションパスワードと同様に処
理する必要があります。SNwkSIntKey を保護するにはその値を AWS Secrets Manager に保存し、
secretsmanager を使用してこの値を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::IoTWireless::WirelessGateway
ワイヤレスゲートウェイをプロビジョニングします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IoTWireless::WirelessGateway",
"Properties" : {
"Description" : String,
"LastUplinkReceivedAt" : String,
"LoRaWAN" : LoRaWANGateway (p. 4237),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThingArn" : String
}
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YAML
Type: AWS::IoTWireless::WirelessGateway
Properties:
Description: String
LastUplinkReceivedAt: String
LoRaWAN:
LoRaWANGateway (p. 4237)
Name: String
Tags:
- Tag
ThingArn: String

プロパティ
Description
新しいリソースの説明。最大長は 2048 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LastUplinkReceivedAt
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoRaWAN
ワイヤレスゲートウェイの作成に使用するゲートウェイ設定情報。
必須: はい
タイプ: LoRaWANGateway (p. 4237)
Update requires: No interruption
Name
新しいリソースの名前。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。タグには、最小 0、最大 50 個の項目を含めること
ができます。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
ThingArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ワイヤレスゲートウェイ
ID。

Fn::GetAtt
Arn
作成されたワイヤレスゲートウェイの ARN。
Id
作成されたワイヤレスゲートウェイの ID。
ThingName
ワイヤレスゲートウェイに関連付けられているモノの名前。モノがゲートウェイに関連付けられてい
ない場合、値は空になります。

AWS::IoTWireless::WirelessGateway LoRaWANGateway
LoRaWAN ワイヤレスゲートウェイオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GatewayEui" : String,
"RfRegion" : String

YAML
GatewayEui: String
RfRegion: String
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プロパティ
GatewayEui
パターン ^(([0-9A-Fa-f]{2}-){7}|([0-9A-Fa-f]{2}:){7}|([0-9A-Fa-f]{2}\s){7}|
([0-9A-Fa-f]{2}){7})([0-9A-Fa-f]{2})$ を持つ、ゲートウェイの EUI 値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RfRegion
周波数帯域 (RFRegion) の値。最大長は 64 です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon IVS リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::IVS::Channel (p. 4238)
• AWS::IVS::PlaybackKeyPair (p. 4243)
• AWS::IVS::RecordingConfiguration (p. 4245)
• AWS::IVS::StreamKey (p. 4250)

AWS::IVS::Channel
AWS::IVS::Channel リソースは Amazon IVS チャネルを指定します。チャネルには、ライブストリーム
に関連する設定情報が保存されます。詳細については、Amazon インタラクティブビデオサービス API リ
ファレンス の CreateChannel を参照してください。

Note
デフォルトでは、IVS API CreateChannel エンドポイントは、チャネルに加えてストリームキー
を作成します。Amazon IVS チャネルリソースはストリームキーを作成しません。ストリーム
キーを作成するには、代わりに StreamKey リソースを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::IVS::Channel",
"Properties" : {
"Authorized" : Boolean,
"LatencyMode" : String,
"Name" : String,
"RecordingConfigurationArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
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}

}

"Type" : String

YAML
Type: AWS::IVS::Channel
Properties:
Authorized: Boolean
LatencyMode: String
Name: String
RecordingConfigurationArn: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Authorized
チャネルが承認されているかどうか。
デフォルト: false
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LatencyMode
チャネルレイテンシーモード。有効な値:
• NORMAL: NORMAL を使用して、ライブ動画をフル HD までブロードキャストおよび配信します。
• LOW: 視聴者とほぼリアルタイムのインタラクションを行う場合は、LOW を使用します。

Note
Amazon IVS コンソールで、LOW と NORMAL は Ultra-low と Standard に対応します。
デフォルト: LOW
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: LOW | NORMAL
Update requires: No interruption
Name
チャンネル名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]*$
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Update requires: No interruption
RecordingConfigurationArn
RecordingConfiguration リソースの ARN。空の文字列は、チャネルの記録が無効であることを示しま
す。RecordingConfiguration ARN は、指定された記録設定を使用して記録が有効になっていることを
示します。詳細と例については、RecordingConfiguration リソースを参照してください。
デフォルト: "" (空の文字列、記録は無効)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
パターン: ^$|^arn:aws:ivs:[a-z0-9-]+:[0-9]+:recording-configuration/[a-zAZ0-9-]+$
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
チャネルタイプ。許容解像度とビットレートを決定します。許容解像度またはビットレートを超える
と、ストリームはすぐに切断されるかもしれません。 有効な値:
• STANDARD: 元の入力から複数の品質が生成され、視聴者にデバイスやネットワーク状況に最適なエ
クスペリエンスを自動的に提供します。解像度は最大 1080p、ビットレートは最大 8.5 Mbps にす
ることができます。オーディオは、360p 以下のレンディションに対してのみトランスコードされま
す。それ以上では、オーディオはパススルーされます。
• BASIC: 元の入力を視聴者に配信します。視聴者の動画品質の選択は、元の入力に制限されます。解
像度は最大 480p、ビットレートは最大 1.5 Mbps にすることができます。
デフォルト: STANDARD
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BASIC | STANDARD
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: チャネル ARN。次に例を
示します。
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{ "Ref": "myChannel" }
Amazon IVS チャネル myChannel の場合、Ref はチャネル ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
チャネル ARN。例: arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
IngestEndpoint
ストリーミングソフトウェアのセットアップ時に使用されるインジェストサーバーの定義の一部であ
る、チャネルインジェストエンドポイント。
例: a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net
PlaybackUrl
チャネル再生 URL。例: https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8

例
チャネルおよびストリームキーのテンプレートの例
次の例では、Amazon IVS チャネルとストリームキーを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"Channel": {
"Type": "AWS::IVS::Channel",
"Properties": {
"Name": "MyChannel",
"Tags": [
{
"Key": "MyKey",
"Value": "MyValue"
}
]
}
},
"StreamKey": {
"Type": "AWS::IVS::StreamKey",
"Properties": {
"ChannelArn": {"Ref": "Channel"},
"Tags": [
{
"Key": "MyKey",
"Value": "MyValue"
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}

}

}

]

}

},
"Outputs": {
"ChannelArn": {
"Value": {"Ref": "Channel"}
},
"ChannelIngestEndpoint": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Channel",
"IngestEndpoint"
]
}
},
"ChannelPlaybackUrl": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Channel",
"PlaybackUrl"
]
}
},
"StreamKeyArn": {
"Value": {"Ref": "StreamKey"}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
Channel:
Type: AWS::IVS::Channel
Properties:
Name: MyChannel
Tags:
- Key: MyKey
Value: MyValue
StreamKey:
Type: AWS::IVS::StreamKey
Properties:
ChannelArn: !Ref Channel
Tags:
- Key: MyKey
Value: MyValue
Outputs:
ChannelArn:
Value: !Ref Channel
ChannelIngestEndpoint:
Value: !GetAtt Channel.IngestEndpoint
ChannelPlaybackUrl:
Value: !GetAtt Channel.PlaybackUrl
StreamKeyArn:
Value: !Ref StreamKey

以下の資料も参照してください。
• Amazon Interactive Video Service の使用開始
• チャネルデータタイプ
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• CreateChannel API エンドポイント

AWS::IVS::PlaybackKeyPair
AWS::IVS::PlaybackKeyPair リソースは、Amazon IVS 再生キーペアを指定します。Amazon IVS は
公開再生キーを使用して、対応するプライベートキーで署名された再生トークンを検証します。詳細につ
いては、Amazon Interactive Video Service ユーザーガイドの「プライベートチャネルの設定」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IVS::PlaybackKeyPair",
"Properties" : {
"Name" : String,
"PublicKeyMaterial" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IVS::PlaybackKeyPair
Properties:
Name: String
PublicKeyMaterial: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Name
Playback-key-pair 名。この名前は一意にする必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]*$
Update requires: Replacement
PublicKeyMaterial
カスタマーが生成したキーペアのパブリック部分。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 再生キーペア ARN。次に
例を示します。
{ "Ref": "myPlaybackKeyPair" }
Amazon IVS 再生キーペア myPlaybackKeyPair の場合は、Ref は再生キーペア ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
キーペア ARN。例: arn:aws:ivs:us-west-2:693991300569:playback-key/f99cde61c2b0-4df3-8941-ca7d38acca1a
Fingerprint
キーペア識別子。例: 98:0d:1a:a0:19:96:1e:ea:0a:0a:2c:9a:42:19:2b:e7

例
再生キーペアテンプレートの例
次の例では、Amazon IVS 再生キーペアを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"PlaybackKeyPair": {
"Type": "AWS::IVS::PlaybackKeyPair",
"Properties": {
"PublicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEwOR43ETwEoWif1i14aL8GtDMNkT/kBQm\nh4sas9P//
bjCU988rmQQXVBfftKT9xngg+W6hzOEpeUlCRlAtz6b6U79naYYRaSk\nK/UhYGWkXlbJlc9zn13imYWgVGe/BMFp
\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
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}

}

}

"Name": "MyPlaybackKeyPair",
"Tags": [
{
"Key": "MyKey",
"Value": "MyValue"
}
]

},
"Outputs": {
"PlaybackKeyPairArn": {
"Value": {"Ref": "PlaybackKeyPair"}
},
"PlaybackKeyPairFingerprint": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"PlaybackKeyPair",
"Fingerprint"
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
PlaybackKeyPair:
Type: AWS::IVS::PlaybackKeyPair
Properties:
PublicKeyMaterial: |
-----BEGIN PUBLIC KEY----MHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEwOR43ETwEoWif1i14aL8GtDMNkT/kBQm
h4sas9P//bjCU988rmQQXVBfftKT9xngg+W6hzOEpeUlCRlAtz6b6U79naYYRaSk
K/UhYGWkXlbJlc9zn13imYWgVGe/BMFp
-----END PUBLIC KEY----Name: MyPlaybackKeyPair
Tags:
- Key: MyKey
Value: MyValue
Outputs:
PlaybackKeyPairArn:
Value: !Ref PlaybackKeyPair
PlaybackKeyPairFingerprint:
Value: !GetAtt PlaybackKeyPair.Fingerprint

以下の資料も参照してください。
• プライベートチャネルの設定
• PlaybackKeyPair のデータ型
• ImportPlaybackKeyPair API エンドポイント

AWS::IVS::RecordingConfiguration
AWS::IVS::RecordingConfiguration リソースは、Amazon IVS 記録設定を指定します。記録設
定では、チャネルのライブストリームをデータストアに記録できます。複数のチャネルが同じ記録設
定を参照できます。詳細については、Amazon インタラクティブビデオサービス API リファレンスの
RecordingConfiguration を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IVS::RecordingConfiguration",
"Properties" : {
"DestinationConfiguration" : DestinationConfiguration (p. 4248),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IVS::RecordingConfiguration
Properties:
DestinationConfiguration:
DestinationConfiguration (p. 4248)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DestinationConfiguration
宛先設定には、録画した動画の保存場所に関する情報が含まれます。詳細について
は、DestinationConfiguration プロパティのタイプを参照してください。
必須: はい
タイプ: DestinationConfiguration (p. 4248)
Update requires: Replacement
Name
Recording-configuration 名。この名前は一意にする必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_]*$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 記録設定 ARN。次に例を
示します。
{ "Ref": "myRecordingConfiguration" }
Amazon IVS 記録設定の場合 myRecordingConfiguration、Ref は記録設定 ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
記録設定 ARN。例: arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
abcdABCDefgh
State
記録設定の現在の状態を示します。状態が ACTIVE の場合、設定はチャネルストリームを記録する準
備ができています。有効な値: CREATING |CREATE_FAILED | ACTIVE。

例
記録設定テンプレートの例
次の例では、ライブチャネルストリームを S3 バケットに記録する Amazon IVS チャネルを指定します。

JSON
{

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"RecordingConfiguration": {
"Type": "AWS::IVS::RecordingConfiguration",
"DependsOn": "S3Bucket",
"Properties": {
"Name": “MyRecordingConfiguration”,
"DestinationConfiguration": {
"S3": {
"BucketName": {
"Ref": "S3Bucket"
}
}
},
"ThumbnailConfiguration": {
"RecordingMode": "INTERVAL",
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}

}

}

"TargetIntervalSeconds": 60

}
},
"Channel": {
"Type": "AWS::IVS::Channel",
"DependsOn": "RecordingConfiguration",
"Properties": {
"Name": "MyRecordedChannel",
"RecordingConfigurationArn": {
"Ref": "RecordingConfiguration"
}
}
}

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
RecordingConfiguration:
Type: AWS::IVS::RecordingConfiguration
DependsOn: S3Bucket
Properties:
Name: MyRecordingConfiguration
DestinationConfiguration:
S3:
BucketName: !Ref S3Bucket
ThumbnailConfiguration:
RecordingMode: INTERVAL
TargetIntervalSeconds: 60
Channel:
Type: AWS::IVS::Channel
DependsOn: RecordingConfiguration
Properties:
Name: MyRecordedChannel
RecordingConfigurationArn: !Ref RecordingConfiguration

以下の資料も参照してください。
• Amazon Interactive Video Service の使用開始
• Amazon S3 に記録
• RecordingConfiguration API データタイプ
• DestinationConfiguration API データタイプ
• S3DestinationConfiguration API データタイプ
• CreateRecordingConfiguration API エンドポイント

AWS::IVS::RecordingConfiguration DestinationConfiguration
DestinationConfiguration プロパティのタイプは、録画された動画を保存する場所を示します。各メンバー
は、宛先設定のタイプを表します。録画する場合は、宛先設定のタイプを 1 つだけ定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"S3" : S3DestinationConfiguration (p. 4249)

YAML
S3:
S3DestinationConfiguration (p. 4249)

プロパティ
S3
録画された動画を保存する S3 宛先設定。詳細については、S3DestinationConfiguration プロパティの
種類を参照してください。
必須: はい
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4249)
Update requires: Replacement

AWS::IVS::RecordingConfiguration S3DestinationConfiguration
S3DestinationConfiguration プロパティタイプは、録画された動画を保存する S3 の場所を示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BucketName" : String

YAML
BucketName: String

プロパティ
BucketName
録画された動画が保存される場所 (S3 バケット名)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: ^[a-z0-9-.]+$
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Update requires: Replacement

AWS::IVS::StreamKey
AWS::IVS::StreamKey リソースは、参照チャネルに関連付けられた Amazon IVS ストリームキーを指
定します。ストリームキーを使用してライブストリームを開始します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::IVS::StreamKey",
"Properties" : {
"ChannelArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::IVS::StreamKey
Properties:
ChannelArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ChannelArn
ストリームのチャネル ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^arn:aws:[is]vs:[a-z0-9-]+:[0-9]+:channel/[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。例:
{ "Ref": "myStreamKey" }
Amazon IVS ストリームキー myStreamKey の場合、Ref はストリームキー ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ストリームキー ARN。例: arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/
g1H2I3j4k5L6
Value
ストリームキー値。例: sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef

例
チャネルおよびストリームキーのテンプレートの例
次の例では、Amazon IVS チャネルとストリームキーを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"Channel": {
"Type": "AWS::IVS::Channel",
"Properties": {
"Name": "MyChannel",
"Tags": [
{
"Key": "MyKey",
"Value": "MyValue"
}
]
}
},
"StreamKey": {
"Type": "AWS::IVS::StreamKey",
"Properties": {
"ChannelArn": {"Ref": "Channel"},
"Tags": [
{
"Key": "MyKey",
"Value": "MyValue"
}
]

API バージョン 2010-05-15
4251

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon IVS

}

}

}

},
"Outputs": {
"ChannelArn": {
"Value": {"Ref": "Channel"}
},
"ChannelIngestEndpoint": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Channel",
"IngestEndpoint"
]
}
},
"ChannelPlaybackUrl": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"Channel",
"PlaybackUrl"
]
}
},
"StreamKeyArn": {
"Value": {"Ref": "StreamKey"}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
Channel:
Type: AWS::IVS::Channel
Properties:
Name: MyChannel
Tags:
- Key: MyKey
Value: MyValue
StreamKey:
Type: AWS::IVS::StreamKey
Properties:
ChannelArn: !Ref Channel
Tags:
- Key: MyKey
Value: MyValue
Outputs:
ChannelArn:
Value: !Ref Channel
ChannelIngestEndpoint:
Value: !GetAtt Channel.IngestEndpoint
ChannelPlaybackUrl:
Value: !GetAtt Channel.PlaybackUrl
StreamKeyArn:
Value: !Ref StreamKey

以下の資料も参照してください。
• Amazon Interactive Video Service の使用開始
• StreamKey データ型
• CreateStreamKey API エンドポイント
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Amazon Kendra リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Kendra::DataSource (p. 4253)
• AWS::Kendra::Faq (p. 4306)
• AWS::Kendra::Index (p. 4309)

AWS::Kendra::DataSource
Amazon Kendra インデックスで使用するデータソースを指定します。
データソースの名前、コネクタの種類、説明を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Kendra::DataSource",
"Properties" : {
"DataSourceConfiguration" : DataSourceConfiguration (p. 4274),
"Description" : String,
"IndexId" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"Schedule" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::Kendra::DataSource
Properties:
DataSourceConfiguration:
DataSourceConfiguration (p. 4274)
Description: String
IndexId: String
Name: String
RoleArn: String
Schedule: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
DataSourceConfiguration
Amazon Kendra データソースの設定情報。設定の内容は、データソースのタイプによって異なりま
す。設定で指定できるデータソースのタイプは 1 つだけです。次のデータソースのいずれかを選択し
ます。
• Amazon S3
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• Confluence
• Custom
• データベース
• Microsoft OneDrive
• Microsoft SharePoint
• Salesforce
• ServiceNow
Type パラメータが CUSTOM に設定されている場合、Configuration パラメータを指定することは
できません。
Configuration パラメータは、他のすべてのデータソースに必須です。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceConfiguration (p. 4274)
Update requires: No interruption
Description
データソースの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IndexId
このデータソースに関連付ける必要があるインデックスの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
データソースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
Update requires: No interruption
RoleArn
データソースへのアクセス許可を持つロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type パラメータが CUSTOM に設定されている場合、RoleArn パラメータを指定することはできませ
ん。
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RoleArn パラメータは、他のすべてのデータソースに必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schedule
Amazon Kendra がデータソース内のドキュメントをチェックし、インデックスを更新する頻度を設定
します。スケジュールを設定しない場合、Amazon Kendra はインデックスの定期的な更新を行いませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用するキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
データソースの型。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CONFLUENCE | CUSTOM | DATABASE | GOOGLEDRIVE | ONEDRIVE | S3 |
SALESFORCE | SERVICENOW | SHAREPOINT | WEBCRAWLER | WORKDOCS
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: データソース ID。次に例
を示します。
{ "Ref": "<data source ID>|<index ID>" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。次に例を示します。
arn:aws:kendra:us-west-2:111122223333:index/335c3741-41df-46a6b5d3-61f85b787884/data-source/b8cae438-6787-4091-8897-684a652bbb0a
Id
データソースの識別子。以下に例を示します。
b8cae438-6787-4091-8897-684a652bbb0a。

AWS::Kendra::DataSource AccessControlListConfiguration
データソース内のドキュメントのアクセスコントロールリストファイルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyPath" : String

YAML
KeyPath: String

プロパティ
KeyPath
アクセスコントロールリストファイルを含む AWS S3 バケットへのパス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource AclConfiguration
クエリレスポンスのグループ別フィルタリングに使用する列に関する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AllowedGroupsColumnName" : String

YAML
AllowedGroupsColumnName: String

プロパティ
AllowedGroupsColumnName
ユーザーコンテキストに基づいてクエリレスポンスをフィルタリングするための、セミコロンで区切
られたグループのリスト。ドキュメントは、クエリオペレーションの UserContext フィールドで指
定されたグループの 1 つに属するユーザーにのみ返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ColumnConfiguration
Amazon Kendra がデータベースの列をインデックス内で使用する方法について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ChangeDetectingColumns" : [ String, ... ],
"DocumentDataColumnName" : String,
"DocumentIdColumnName" : String,
"DocumentTitleColumnName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ]

YAML
ChangeDetectingColumns:
- String
DocumentDataColumnName: String
DocumentIdColumnName: String
DocumentTitleColumnName: String
FieldMappings:
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- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)

プロパティ
ChangeDetectingColumns
データベース内のドキュメントがいつ変更されたかを示す 1～5 つの列。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
DocumentDataColumnName
ドキュメントの内容を含む列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
DocumentIdColumnName
ドキュメントの一意の識別子を提供する列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleColumnName
ドキュメントのタイトルを含む列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
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FieldMappings
データベースの列名をインデックス内の対応するフィールドにマッピングするオブジェクトの配列。
最初に updateIndex オペレーションを使用してインデックス内にフィールドを作成する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceAttachmentConfiguration
Confluence データソースのアタッチメント設定を指定します。アタッチメント設定は任意です。アタッチ
メント設定を指定しない場合、Amazon Kendra はそれらをインデックスしません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttachmentFieldMappings" : [ ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 4260), ... ],
"CrawlAttachments" : Boolean

YAML
AttachmentFieldMappings:
- ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 4260)
CrawlAttachments: Boolean

プロパティ
AttachmentFieldMappings
アタッチメントのメタデータフィールドをインデックスフィールドにマップする方法を定義します。
フィールドをマッピングするには、事前にコンソールか UpdateIndex オペレーションを使用して、
一致する型のインデックスフィールドを作成する必要があります。
AttachentFieldMappings パラメータを指定する場合は、1 つ以上のフィールドマッピングを指定
します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping (p. 4260) のリスト
最大: 11
Update requires: No interruption
CrawlAttachments
Amazon Kendra が Confluence データソース内のページとブログにアタッチメントをインデックスす
るかどうかを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceAttachmentToIndexFieldMapping
Confluence データソースのフィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとの間のマッピングを
定義します。
まず、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataSourceFieldName" : String,
"DateFieldFormat" : String,
"IndexFieldName" : String

YAML
DataSourceFieldName: String
DateFieldFormat: String
IndexFieldName: String

プロパティ
DataSourceFieldName
データソース内のフィールドの名前。
まず、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要がありま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AUTHOR | CONTENT_TYPE | CREATED_DATE | DISPLAY_URL | FILE_SIZE |
ITEM_TYPE | PARENT_ID | SPACE_KEY | SPACE_NAME | URL | VERSION
Update requires: No interruption
DateFieldFormat
データソースの日付フィールドの形式。DataSourceFieldName で指定したフィールドが日付
フィールドである場合、日付形式を指定する必要があります。フィールドが日付フィールドではない
場合、例外がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 4
最大: 40
パターン: ^(?!\s).*(?<!\s)$
Update requires: No interruption
IndexFieldName
Confluence データソースフィールドにマップするインデックスフィールドの名前。インデックス
フィールドタイプは、Confluence フィールドタイプと一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceBlogConfiguration
Confluence データソースのブログ設定を指定します。ブログは、ConfluenceConfiguration タイプの
ExclusionPatterns または InclusionPatterns フィールドでインデックスからフィルタリングされ
ない限り、常にインデックスが作成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BlogFieldMappings" : [ ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 4262), ... ]

YAML
BlogFieldMappings:
- ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 4262)

プロパティ
BlogFieldMappings
ブログのメタデータフィールドをインデックスフィールドにマップする方法を定義します。フィール
ドをマッピングするには、事前にコンソールか UpdateIndex オペレーションを使用して、一致する
型のインデックスフィールドを作成する必要があります。
BlogFieldMappings パラメータを指定する場合は、1 つ以上のフィールドマッピングを指定しま
す。
必須: いいえ
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タイプ: ConfluenceBlogToIndexFieldMapping (p. 4262) のリスト
最大: 9
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceBlogToIndexFieldMapping
Confluence データソースのブログフィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとの間のマッピ
ングを定義します。
まず、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataSourceFieldName" : String,
"DateFieldFormat" : String,
"IndexFieldName" : String

YAML
DataSourceFieldName: String
DateFieldFormat: String
IndexFieldName: String

プロパティ
DataSourceFieldName
データソース内のフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AUTHOR | DISPLAY_URL | ITEM_TYPE | LABELS | PUBLISH_DATE |
SPACE_KEY | SPACE_NAME | URL | VERSION
Update requires: No interruption
DateFieldFormat
データソースの日付フィールドの形式。DataSourceFieldName で指定したフィールドが日付
フィールドである場合、日付形式を指定する必要があります。フィールドが日付フィールドではない
場合、例外がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
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パターン: ^(?!\s).*(?<!\s)$
Update requires: No interruption
IndexFieldName
Confluence データソースフィールドにマップするインデックスフィールドの名前。インデックス
フィールドタイプは、Confluence フィールドタイプと一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceConfiguration
Confluence に接続するデータソースの設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AttachmentConfiguration" : ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 4259),
"BlogConfiguration" : ConfluenceBlogConfiguration (p. 4261),
"ExclusionPatterns" : [ String, ... ],
"InclusionPatterns" : [ String, ... ],
"PageConfiguration" : ConfluencePageConfiguration (p. 4266),
"SecretArn" : String,
"ServerUrl" : String,
"SpaceConfiguration" : ConfluenceSpaceConfiguration (p. 4268),
"Version" : String,
"VpcConfiguration" : DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

YAML
AttachmentConfiguration:
ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 4259)
BlogConfiguration:
ConfluenceBlogConfiguration (p. 4261)
ExclusionPatterns:
- String
InclusionPatterns:
- String
PageConfiguration:
ConfluencePageConfiguration (p. 4266)
SecretArn: String
ServerUrl: String
SpaceConfiguration:
ConfluenceSpaceConfiguration (p. 4268)
Version: String

API バージョン 2010-05-15
4263

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra
VpcConfiguration:
DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

プロパティ
AttachmentConfiguration
Confluence のブログとページにアタッチメントをインデックスするための、設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceAttachmentConfiguration (p. 4259)
Update requires: No interruption
BlogConfiguration
Confluence のブログをインデックスするための設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceBlogConfiguration (p. 4261)
Update requires: No interruption
ExclusionPatterns
Confluence サーバーの URL に適用される正規表現のパターンのリスト。除外パターンは、ブログ投
稿、ページ、スペース、またはアタッチメントに適用できます。パターンに一致する項目は、イン
デックスから除外されます。パターンに一致しない項目は、インデックスに含まれます。項目が除外
パターンと包含パターンの両方に一致する場合、その項目はインデックスには含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPatterns
Confluence サーバーの URL に適用される正規表現のパターンのリスト。包含パターンは、ブログ投
稿、ページ、スペース、またはアタッチメントに適用できます。パターンに一致する項目は、イン
デックスに含まれます。パターンに一致しない項目は、インデックスから除外されます。項目が包含
パターンと除外パターンの両方に一致する場合、その項目はインデックスに含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
PageConfiguration
Confluence のページをインデックスするための設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluencePageConfiguration (p. 4266)
Update requires: No interruption
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SecretArn
Confluence サーバーへの接続に必要なキーと値のペアが含まれている AWS Secrets Manager シーク
レットの Amazon リソースネーム (ARN)。シークレットには、次のキーを持つ JSON 構造を含める必
要があります。
• ユーザー名 - Confluence サーバーの管理権限を持つユーザーのユーザー名または E メールアドレ
ス。
• パスワード - Confluence サーバーにログインするユーザーに関連付けられたパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
ServerUrl
Confluence インスタンスの URL。サーバーの完全な URL を使用します。たとえば、https://
server.example.com:port/ と指定します。https://192.168.1.113/ など、IP アドレスを使
用することもできます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)
Update requires: No interruption
SpaceConfiguration
Confluence のスペースをインデックスするための設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceSpaceConfiguration (p. 4268)
Update requires: No interruption
Version
接続する Confluence インストールのバージョンを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CLOUD | SERVER
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Amazon VPC に接続するための情報を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluencePageConfiguration
Confluence データソースのページ設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PageFieldMappings" : [ ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 4266), ... ]

YAML
PageFieldMappings:
- ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 4266)

プロパティ
PageFieldMappings
ページのメタデータフィールドをインデックスフィールドにマップする方法を定義します。フィール
ドをマッピングするには、事前にコンソールか UpdateIndex オペレーションを使用して、一致する
型のインデックスフィールドを作成する必要があります。
PageFieldMappings パラメータを指定する場合は、1 つ以上のフィールドマッピングを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ConfluencePageToIndexFieldMapping (p. 4266) のリスト
最大: 12
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluencePageToIndexFieldMapping
Confluence データソースのフィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとの間のマッピングを
定義します。
まず、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DataSourceFieldName" : String,
"DateFieldFormat" : String,
"IndexFieldName" : String

YAML
DataSourceFieldName: String
DateFieldFormat: String
IndexFieldName: String

プロパティ
DataSourceFieldName
データソース内のフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AUTHOR | CONTENT_STATUS | CREATED_DATE | DISPLAY_URL | ITEM_TYPE
| LABELS | MODIFIED_DATE | PARENT_ID | SPACE_KEY | SPACE_NAME | URL |
VERSION
Update requires: No interruption
DateFieldFormat
データソースの日付フィールドの形式。DataSourceFieldName で指定したフィールドが日付
フィールドである場合、日付形式を指定する必要があります。フィールドが日付フィールドではない
場合、例外がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
パターン: ^(?!\s).*(?<!\s)$
Update requires: No interruption
IndexFieldName
Confluence データソースフィールドにマップするインデックスフィールドの名前。インデックス
フィールドタイプは、Confluence フィールドタイプと一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption
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AWS::Kendra::DataSource ConfluenceSpaceConfiguration
Confluence のスペースをインデックスするための設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CrawlArchivedSpaces" : Boolean,
"CrawlPersonalSpaces" : Boolean,
"ExcludeSpaces" : [ String, ... ],
"IncludeSpaces" : [ String, ... ],
"SpaceFieldMappings" : [ ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 4269), ... ]

YAML
CrawlArchivedSpaces: Boolean
CrawlPersonalSpaces: Boolean
ExcludeSpaces:
- String
IncludeSpaces:
- String
SpaceFieldMappings:
- ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 4269)

プロパティ
CrawlArchivedSpaces
アーカイブされたスペースを Amazon Kendra がインデックスするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CrawlPersonalSpaces
Amazon Kendra がパーソナルスペースをインデックスするかどうかを指定します。ユーザーは、パー
ソナルスペースの項目に制限を追加できます。パーソナルスペースがインデックスされている場合、
ユーザーコンテキスト情報のないクエリは、結果で、パーソナルスペースから制限された項目を返
すことがあります。詳細については、「ユーザーコンテキストのフィルタリング」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludeSpaces
Confluence スペースのスペースキーのリスト。キーを含めると、スペース内のブログ、ドキュメン
ト、アタッチメントはインデックスされません。ExcludeSpaces と IncludeSpaces のリストの両
方にスペースがある場合、そのスペースは除外されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
IncludeSpaces
Confluence スペースのスペースキーのリスト。キーを含めると、スペース内のブログ、ドキュメン
ト、アタッチメントはインデックスされます。リストにないスペースはインデックスされません。
リスト内のスペースは存在している必要があります。そうでなければ、データソースの同期時に
Amazon Kendra がエラーを記録します。IncludeSpaces と ExcludeSpaces のリストの両方にス
ペースがある場合、そのスペースは除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SpaceFieldMappings
スペースのメタデータフィールドをインデックスフィールドにマップする方法を定義します。フィー
ルドをマッピングするには、事前にコンソールか UpdateIndex オペレーションを使用して、一致す
る型のインデックスフィールドを作成する必要があります。
SpaceFieldMappings パラメータを指定する場合は、1 つ以上のフィールドマッピングを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping (p. 4269) のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConfluenceSpaceToIndexFieldMapping
Confluence データソースのフィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとの間のマッピングを
定義します。
まず、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataSourceFieldName" : String,
"DateFieldFormat" : String,
"IndexFieldName" : String

YAML
DataSourceFieldName: String
DateFieldFormat: String
IndexFieldName: String
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プロパティ
DataSourceFieldName
データソース内のフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISPLAY_URL | ITEM_TYPE | SPACE_KEY | URL
Update requires: No interruption
DateFieldFormat
データソースの日付フィールドの形式。DataSourceFieldName で指定したフィールドが日付
フィールドである場合、日付形式を指定する必要があります。フィールドが日付フィールドではない
場合、例外がスローされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
パターン: ^(?!\s).*(?<!\s)$
Update requires: No interruption
IndexFieldName
Confluence データソースフィールドにマップするインデックスフィールドの名前。インデックス
フィールドタイプは、Confluence フィールドタイプと一致する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ConnectionConfiguration
データベースに接続するために必要な情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DatabaseHost" : String,
"DatabaseName" : String,
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}

"DatabasePort" : Integer,
"SecretArn" : String,
"TableName" : String

YAML
DatabaseHost: String
DatabaseName: String
DatabasePort: Integer
SecretArn: String
TableName: String

プロパティ
DatabaseHost
データベースのホストの名前。文字列 (host.subdomain.domain.tld) であるか、IPv4/IPv6 アドレスで
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 253
Update requires: No interruption
DatabaseName
ドキュメントデータが含まれているデータベースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption
DatabasePort
データベースが接続に使用するポート。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
SecretArn
AWS Secrets Manager に保存した認証情報の Amazon リソースネーム (ARN)。認証情報は、ユー
ザーとパスワードのペアにする必要があります。詳細については、「データベースデータソースの
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使用」を参照してください。AWS Secrets Manager の詳細については、AWS Secrets Manager ユー
ザーガイドの What Is AWS Secrets Manager を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
TableName
ドキュメントデータが含まれているテーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource DatabaseConfiguration
データベースをインデックスに接続するために必要な情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AclConfiguration" : AclConfiguration (p. 4256),
"ColumnConfiguration" : ColumnConfiguration (p. 4257),
"ConnectionConfiguration" : ConnectionConfiguration (p. 4270),
"DatabaseEngineType" : String,
"SqlConfiguration" : SqlConfiguration (p. 4305),
"VpcConfiguration" : DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

YAML
AclConfiguration:
AclConfiguration (p. 4256)
ColumnConfiguration:
ColumnConfiguration (p. 4257)
ConnectionConfiguration:
ConnectionConfiguration (p. 4270)
DatabaseEngineType: String
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SqlConfiguration:
SqlConfiguration (p. 4305)
VpcConfiguration:
DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

プロパティ
AclConfiguration
ユーザーコンテキストのフィルタリングに関する情報を提供するデータベース列に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AclConfiguration (p. 4256)
Update requires: No interruption
ColumnConfiguration
インデックスがデータベースからドキュメント情報を取得する必要がある場所に関する情報。
必須: はい
タイプ: ColumnConfiguration (p. 4257)
Update requires: No interruption
ConnectionConfiguration
データベースに接続するために必要な情報。
必須: はい
タイプ: ConnectionConfiguration (p. 4270)
Update requires: No interruption
DatabaseEngineType
データベースを実行するデータベースエンジンのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: RDS_AURORA_MYSQL | RDS_AURORA_POSTGRESQL | RDS_MYSQL |
RDS_POSTGRESQL
Update requires: No interruption
SqlConfiguration
データベースデータソースに対してクエリを実行するときに、Amazon Kendra が SQL 識別子の周り
に引用符を使用する方法に関する情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: SqlConfiguration (p. 4305)
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Amazon VPC に接続するための情報を提供します。
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必須: いいえ
タイプ: DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource DataSourceConfiguration
Amazon Kendra データソースの設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConfluenceConfiguration" : ConfluenceConfiguration (p. 4263),
"DatabaseConfiguration" : DatabaseConfiguration (p. 4272),
"GoogleDriveConfiguration" : GoogleDriveConfiguration (p. 4278),
"OneDriveConfiguration" : OneDriveConfiguration (p. 4281),
"S3Configuration" : S3DataSourceConfiguration (p. 4284),
"SalesforceConfiguration" : SalesforceConfiguration (p. 4288),
"ServiceNowConfiguration" : ServiceNowConfiguration (p. 4297),
"SharePointConfiguration" : SharePointConfiguration (p. 4302)

YAML
ConfluenceConfiguration:
ConfluenceConfiguration (p. 4263)
DatabaseConfiguration:
DatabaseConfiguration (p. 4272)
GoogleDriveConfiguration:
GoogleDriveConfiguration (p. 4278)
OneDriveConfiguration:
OneDriveConfiguration (p. 4281)
S3Configuration:
S3DataSourceConfiguration (p. 4284)
SalesforceConfiguration:
SalesforceConfiguration (p. 4288)
ServiceNowConfiguration:
ServiceNowConfiguration (p. 4297)
SharePointConfiguration:
SharePointConfiguration (p. 4302)

プロパティ
ConfluenceConfiguration
Confluence データソースに接続するための設定情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: ConfluenceConfiguration (p. 4263)
Update requires: No interruption
DatabaseConfiguration
データベースのデータソースコネクタを作成するために必要な情報を提供します。
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必須: いいえ
タイプ: DatabaseConfiguration (p. 4272)
Update requires: No interruption
GoogleDriveConfiguration
Google ドライブに接続するデータソースの設定を提供します。
必須: いいえ
タイプ: GoogleDriveConfiguration (p. 4278)
Update requires: No interruption
OneDriveConfiguration
Microsoft OneDrive に接続するデータソースの設定を提供します。
必須: いいえ
タイプ: OneDriveConfiguration (p. 4281)
Update requires: No interruption
S3Configuration
Amazon S3 バケット内のドキュメントリポジトリのデータソースコネクタを作成するための情報を提
供します。
必須: いいえ
タイプ: S3DataSourceConfiguration (p. 4284)
Update requires: No interruption
SalesforceConfiguration
Salesforce サイトに接続するデータソースの設定情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceConfiguration (p. 4288)
Update requires: No interruption
ServiceNowConfiguration
ServiceNow インスタンスに接続するデータソースの設定を提供します。
必須: いいえ
タイプ: ServiceNowConfiguration (p. 4297)
Update requires: No interruption
SharePointConfiguration
Microsoft SharePoint サイトのデータソースコネクタを作成するために必要な情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: SharePointConfiguration (p. 4302)
Update requires: No interruption
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AWS::Kendra::DataSource DataSourceToIndexFieldMapping
データソースの列または属性をインデックスフィールドにマッピングします。最初に updateIndex オペ
レーションを使用してインデックス内にフィールドを作成する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataSourceFieldName" : String,
"DateFieldFormat" : String,
"IndexFieldName" : String

YAML
DataSourceFieldName: String
DateFieldFormat: String
IndexFieldName: String

プロパティ
DataSourceFieldName
データソース内の列または属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DateFieldFormat
列または属性に保存されているデータのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 4
最大: 40
パターン: ^(?!\s).*(?<!\s)$
Update requires: No interruption
IndexFieldName
インデックス内のフィールドの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource DataSourceVpcConfiguration
Amazon VPC に接続するための情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
Amazon VPC 内のセキュリティグループの識別子のリスト。セキュリティグループは、Amazon
Kendra がデータソースに接続できるようにする必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
SubnetIds
Amazon VPC 内のサブネットの識別子のリスト。サブネット間は VPC 内で相互に接続できる必要が
あり、NAT デバイスを介してインターネットへの発信アクセスが必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 6
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Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource DocumentsMetadataConfiguration
ドキュメントのアクセスコントロール情報、ソース URI、ドキュメントの作成者、カスタム属性などの情
報が含まれているドキュメントメタデータファイル。各メタデータファイルには、1 つのドキュメントに
関するメタデータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Prefix" : String

YAML
S3Prefix: String

プロパティ
S3Prefix
AWS S3 バケット内のメタデータ設定ファイルをフィルタリングするために使用するプレフィック
ス。S3 バケットには、複数のメタデータファイルが含まれている場合があります。目的のメタデータ
ファイルのみを含めるには、S3Prefix に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource GoogleDriveConfiguration
Google ドライブに接続するデータソースの設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ExcludeMimeTypes" : [ String, ... ],
"ExcludeSharedDrives" : [ String, ... ],
"ExcludeUserAccounts" : [ String, ... ],
"ExclusionPatterns" : [ String, ... ],
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"InclusionPatterns" : [ String, ... ],
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}

"SecretArn" : String

YAML
ExcludeMimeTypes:
- String
ExcludeSharedDrives:
- String
ExcludeUserAccounts:
- String
ExclusionPatterns:
- String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
InclusionPatterns:
- String
SecretArn: String

プロパティ
ExcludeMimeTypes
インデックスから除外する MIME タイプのリスト。指定した MIME タイプに一致するすべてのドキュ
メントが除外されます。
MIME の種類の一覧については、「Google Workspace ドライブのデータソースを使用する」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 30
Update requires: No interruption
ExcludeSharedDrives
インデックスから除外する識別子または共有ドライブのリスト。共有ドライブに保存されているすべ
てのファイルとフォルダが除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
ExcludeUserAccounts
ユーザーの E メールアドレスのリスト。これらのユーザーが所有するドキュメントはインデックスか
ら除外されます。除外されたユーザーと共有されているドキュメントは、別の方法で除外されない限
り、インデックスされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
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ExclusionPatterns
Google ドライブのパスに適用される正規表現のパターンのリスト。パターンに一致する項目は、共有
ドライブとユーザーのマイドライブの両方でインデックスから除外されます。パターンに一致しない
項目は、インデックスに含まれます。項目が除外パターンと包含パターンの両方に一致する場合、そ
の項目はインデックスから除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
FieldMappings
Google ドライブのフィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとの間のマッピングを定義
します。
コンソールを使用している場合は、マッピングの作成時にインデックスフィールドを定義できま
す。API を使用している場合、最初に UpdateIndex オペレーションを使用してフィールドを作成す
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPatterns
Google ドライブのパスに適用される正規表現のパターンのリスト。パターンに一致する項目は、共有
ドライブとユーザーのマイドライブの両方でインデックスに含まれます。パターンに一致しない項目
は、インデックスから除外されます。項目が包含パターンと除外パターンの両方に一致する場合、そ
の項目はインデックスから除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
SecretArn
Google ドライブへの接続に必要な認証情報を含む AWS Secrets Manager の Amazon リソースネーム
(ARN)。詳細については、「Google Workspace ドライブのデータソースを使用する」を参照してくだ
さい。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
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Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource OneDriveConfiguration
OneDrive に接続するデータソースの設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DisableLocalGroups" : Boolean,
"ExclusionPatterns" : [ String, ... ],
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"InclusionPatterns" : [ String, ... ],
"OneDriveUsers" : OneDriveUsers (p. 4283),
"SecretArn" : String,
"TenantDomain" : String

YAML
DisableLocalGroups: Boolean
ExclusionPatterns:
- String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
InclusionPatterns:
- String
OneDriveUsers:
OneDriveUsers (p. 4283)
SecretArn: String
TenantDomain: String

プロパティ
DisableLocalGroups
ローカルグループが無効 (True) と有効 (False) のいずれであるかを指定するブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExclusionPatterns
ドキュメントに適用する正規表現のリスト。除外パターンに一致する項目にはインデックスが付けら
れません。包含パターンと除外パターンの両方を指定した場合、除外パターンに一致する項目にはイ
ンデックスが付けられません。
除外パターンはファイル名に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
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Update requires: No interruption
FieldMappings
Microsoft OneDrive のフィールドを Amazon Kendra インデックスのカスタムフィールドにマッピング
する DataSourceToIndexFieldMapping オブジェクトのリスト。OneDrive のフィールドをマッピ
ングする前に、インデックスフィールドを作成する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスに含まれます。パ
ターンに一致しないドキュメントは、インデックスから除外されます。包含パターンと除外パターン
の両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
除外パターンはファイル名に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
OneDriveUsers
インデックスを作成する必要があるドキュメントを持つユーザーアカウントのリスト。
必須: はい
タイプ: OneDriveUsers (p. 4283)
Update requires: No interruption
SecretArn
OneDrive に接続するためのユーザー名とパスワードが含まれている AWS Secrets Manager シーク
レットの Amazon リソースネーム (ARN)。ユーザー名として OneDrive アプリケーションのアプリ
ケーション ID を使用し、パスワードとして OneDrive アプリケーションのアプリケーションキーを使
用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
TenantDomain
組織の Azure Active Directory ドメイン。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^([a-zA-Z0-9]+(-[a-zA-Z0-9]+)*\.)+[a-z]{2,}$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource OneDriveUsers
インデックスを作成する必要があるドキュメントを持つユーザーアカウント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OneDriveUserList" : [ String, ... ],
"OneDriveUserS3Path" : S3Path (p. 4286)

YAML
OneDriveUserList:
- String
OneDriveUserS3Path:
S3Path (p. 4286)

プロパティ
OneDriveUserList
インデックスを作成する必要があるドキュメントを持つユーザーのリスト。ユーザー名は、E メール
アドレス形式 (username@tenantdomain) で指定します。100 人を超えるユーザーのドキュメント
にインデックスを作成する必要がある場合は、OneDriveUserS3Path フィールドを使用してユー
ザーのリストが含まれているファイルの場所を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
OneDriveUserS3Path
インデックスを作成する必要があるドキュメントを持つユーザーのリストが含まれているファイルの
S3 バケットの場所。
必須: いいえ
タイプ: S3Path (p. 4286)
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Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource S3DataSourceConfiguration
Amazon S3 バケット内のドキュメントのインデックスを作成するためのデータソースに関する設定情報を
提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessControlListConfiguration" : AccessControlListConfiguration (p. 4256),
"BucketName" : String,
"DocumentsMetadataConfiguration" : DocumentsMetadataConfiguration (p. 4278),
"ExclusionPatterns" : [ String, ... ],
"InclusionPatterns" : [ String, ... ],
"InclusionPrefixes" : [ String, ... ]

YAML
AccessControlListConfiguration:
AccessControlListConfiguration (p. 4256)
BucketName: String
DocumentsMetadataConfiguration:
DocumentsMetadataConfiguration (p. 4278)
ExclusionPatterns:
- String
InclusionPatterns:
- String
InclusionPrefixes:
- String

プロパティ
AccessControlListConfiguration
データソースのユーザーコンテキストフィルタリングファイルが含まれている S3 バケットへのパス
を提供します。ファイルの形式については、「S3 データソースのアクセス制御」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: AccessControlListConfiguration (p. 4256)
Update requires: No interruption
BucketName
ドキュメントが含まれているバケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
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最大: 63
パターン: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]
Update requires: No interruption
DocumentsMetadataConfiguration
ドキュメントのアクセスコントロール情報、ソース URI、ドキュメントの作成者、カスタム属性など
の情報が含まれているドキュメントメタデータファイルを指定します。各メタデータファイルには、1
つのドキュメントに関するメタデータが含まれています。
必須: いいえ
タイプ: DocumentsMetadataConfiguration (p. 4278)
Update requires: No interruption
ExclusionPatterns
インデックスを付けてはいけないドキュメントの glob パターンのリスト。包含プレフィックスまたは
包含パターンに一致するドキュメントが除外パターンにも一致する場合、そのドキュメントにはイン
デックスが付けられません。
例 を次に示します。
• *.png、*.jpg は、ディレクトリ内のすべての PNG および JPEG イメージファイル (拡張子が.png
と.jpg のファイル) を除外します。
• *internal* は、ファイル名に「internal」を含むディレクトリ内のすべてのファイル (「internal」、
「internal_only」、「company_internal」など) を除外します。
• **/*internal* は、ディレクトリとそのサブディレクトリ内のすべての内部関連ファイルを除外しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPatterns
インデックスすべきでないドキュメントの glob パターンのリスト。包含パターンに一致するドキュメ
ントが除外パターンにも一致している場合、そのドキュメントはインデックスできません。
例 を次に示します。
• *.txt は、ディレクトリ内のすべてのテキストファイル (拡張子.txt のファイル) を含めます。
• **/*.txt は、ディレクトリとそのサブディレクトリ内のすべてのテキストファイルを含めます。
• *tax* は、ファイル名に「tax」、「taxes」、「income_tax」など、ディレクトリ内のすべてのファ
イルを含みます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPrefixes
インデックスに含める必要があるドキュメントの S3 プレフィックスのリスト。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource S3Path
Amazon S3 バケット内の特定のファイルを見つけるために必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
ファイルが含まれている S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]
Update requires: No interruption
Key
ファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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AWS::Kendra::DataSource SalesforceChatterFeedConfiguration
Salesforce のチャターフィードを同期するための設定を定義します。オブジェクトの内容は、Salesforce
FeedItem テーブルから取得されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DocumentDataFieldName" : String,
"DocumentTitleFieldName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"IncludeFilterTypes" : [ String, ... ]

YAML
DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
IncludeFilterTypes:
- String

プロパティ
DocumentDataFieldName
インデックスを作成する対象の内容が含まれている Salesforce FeedItem テーブル内の列の名前。通
常、これは Body 列です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
ドキュメントのタイトルが含まれている Salesforce FeedItem テーブル内の列の名前。通常、これは
Title 列です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
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Update requires: No interruption
FieldMappings
Salesforce チャターフィードのフィールドを Amazon Kendra インデックスフィールドにマッピング
します。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
IncludeFilterTypes
ユーザーのステータスに基づいてフィード内のドキュメントをフィルタリングしま
す。ACTIVE_USERS を指定すると、アクティブなアカウントを持つユーザーのドキュメントのみにイ
ンデックスが付けられます。STANDARD_USER を指定すると、Salesforce の標準ユーザーのドキュメ
ントのみがドキュメント化されます。両方を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 2
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SalesforceConfiguration
Salesforce データソースに接続するための設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ChatterFeedConfiguration" : SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 4287),
"CrawlAttachments" : Boolean,
"ExcludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ],
"IncludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ],
"KnowledgeArticleConfiguration" : SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 4292),
"SecretArn" : String,
"ServerUrl" : String,
"StandardObjectAttachmentConfiguration" : SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 4294),
"StandardObjectConfigurations" : [ SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 4295), ... ]

}

YAML
ChatterFeedConfiguration:
SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 4287)
CrawlAttachments: Boolean
ExcludeAttachmentFilePatterns:
- String
IncludeAttachmentFilePatterns:
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- String
KnowledgeArticleConfiguration:
SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 4292)
SecretArn: String
ServerUrl: String
StandardObjectAttachmentConfiguration:
SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 4294)
StandardObjectConfigurations:
- SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 4295)

プロパティ
ChatterFeedConfiguration
Salesforce のチャターフィードの設定情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceChatterFeedConfiguration (p. 4287)
Update requires: No interruption
CrawlAttachments
Amazon Kendra が Salesforce オブジェクトへの添付ファイルにインデックスを作成する必要がある
かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludeAttachmentFilePatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスから除外されます。
パターンに一致しないドキュメントは、インデックスに含まれます。除外パターンと包含パターンの
両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、添付ファイルの名前に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
IncludeAttachmentFilePatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスに含まれます。パ
ターンに一致しないドキュメントは、インデックスから除外されます。包含パターンと除外パターン
の両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、添付ファイルの名前に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
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KnowledgeArticleConfiguration
Amazon Kendra でインデックスを作成するナレッジ記事の種類に関する設定情報を指定しま
す。Amazon Kendra は、標準ナレッジ記事とナレッジ記事の標準フィールド、またはカスタムナレッ
ジ記事のカスタムフィールドのいずれかにインデックスを付けます。ただし、両方にはインデックス
を付けません。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceKnowledgeArticleConfiguration (p. 4292)
Update requires: No interruption
SecretArn
Salesforce インスタンスへの接続に必要なキーと値のペアが含まれている AWS Secrets Manager
シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。シークレットには、次のキーを持つ JSON 構造を含
める必要があります。
• authenticationUrl - Amazon Kendra が OAUTH トークンを取得するために接続する OAUTH エンド
ポイント。
• consumerKey - Salesforce アプリケーションの作成時に生成されたアプリケーションの公開キー。
• consumerSecret - Salesforce アプリケーションの作成時に生成されたアプリケーションの秘密
キー。
• password - Salesforce インスタンスにログインするユーザーに関連付けられたパスワード。
• securityToken - Salesforce インスタンスにログインするユーザーアカウントに関連付けられたトー
クン。
• username - Salesforce インスタンスにログインするユーザーのユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
ServerUrl
インデックスを作成する Salesforce サイトのインスタンス URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)
Update requires: No interruption
StandardObjectAttachmentConfiguration
Salesforce の標準オブジェクトへの添付ファイルを処理するための設定情報を提供します。
必須: いいえ
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タイプ: SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration (p. 4294)
Update requires: No interruption
StandardObjectConfigurations
Amazon Kendra でインデックスを作成する Salesforce の標準オブジェクトを指定します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceStandardObjectConfiguration (p. 4295) のリスト
最大: 17
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration
Salesforce カスタム記事のインデックス作成に関する設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DocumentDataFieldName" : String,
"DocumentTitleFieldName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"Name" : String

YAML
DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
Name: String

プロパティ
DocumentDataFieldName
インデックスを作成するドキュメントデータが含まれているカスタムナレッジ記事内のフィールドの
名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
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DocumentTitleFieldName
ドキュメントタイトルが含まれているカスタムナレッジ記事内のフィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
FieldMappings
カスタムナレッジ記事内のフィールドを Amazon Kendra インデックスのフィールドにマッピングす
る 1 つ以上のオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
Name
設定の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SalesforceKnowledgeArticleConfiguration
Amazon Kendra でインデックスを作成するナレッジ記事の種類に関する設定情報を指定します。Amazon
Kendra は、標準ナレッジ記事とナレッジ記事の標準フィールド、またはカスタムナレッジ記事のカスタム
フィールドのいずれかにインデックスを付けます。ただし、両方にはインデックスを付けません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations" : [ SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 4
"IncludedStates" : [ String, ... ],
"StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration" : SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p.
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YAML
CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations:
- SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 4291)
IncludedStates:
- String
StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration:
SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 4293)

プロパティ
CustomKnowledgeArticleTypeConfigurations
Salesforce のカスタムナレッジ記事の設定情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceCustomKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 4291) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
IncludedStates
Amazon Kendra でナレッジ記事のインデックスを作成するときに含める必要があるドキュメントの状
態を指定します。1 つ以上の状態を指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
StandardKnowledgeArticleTypeConfiguration
Salesforce の標準ナレッジ記事の設定情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration (p. 4293)
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource
SalesforceStandardKnowledgeArticleTypeConfiguration
Salesforce の標準ナレッジ記事の設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DocumentDataFieldName" : String,
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}

"DocumentTitleFieldName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ]

YAML
DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)

プロパティ
DocumentDataFieldName
インデックスを作成するドキュメントデータが含まれているフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
ドキュメントタイトルが含まれているフィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
FieldMappings
ナレッジ記事のフィールドを Amazon Kendra インデックスフィールドにマッピングする 1 つ以上の
オブジェクト。インデックスフィールドは、Salesforce フィールドをマッピングする前に、存在して
いる必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SalesforceStandardObjectAttachmentConfiguration
Salesforce の標準オブジェクトへの添付ファイルを処理するための設定情報を提供します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DocumentTitleFieldName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ]

YAML
DocumentTitleFieldName: String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)

プロパティ
DocumentTitleFieldName
ドキュメントのタイトルに使用するフィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
FieldMappings
添付ファイルのフィールドを Amazon Kendra インデックスフィールドにマッピングする 1 つ以上の
オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SalesforceStandardObjectConfiguration
単一の標準オブジェクトのインデックスを作成するための設定情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DocumentDataFieldName" : String,

API バージョン 2010-05-15
4295

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra

}

"DocumentTitleFieldName" : String,
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"Name" : String

YAML
DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
Name: String

プロパティ
DocumentDataFieldName
ドキュメントの内容が含まれている標準オブジェクトテーブル内のフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
ドキュメントのタイトルが含まれている標準オブジェクトテーブル内のフィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
FieldMappings
標準オブジェクトのフィールドを Amazon Kendra インデックスフィールドにマッピングする 1 つ以
上のオブジェクト。インデックスフィールドは、Salesforce フィールドをマッピングする前に、存在
している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
Name
標準オブジェクトの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ACCOUNT | CAMPAIGN | CASE | CONTACT | CONTRACT | DOCUMENT | GROUP
| IDEA | LEAD | OPPORTUNITY | PARTNER | PRICEBOOK | PRODUCT | PROFILE |
SOLUTION | TASK | USER
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ServiceNowConfiguration
ServiceNow データソースへの接続に必要な設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HostUrl" : String,
"KnowledgeArticleConfiguration" : ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 4298),
"SecretArn" : String,
"ServiceCatalogConfiguration" : ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 4300),
"ServiceNowBuildVersion" : String

YAML
HostUrl: String
KnowledgeArticleConfiguration:
ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 4298)
SecretArn: String
ServiceCatalogConfiguration:
ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 4300)
ServiceNowBuildVersion: String

プロパティ
HostUrl
データソースが接続する先の ServiceNow インスタンス。ホストエンドポイント
は、{instance}.service-now.com. のようになります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^(?!(^(https?|ftp|file):\/\/))[a-z0-9-]+(\.service-now\.com)$
Update requires: No interruption
KnowledgeArticleConfiguration
ServiceNow サイトのナレッジ記事をクロールするための設定情報を提供します。
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必須: いいえ
タイプ: ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration (p. 4298)
Update requires: No interruption
SecretArn
ServiceNow インスタンスへの接続に必要なユーザー名とパスワードが含まれている AWS Secrets
Manager シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
ServiceCatalogConfiguration
ServiceNow サイトのサービスカタログをクロールするための設定情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: ServiceNowServiceCatalogConfiguration (p. 4300)
Update requires: No interruption
ServiceNowBuildVersion
ServiceNow ホストが実行しているリリースの識別子。ホストが LONDON リリースを実行していない
場合は、OTHERS を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: LONDON | OTHERS
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ServiceNowKnowledgeArticleConfiguration
ServiceNow サイトのナレッジ記事をクロールするための設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CrawlAttachments" : Boolean,
"DocumentDataFieldName" : String,
"DocumentTitleFieldName" : String,
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}

"ExcludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ],
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"IncludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ]

YAML
CrawlAttachments: Boolean
DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
ExcludeAttachmentFilePatterns:
- String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
IncludeAttachmentFilePatterns:
- String

プロパティ
CrawlAttachments
Amazon Kendra でナレッジ記事への添付ファイルのインデックスを作成する必要があるかどうかを示
します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DocumentDataFieldName
Amazon Kendra インデックスのインデックスドキュメントコンテンツフィールドにマッピングする
ServiceNow フィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
インデックスドキュメントタイトルフィールドにマッピングする ServiceNow フィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
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ExcludeAttachmentFilePatterns
ナレッジ記事に適用した正規表現のリスト。包含パターンと一致しない項目にはインデックスが付け
られません。正規表現は、PatternTargetField で指定したフィールドに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
FieldMappings
ServiceNow フィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとのマッピング。フィールドを
マッピングする前に、インデックスフィールドを作成する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
IncludeAttachmentFilePatterns
ナレッジ記事に適用した正規表現のリスト。包含パターンと一致しない項目にはインデックスが付け
られません。正規表現は、PatternTargetField で指定したフィールドに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource ServiceNowServiceCatalogConfiguration
ServiceNow サイトのサービスカタログアイテムをクロールするための設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CrawlAttachments" : Boolean,
"DocumentDataFieldName" : String,
"DocumentTitleFieldName" : String,
"ExcludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ],
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"IncludeAttachmentFilePatterns" : [ String, ... ]

YAML
CrawlAttachments: Boolean
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DocumentDataFieldName: String
DocumentTitleFieldName: String
ExcludeAttachmentFilePatterns:
- String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
IncludeAttachmentFilePatterns:
- String

プロパティ
CrawlAttachments
Amazon Kendra が添付ファイルをサービスカタログ項目にクロールするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DocumentDataFieldName
Amazon Kendra インデックスのインデックスドキュメントコンテンツフィールドにマッピングする
ServiceNow フィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
インデックスドキュメントタイトルフィールドにマッピングする ServiceNow フィールドの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
ExcludeAttachmentFilePatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスから除外されます。
パターンに一致しないドキュメントは、インデックスに含まれます。除外パターンと包含パターンの
両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、アタッチメントの名前に適用されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
FieldMappings
ServiceNow フィールドと Amazon Kendra インデックスフィールドとのマッピング。フィールドを
マッピングする前に、インデックスフィールドを作成する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
IncludeAttachmentFilePatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスに含まれます。パ
ターンに一致しないドキュメントは、インデックスから除外されます。除外パターンと包含パターン
の両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、アタッチメントの名前に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SharePointConfiguration
Microsoft SharePoint データソースに接続するための設定情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CrawlAttachments" : Boolean,
"DisableLocalGroups" : Boolean,
"DocumentTitleFieldName" : String,
"ExclusionPatterns" : [ String, ... ],
"FieldMappings" : [ DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276), ... ],
"InclusionPatterns" : [ String, ... ],
"SecretArn" : String,
"SharePointVersion" : String,
"Urls" : [ String, ... ],
"UseChangeLog" : Boolean,
"VpcConfiguration" : DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

YAML
CrawlAttachments: Boolean
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DisableLocalGroups: Boolean
DocumentTitleFieldName: String
ExclusionPatterns:
- String
FieldMappings:
- DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276)
InclusionPatterns:
- String
SecretArn: String
SharePointVersion: String
Urls:
- String
UseChangeLog: Boolean
VpcConfiguration:
DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)

プロパティ
CrawlAttachments
Microsoft SharePoint サイトに保存されているドキュメントの添付ファイルをインデックスに含める場
合は TRUE。それ以外の場合は、FALSE。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DisableLocalGroups
ローカルグループが無効 (True) と有効 (False) のいずれであるかを指定するブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DocumentTitleFieldName
ドキュメントのタイトルが含まれている Microsoft SharePoint 属性フィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]*$
Update requires: No interruption
ExclusionPatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスから除外されます。
パターンに一致しないドキュメントは、インデックスに含まれます。除外パターンと包含パターンの
両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、SharePoint ドキュメントの表示 URL に適用されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
FieldMappings
Microsoft SharePoint 属性を Amazon Kendra インデックスのカスタムフィールドにマッピングする
DataSourceToIndexFieldMapping オブジェクトのリスト。SharePoint 属性をマッピングする前
に、UpdateIndex オペレーションを使用してインデックスフィールドを作成する必要があります。詳
細については、「データソースフィールドのマッピング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceToIndexFieldMapping (p. 4276) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
InclusionPatterns
正規表現パターンのリスト。パターンに一致するドキュメントは、インデックスに含まれます。パ
ターンに一致しないドキュメントは、インデックスから除外されます。包含パターンと除外パターン
の両方に一致するドキュメントは、インデックスに含まれません。
正規表現は、SharePoint ドキュメントの表示 URL に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
SecretArn
AWS Secrets Manager に保存した認証情報の Amazon リソースネーム (ARN)。認証情報は、ユー
ザーとパスワードのペアにする必要があります。SharePoint Server を使用する場合は、認証情報の
一部としてサーバードメイン名も指定する必要があります。詳細については、「Microsoft SharePoint
データソースの使用」を参照してください。AWS Secrets Manager の詳細については、AWS Secrets
Manager ユーザーガイドの What Is AWS Secrets Manager を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
SharePointVersion
データソースとして使用している Microsoft SharePoint のバージョン。
必須: はい
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タイプ: 文字列
許可された値: SHAREPOINT_2013 | SHAREPOINT_2016 | SHAREPOINT_ONLINE
Update requires: No interruption
Urls
インデックスを作成する必要があるドキュメントが含まれている Microsoft SharePoint サイトの
URL。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
UseChangeLog
Microsoft SharePoint の変更ログを使用して、インデックス内の更新する必要があるドキュメントを
特定するには、TRUE に設定します。SharePoint の変更ログのサイズによっては、Amazon Kendra ド
キュメントクローラを使用して変更済みドキュメントを特定するまでの時間よりも、Amazon Kendra
が変更ログを使用するまでの時間が長くなる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: DataSourceVpcConfiguration (p. 4277)
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::DataSource SqlConfiguration
SQL データベースを使用するように Amazon Kendra を設定するための情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"QueryIdentifiersEnclosingOption" : String

YAML
QueryIdentifiersEnclosingOption: String
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プロパティ
QueryIdentifiersEnclosingOption
データベースクエリを実行するときに、Amazon Kendra でテーブル名とカラム名の SQL 識別子を二
重引用符 (”) で囲むかどうかを指定します。値は DOUBLE_QUOTES または NONE に設定できます。
デフォルトでは、SQL 識別子がデータソース設定に入力された方法に従って Amazon Kendra が SQL
識別子を渡します。識別子の大文字と小文字を変更したり、識別子を引用符で囲んだりすることはあ
りません。
PostgreSQLは、識別子が引用符で囲まれていない限り、識別子の大文字を内部的に小文字に変換しま
す。このオプションを選択すると、識別子は引用符で囲まれるため、PostgreSQL は大文字と小文字
の変換を行いません。
MySQL データベースの場合、このフィールドを DOUBLE_QUOTES に設定するときに ansi_quotes オ
プションを有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Faq
よくある質問 (FAQ) の質問と回答の新しいセットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Kendra::Faq",
"Properties" : {
"Description" : String,
"FileFormat" : String,
"IndexId" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"S3Path" : S3Path (p. 4308),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Kendra::Faq
Properties:
Description: String
FileFormat: String
IndexId: String
Name: String
RoleArn: String
S3Path:
S3Path (p. 4308)
Tags:
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- Tag

プロパティ
Description
よくある質問の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FileFormat
入力ファイルの形式。基本的な CSV 形式、ヘッダーにカスタム属性を含む CSV 形式、カスタム属性
を含む JSON 形式から選択できます。
形式は、S3Path パラメータで指定された S3 バケットに保存されているファイルの形式と一致する必
要があります。
有効な値は次のとおりです。
• CSV
• CSV_WITH_HEADER
• JSON
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IndexId
よくある質問が含まれているインデックスの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
よくある質問を作成または更新したときに、よくある質問に割り当てた名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
Update requires: Replacement
RoleArn
よくある質問が含まれている S3 バケットへのアクセス許可を持つロールの Amazon リソースネーム
(ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Path
よくある質問の入力データが含まれている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所。
必須: はい
タイプ: S3Path (p. 4308)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用するキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: よくある質問の識別子。次
に例を示します。
{ "Ref": "<faq-id>|<index-id>" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:kendra:us-west-2:111122223333:index/335c3741-41df-46a6b5d3-61f85b787884/faq/f61995a6-cd5c-4e99-9cfc-58816d8bfaa7
Id
よくある質問の識別子。次に例を示します。
f61995a6-cd5c-4e99-9cfc-58816d8bfaa7

AWS::Kendra::Faq S3Path
Amazon S3 バケット内の特定のファイルを見つけるために必要な情報。
API バージョン 2010-05-15
4308

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
ファイルが含まれている S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: [a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]
Update requires: Replacement
Key
ファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

AWS::Kendra::Index
新しい Amazon Kendra インデックスを指定します。また、インデックスは、関連するドキュメントを検
索する先のドキュメントと関連メタデータのコレクションです。
インデックスがアクティブになったら、BatchPutDocument オペレーションを使用するか、サポートされ
ているデータソースのいずれかを使用して、インデックスにドキュメントを追加できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Kendra::Index",
"Properties" : {
"CapacityUnits" : CapacityUnitsConfiguration (p. 4313),
"Description" : String,
"DocumentMetadataConfigurations" : [ DocumentMetadataConfiguration (p. 4314), ... ],
"Edition" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"ServerSideEncryptionConfiguration" : ServerSideEncryptionConfiguration (p. 4321),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserContextPolicy" : String,
"UserTokenConfigurations" : [ UserTokenConfiguration (p. 4321), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Kendra::Index
Properties:
CapacityUnits:
CapacityUnitsConfiguration (p. 4313)
Description: String
DocumentMetadataConfigurations:
- DocumentMetadataConfiguration (p. 4314)
Edition: String
Name: String
RoleArn: String
ServerSideEncryptionConfiguration:
ServerSideEncryptionConfiguration (p. 4321)
Tags:
- Tag
UserContextPolicy: String
UserTokenConfigurations:
- UserTokenConfiguration (p. 4321)

プロパティ
CapacityUnits
インデックスに設定されているキャパシティーユニットを指定します。キャパシティーユニットを追
加または削除して、要件に合わせてインデックスをチューニングできます。キャパシティーユニット
は、Enterprise エディションのインデックスに対してのみ設定できます。
必須: いいえ
タイプ: CapacityUnitsConfiguration (p. 4313)
Update requires: No interruption
Description
インデックスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DocumentMetadataConfigurations
インデックスフィールドのプロパティを指定します。カスタムフィールドまたは組み込みフィールド
を追加できます。組み込みフィールドは、いつでも追加および削除できます。組み込みフィールド
を削除すると、その設定はフィールドのデフォルトに戻ります。追加後のカスタムフィールドをイン
デックスから削除することはできません。
必須: いいえ
タイプ: DocumentMetadataConfiguration (p. 4314) のリスト
Update requires: No interruption
Edition
インデックスが、エンタープライズエディションのインデックスであるか、デベロッパーエ
ディションのインデックスであるかを示します。有効な値は、DEVELOPER_EDITION および
ENTERPRISE_EDITION です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DEVELOPER_EDITION | ENTERPRISE_EDITION
Update requires: Replacement
Name
インデックスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon Kendra に Amazon CloudWatch のログとメトリクスへのアクセス許可を付与する IAM ロー
ル。これは、BatchPutDocument オペレーションを使用して Amazon S3 バケットのドキュメントのイ
ンデックスを作成する場合に使用するロールでもあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerSideEncryptionConfiguration
Amazon Kendra によってインデックス付けされたデータの暗号化に使用する AWS KMS カスタマー
マネージドキー (CMK) の識別子。Amazon Kendra は非対称 CMK をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: ServerSideEncryptionConfiguration (p. 4321)
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Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UserContextPolicy
ユーザコンテキストポリシー。
ATTRIBUTE_FILTER
• すべてのインデックス付きコンテンツは、すべてのユーザーが検索および表示可能です。アクセス
制御リストが存在する場合、そのリストは無視されます。ユーザー属性とグループ属性をフィルタ
リングできます。
USER_TOKEN
• SSO およびトークンベースのユーザーアクセス制御を有効にします。アクセス権のないすべてのド
キュメントと、ユーザーがアクセス可能なすべてのドキュメントを検索および表示できるようにな
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserTokenConfigurations
インデックスに使用するユーザートークンのタイプを定義します。
必須: いいえ
タイプ: UserTokenConfiguration (p. 4321) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: インデックス ID。次に例
を示します。
{"Ref": "index-id"}
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
インデックスの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:kendra:uswest-2:111122223333:index/0123456789abcdef。
Id
インデックスの識別子。例: f4aeaa10-8056-4b2c-a343-522ca0f41234。

AWS::Kendra::Index CapacityUnitsConfiguration
エンタープライズエディションのインデックス用に設定された容量単位を指定します。キャパシティーユ
ニットを追加または削除して、要件に合わせてインデックスをチューニングできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"QueryCapacityUnits" : Integer,
"StorageCapacityUnits" : Integer

YAML
QueryCapacityUnits: Integer
StorageCapacityUnits: Integer

プロパティ
QueryCapacityUnits
インデックスおよび GetQuerySuggestions 容量の追加のクエリ容量の量。
インデックスの 1 つの追加容量単位は、1 秒あたり 0.1 クエリ、または 1 日あたり約 8,000 クエリを
提供します。
GetQuerySuggestions 容量は、インデックス用にプロビジョンされたクエリ容量の 5 倍、または
2.5 コール/秒のベース容量のどちらか高いほうです。例えば、インデックスのベース容量は 0.1 クエ
リ/秒で、GetQuerySuggestions 容量のベースは 2.5 コール/秒です。インデックスのために合計
0.2 クエリ/秒に別の 0.1 クエリ/秒を追加した場合、GetQuerySuggestions 容量は 2.5 コール/秒
(0.2 クエリ/秒の 5 倍を超えています) です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
StorageCapacityUnits
インデックスの余分なストレージキャパシティーの量。単一の容量ユニットは、30 GB のストレージ
スペースまたは 100,000 件のドキュメントのいずれか最初に達した方を提供します。
必須: はい
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タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index DocumentMetadataConfiguration
カスタムインデックスフィールドのプロパティを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Name" : String,
"Relevance" : Relevance (p. 4318),
"Search" : Search (p. 4320),
"Type" : String

YAML
Name: String
Relevance:
Relevance (p. 4318)
Search:
Search (p. 4320)
Type: String

プロパティ
Name
インデックスフィールドの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
Update requires: No interruption
Relevance
フィールドが検索結果に及ぼす影響を確認するための手動チューニングパラメータを提供します。
必須: いいえ
タイプ: Relevance (p. 4318)
Update requires: No interruption
Search
検索時のフィールドの使用方法に関する情報を提供します。
API バージョン 2010-05-15
4314

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra

必須: いいえ
タイプ: Search (p. 4320)
Update requires: No interruption
Type
インデックスフィールドのデータ型。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DATE_VALUE | LONG_VALUE | STRING_LIST_VALUE | STRING_VALUE
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index JsonTokenTypeConfiguration
JSON トークンタイプの設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GroupAttributeField" : String,
"UserNameAttributeField" : String

YAML
GroupAttributeField: String
UserNameAttributeField: String

プロパティ
GroupAttributeField
グループ属性のフィールド。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
UserNameAttributeField
ユーザー名属性のフィールド。
必須: はい
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
4315

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra

最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index JwtTokenTypeConfiguration
JWT トークンタイプの設定情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClaimRegex" : String,
"GroupAttributeField" : String,
"Issuer" : String,
"KeyLocation" : String,
"SecretManagerArn" : String,
"URL" : String,
"UserNameAttributeField" : String

YAML
ClaimRegex: String
GroupAttributeField: String
Issuer: String
KeyLocation: String
SecretManagerArn: String
URL: String
UserNameAttributeField: String

プロパティ
ClaimRegex
クレームを識別する正規表現。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption
GroupAttributeField
グループ属性のフィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 100
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption
Issuer
トークンの発行者。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 65
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption
KeyLocation
キーの場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SECRET_MANAGER | URL
Update requires: No interruption
SecretManagerArn
シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1284
パターン: arn:[a-z0-9-\.]{1,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9-\.]{0,63}:[a-z0-9\.]{0,63}:[^/].{0,1023}
Update requires: No interruption
URL
署名キーの URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: ^(https?|ftp|file):\/\/([^\s]*)
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Update requires: No interruption
UserNameAttributeField
ユーザー名属性のフィールド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^\P{C}*$
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index Relevance
検索におけるフィールドの関連性を手動でチューニングするための情報を提供します。フィールドと一致
する用語がクエリ内にあると、これらのチューニングパラメータに基づいて、レスポンスでの結果がブー
ストされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Duration" : String,
"Freshness" : Boolean,
"Importance" : Integer,
"RankOrder" : String,
"ValueImportanceItems" : [ ValueImportanceItem (p. 4322), ... ]

YAML
Duration: String
Freshness: Boolean
Importance: Integer
RankOrder: String
ValueImportanceItems:
- ValueImportanceItem (p. 4322)

プロパティ
Duration
ブーストが適用される期間を指定します。例えば、先月内のフィールド値を持つドキュメントにブー
ストを適用するには、「2628000s」を使用します。フィールド値が指定の範囲を超えると、ブー
ストの効果は低下します。重要度が高いほど、効果の低下が速くなります。値を指定しない場合、
デフォルトは 3 か月です。フィールドの値は、数字の後に文字「s」を続けます。例えば、1 日は
「86400s」、1 週間は「604800s」です。
DATE フィールドにのみ適用されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 10
パターン: [0-9]+[s]
Update requires: No interruption
Freshness
このフィールドがドキュメントの「鮮度」を決定することを示します。例えば、ドキュメント 1 の作
成日が 11 月 5 日で、ドキュメント 2 の作成日が 10 月 31 日である場合、ドキュメント 1 はドキュメ
ント 2 よりも「新鮮」です。Freshness フィールドは、1 つの DATE 型フィールドにのみ設定できま
す。DATE フィールドにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Importance
検索におけるフィールドの相対的な重要度。大きな数字は、小さな数字よりも高いブーストを提供し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 10
Update requires: No interruption
RankOrder
値の解釈方法を決定します。
RankOrder フィールドが ASCENDING の場合、数字が大きいほど評価が高くなります。例えば、評価
スコアが 10 のドキュメントは、評価スコアが 1 のドキュメントよりも評価が高くなります。
RankOrder フィールドが DESCENDING の場合、数字が小さいほど評価が高くなります。例えば、
タスク追跡アプリケーションの場合、優先度 1 のタスクは優先度 5 のタスクより重要性が高くなりま
す。
LONG フィールドと DOUBLE フィールドにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ASCENDING | DESCENDING
Update requires: No interruption
ValueImportanceItems
検索結果リストに表示するときにブーストする必要がある値の配列が含まれているキーと値のペアの
配列。例えば、結果の部門フィールドに一致するクエリ用語をブーストすると、部門フィールドに一
致するクエリ用語は結果でブーストされます。部門フィールドからエントリを追加し、これらの値を
高くしてドキュメントをブーストできます。
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例えば、部門の名前を持つエントリをマップに追加できます。″人事″, 5 と ″法務″, 3 を追加すると、こ
れらの部門はドキュメントのメタデータに表示されたときに特に注目されます。
必須: いいえ
タイプ: ValueImportanceItem (p. 4322) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index Search
検索でカスタムインデックスフィールドを使用する方法に関する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Displayable" : Boolean,
"Facetable" : Boolean,
"Searchable" : Boolean,
"Sortable" : Boolean

YAML
Displayable: Boolean
Facetable: Boolean
Searchable: Boolean
Sortable: Boolean

プロパティ
Displayable
クエリレスポンスでフィールドを返すかどうかを指定します。デフォルト: true。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Facetable
フィールドを使用して検索ファセット (フィールド内の各値の結果数) を作成できることを示します。
デフォルトは false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Searchable
検索でフィールドを使用するかどうかを指定します。Searchable フィールドが true の場合、関連
性のチューニングを使用して、Amazon Kendra による検索でのフィールドの重み付けを手動でチュー
API バージョン 2010-05-15
4320

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Kendra

ニングできます。デフォルトは、文字列フィールドに対しては true、数値フィールドと日付フィー
ルドに対しては false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Sortable
フィールドを使用して検索結果をソートできることを示します。デフォルト: false。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index ServerSideEncryptionConfiguration
Amazon Kendra によってインデックスが作成されたデータの暗号化に使用する AWS KMS カスタマーマ
スターキー (CMK) の識別子を提供します。インデックスのセキュリティを確保するために、アカウントの
CMK を使用することをお勧めします。Amazon Kendra は非対称 CMK をサポートしていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String

YAML
KmsKeyId: String

プロパティ
KmsKeyId
AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) の識別子。Amazon Kendra は非対称 CMK をサポートし
ていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement

AWS::Kendra::Index UserTokenConfiguration
トークン設定の設定情報を提供します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JsonTokenTypeConfiguration" : JsonTokenTypeConfiguration (p. 4315),
"JwtTokenTypeConfiguration" : JwtTokenTypeConfiguration (p. 4316)

YAML
JsonTokenTypeConfiguration:
JsonTokenTypeConfiguration (p. 4315)
JwtTokenTypeConfiguration:
JwtTokenTypeConfiguration (p. 4316)

プロパティ
JsonTokenTypeConfiguration
JSON トークンタイプ設定に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: JsonTokenTypeConfiguration (p. 4315)
Update requires: No interruption
JwtTokenTypeConfiguration
JWT トークンタイプ設定に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: JwtTokenTypeConfiguration (p. 4316)
Update requires: No interruption

AWS::Kendra::Index ValueImportanceItem
キーがドキュメントのメタデータの一部である場合に、ドキュメントが受け取る検索ブースト値を決定す
るキーと値のペアを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : Integer

YAML
Key: String
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Value: Integer

プロパティ
Key
検索ブーストを受け取るドキュメントのメタデータ値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーがドキュメントのメタデータの一部である場合にドキュメントが受け取るブースト値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) リソース
タイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Cassandra::Keyspace (p. 4323)
• AWS::Cassandra::Table (p. 4325)

AWS::Cassandra::Keyspace
AWS::Cassandra::Keyspace リソースを使用すると、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) で新
しいキースペースを作成できます。詳細については、Amazon Keyspaces デベロッパーガイドの「キース
ペースとテーブルの作成」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cassandra::Keyspace",
"Properties" : {
"KeyspaceName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Cassandra::Keyspace
Properties:
KeyspaceName: String
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Tags:
- Tag

プロパティ
KeyspaceName
作成するキースペースの名前。キースペース名では、大文字と小文字が区別されます。名前を指定し
ない場合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成し、その ID をキースペース名として使用しま
す。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
長さの制限: 最小長は 3 文字です。最大長は 255 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_]{1,47}$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースにアタッチされるキーと値のペアタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: キースペースの名前。次に
例を示します。
{ "Ref": "MyNewKeyspace" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
新しいキースペースを作成する
次の例では、次のタグ {'key1':'val1', 'key2':'val2'} を持つ MyNewKeyspace という名前の新
しいキースペースを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyNewKeyspace": {
"Type": "AWS::Cassandra::Keyspace",
"Properties": {
"KeyspaceName": "MyNewKeyspace",
"Tags": [{"Key":"tag1","Value":"val1"}, {"Key":"tag2","Value":"val2"}]
}

API バージョン 2010-05-15
4324

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Keyspaces

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MyNewKeyspace:
Type: AWS::Cassandra::Keyspace
Properties:
KeyspaceName: MyNewKeyspace
Tags:
- Key: tag1
Value: val1
- Key: tag2
Value: val2

AWS::Cassandra::Table
AWS::Cassandra::Table リソースを使用すると、Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) で新し
いキースペースを作成できます。詳細については、Amazon Keyspaces デベロッパーガイドの「キース
ペースとテーブルの作成」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Cassandra::Table",
"Properties" : {
"BillingMode" : BillingMode (p. 4332),
"ClusteringKeyColumns" : [ ClusteringKeyColumn (p. 4333), ... ],
"EncryptionSpecification" : EncryptionSpecification (p. 4335),
"KeyspaceName" : String,
"PartitionKeyColumns" : [ Column (p. 4334), ... ],
"PointInTimeRecoveryEnabled" : Boolean,
"RegularColumns" : [ Column (p. 4334), ... ],
"TableName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Cassandra::Table
Properties:
BillingMode:
BillingMode (p. 4332)
ClusteringKeyColumns:
- ClusteringKeyColumn (p. 4333)
EncryptionSpecification:
EncryptionSpecification (p. 4335)
KeyspaceName: String
PartitionKeyColumns:
- Column (p. 4334)
PointInTimeRecoveryEnabled: Boolean
RegularColumns:
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- Column (p. 4334)
TableName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
BillingMode
テーブルの請求モード。読み取りと書き込みの請求方法を決定します。
• オンデマンドモード (デフォルト) - アプリケーションが実行する実際の読み取りと書き込みに基づ
いて支払います。
• プロビジョンモード - アプリケーションに必要な 1 秒あたりの読み込みと書き込みの回数を指定し
ます。
このプロパティに対して値を指定しない場合、テーブルはオンデマンドモードを使用します。
必須: いいえ
タイプ: BillingMode (p. 4332)
Update requires: No interruption
ClusteringKeyColumns
テーブルデータの並べ替え方法を決定する 1 つ以上の列。
必須: いいえ
タイプ: ClusteringKeyColumn (p. 4333) のリスト
Update requires: Replacement
EncryptionSpecification
テーブル用の保管時の暗号化オプション。
• AWS 所有キー (デフォルト) - キーは Amazon Keyspaces によって所有されています。
• カスタマーマネージドキー - キーはアカウントに保存され、ユーザーによって作成、所有、管理さ
れます。

Note
カスタマーマネージドキーを使用する暗号化を選択する場合は、Amazon Keyspaces に付
与された許可を持つ有効なカスタマーマネージド KMS キーを指定する必要があります。
詳細については、Amazon Keyspaces デベロッパーガイドの「Amazon Keyspaces での保管時の暗号
化」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionSpecification (p. 4335)
Update requires: No interruption
KeyspaceName
テーブルを作成するキースペースの名前。キースペースはすでに存在している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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PartitionKeyColumns
テーブル内のすべての行を一意に識別する 1 つ以上の列。すべてのテーブルにはパーティションキー
が必要です。
必須: はい
タイプ: 列 (p. 4334)のリスト。
Update requires: Replacement
PointInTimeRecoveryEnabled
テーブルに対してポイントインタイムリカバリを有効にするか無効にするかを指定します。オプショ
ンは PointInTimeRecoveryEnabled=true と PointInTimeRecoveryEnabled=false です。
指定されなかった場合、デフォルト値は PointInTimeRecoveryEnabled=false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RegularColumns
プライマリキーの一部ではない 1 つ以上の列 (パーティションキー列またはクラスタリングキー列と
して定義されていない列)。
テンプレートに通常の列を追加することで、既存のテーブルに通常の列を追加できます。
必須: いいえ
タイプ: 列 (p. 4334)のリスト。
Update requires: No interruption
TableName
作成するテーブルの名前。テーブル名では、大文字と小文字が区別されます。名前を指定しない場
合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成し、その ID をテーブル名として使用します。詳細につ
いては、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
長さの制限: 最小長は 3 文字です。最大長は 255 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_]{1,47}$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースにアタッチされるキーと値のペアタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: テーブル名とテーブルが存
在するキースペース ('|' で区切られます)。次に例を示します。
{ "Ref": "myKeyspace|myTable" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
最小オプションを使用してテーブルを作成する
次の例では、新しいテーブルを作成します。テーブルにはシステムによって生成された名前が付けられ、
オンデマンド請求が使用されます。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyNewTable": {
"Type": "AWS::Cassandra::Table",
"Properties": {
"KeyspaceName": "MyNewKeyspace",
"PartitionKeyColumns": [
{
"ColumnName": "Message",
"ColumnType": "ASCII"
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
MyNewTable:
Type: 'AWS::Cassandra::Table'
Properties:
KeyspaceName: MyNewKeyspace
PartitionKeyColumns:
- ColumnName: Message
ColumnType: ASCII

すべてのオプションを使用してテーブルを作成する
次の例では、特定の読み取りおよび書き込み容量、PITR、タグ、および暗号化設定を含むテーブルを作成
します。このサンプルを実行するには、例に含まれているキー ARN を独自の ARN に置き換える必要があ
ります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
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"mySecondTable": {
"Type": "AWS::Cassandra::Table",
"Properties": {
"KeyspaceName": "MyNewKeyspace",
"TableName": "Employees",
"PartitionKeyColumns": [
{
"ColumnName": "id",
"ColumnType": "ASCII"
}
],
"ClusteringKeyColumns": [
{
"Column": {
"ColumnName": "division",
"ColumnType": "ASCII"
},
"OrderBy": "ASC"
}
],
"RegularColumns": [
{
"ColumnName": "name",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "region",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "project",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "role",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "pay_scale",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "vacation_hrs",
"ColumnType": "FLOAT"
},
{
"ColumnName": "manager_id",
"ColumnType": "TEXT"
}
],
"BillingMode":{
"Mode":"PROVISIONED",
"ProvisionedThroughput":{
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":5
}
},
"PointInTimeRecoveryEnabled": true,
"Tags": [
{
"Key": "tag1",
"Value": "val1"
},
{
"Key": "tag2",
"Value": "val2"
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}
],
"EncryptionSpecification": {
"EncryptionType": "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY",
"KmsKeyIdentifier": "arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
mySecondTable:
Type: AWS::Cassandra::Table
Properties:
KeyspaceName: MyNewKeyspace
TableName: Employees
PartitionKeyColumns:
- ColumnName: id
ColumnType: ASCII
ClusteringKeyColumns:
- Column:
ColumnName: division
ColumnType: ASCII
OrderBy: ASC
RegularColumns:
- ColumnName: name
ColumnType: TEXT
- ColumnName: region
ColumnType: TEXT
- ColumnName: project
ColumnType: TEXT
- ColumnName: role
ColumnType: TEXT
- ColumnName: pay_scale
ColumnType: TEXT
- ColumnName: vacation_hrs
ColumnType: FLOAT
- ColumnName: manager_id
ColumnType: TEXT
BillingMode:
Mode: PROVISIONED
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
PointInTimeRecoveryEnabled: true
Tags:
- Key: tag1
Value: val1
- Key: tag2
Value: val2
EncryptionSpecification:
EncryptionType: CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY
KmsKeyIdentifier: arn:aws:kms:euwest-1:5555555555555:key/11111111-1111-111-1111-111111111111

既存のテーブルに新しい列を追加する
次の例は、既存のテーブル my_table に 5 つの新しい列を追加する方法を示しています。テーブルに追加
できるのは通常の列のみです。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyNewTable": {
"Type": "AWS::Cassandra::Table",
"Properties": {
"KeyspaceName": "MyNewKeyspace",
"PartitionKeyColumns": [
{
"ColumnName": "Message",
"ColumnType": "ASCII"
}
],
"RegularColumns": [
{
"ColumnName": "name",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "region",
"ColumnType": "TEXT"
}
]
}
}
}

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MyNewTable": {
"Type": "AWS::Cassandra::Table",
"Properties": {
"KeyspaceName": "MyNewKeyspace",
"PartitionKeyColumns": [
{
"ColumnName": "Message",
"ColumnType": "ASCII"
}
],
"RegularColumns": [
{
"ColumnName": "name",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "region",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "project",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "role",
"ColumnType": "TEXT"
},
{
"ColumnName": "pay_scale",
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"ColumnType": "TEXT"

},
{

"ColumnName": "vacation_hrs",
"ColumnType": "FLOAT"

},
{

}

}

}

}

]

}

"ColumnName": "manager_id",
"ColumnType": "TEXT"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
my_table:
Type: 'AWS::Cassandra::Table'
Properties:
KeyspaceName: my_keyspace
PartitionKeyColumns:
- ColumnName: Message
ColumnType: ASCII
RegularColumns:
- ColumnName: name
ColumnType: TEXT
- ColumnName: region
ColumnType: TEXT

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
my_table:
Type: 'AWS::Cassandra::Table'
Properties:
KeyspaceName: my_keyspace
PartitionKeyColumns:
- ColumnName: Message
ColumnType: ASCII
RegularColumns:
- ColumnName: name
ColumnType: TEXT
- ColumnName: region
ColumnType: TEXT
- ColumnName: project
ColumnType: TEXT
- ColumnName: role
ColumnType: TEXT
- ColumnName: pay_scale
ColumnType: TEXT
- ColumnName: vacation_hrs
ColumnType: FLOAT
- ColumnName: manager_id
ColumnType: TEXT

AWS::Cassandra::Table BillingMode
テーブルの請求モード (オンデマンドまたはプロビジョンド) を決定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Mode" : String,
"ProvisionedThroughput" : ProvisionedThroughput (p. 4336)

YAML
Mode: String
ProvisionedThroughput:
ProvisionedThroughput (p. 4336)

プロパティ
Mode
テーブルの請求モード:
• オンデマンドモード - ON_DEMAND
• プロビジョニングモード - PROVISIONED

Note
PROVISIONED モードを選択した場合、テーブルに対してプロビジョンされたスループッ
ト (読み込みおよび書き込み容量) も指定する必要があります。
有効な値: ON_DEMAND | PROVISIONED
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProvisionedThroughput
テーブルに対してプロビジョニングされた読み込みキャパシティーおよび書き込みキャパシティー。
詳細については、Amazon Keyspaces デベロッパーガイドの「プロビジョンドスループット性能モー
ド」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ProvisionedThroughput (p. 4336)
Update requires: No interruption

AWS::Cassandra::Table ClusteringKeyColumn
クラスタリングキー内の個々の列を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Column" : Column (p. 4334),
"OrderBy" : String

YAML
Column:
Column (p. 4334)
OrderBy: String

プロパティ
Column
このクラスタリングキー列の名前とデータ型。
必須: はい
タイプ: 列 (p. 4334)
Update requires: Replacement
OrderBy
この列のデータが保存される順序:
• ASC (デフォルト) - 列のデータは、昇順で保存されます。
• DESC - 列のデータは、降順で保存されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Cassandra::Table Column
テーブル内の個々の列の名前とデータ型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnName" : String,
"ColumnType" : String

YAML
ColumnName: String
ColumnType: String
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プロパティ
ColumnName
列の名前。詳細については Amazon Keyspaces 開発者ガイド内の ID をご覧ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColumnType
列のデータ型。詳細については、Amazon Keyspaces デベロッパーガイドの「データ型」を参照して
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cassandra::Table EncryptionSpecification
テーブルのために選択される保管中の暗号化オプションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionType" : String,
"KmsKeyIdentifier" : String

YAML
EncryptionType: String
KmsKeyIdentifier: String

プロパティ
EncryptionType
テーブル用の保管時の暗号化オプション。
• AWS 所有キー (デフォルト) - AWS_OWNED_KMS_KEY
• カスタマーマネージドキー - CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY

Important
CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY を選択する場合は、キー ARN の形式の
kms_key_identifier が必須です。
有効な値: CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY | AWS_OWNED_KMS_KEY.
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKeyIdentifier
キー ARN の形式の kms_key_identifier が必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Cassandra::Table ProvisionedThroughput
ReadCapacityUnitsおよび WriteCapacityUnits で構成される、テーブルのためにプロビジョンされ
たスループット。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReadCapacityUnits" : Integer,
"WriteCapacityUnits" : Integer

YAML
ReadCapacityUnits: Integer
WriteCapacityUnits: Integer

プロパティ
ReadCapacityUnits
テーブルにプロビジョニングされたリード容量ユニットの量。詳細については、Amazon Keyspaces
デベロッパーガイドの「読み取り/書き込み容量モード」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
WriteCapacityUnits
テーブルにプロビジョニングされた書き込み容量ユニットの量。詳細については、Amazon
Keyspaces デベロッパーガイドの「読み取り/書き込み容量モード」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Amazon Kinesis リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Kinesis::Stream (p. 4337)
• AWS::Kinesis::StreamConsumer (p. 4341)

AWS::Kinesis::Stream
データソースから出力されたデータレコードをキャプチャして転送する Kinesis ストリームを作成しま
す。ストリームの作成については、Amazon Kinesis API リファレンスの「CreateStream」を参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Kinesis::Stream",
"Properties" : {
"Name" : String,
"RetentionPeriodHours" : Integer,
"ShardCount" : Integer,
"StreamEncryption" : StreamEncryption (p. 4339),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Kinesis::Stream
Properties:
Name: String
RetentionPeriodHours: Integer
ShardCount: Integer
StreamEncryption:
StreamEncryption (p. 4339)
Tags:
- Tag

プロパティ
Name
Kinesis ストリームの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成
し、その ID をストリーム名として使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してくださ
い。
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、一定の中
断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある場合は、新しい名
前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
RetentionPeriodHours
シャードに保存されているデータレコードのアクセス可能な時間数。デフォルト値は 24 です。スト
リームの保持期間の詳細については、Amazon Kinesis 開発者ガイドの「データ保持期間の変更」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShardCount
ストリームで使用するシャードの数。プロビジョニングするスループットを大きくするには、シャー
ドの数を増やします。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
StreamEncryption
指定された場合、指定されたストリームに AWS KMS キーを使用してサーバー側の暗号化を有効化ま
たは更新します。スタックテンプレートからこのプロパティを削除してスタックを更新すると、暗号
化が無効になります。
必須: いいえ
タイプ: StreamEncryption (p. 4339)
Update requires: No interruption
Tags
Kinesis ストリームに関連付ける任意のタグのセット (キーと値のペア)。このプロパティの制約の詳細
については、Amazon Kinesis 開発者ガイドの「タグの制限」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Ref 関数の引数として AWS::Kinesis::Stream リソースを指定すると、AWS CloudFormation からは、スト
リーム名 (物理 ID) が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、Arn 属性の値を返します。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:kinesis:us-east-2:123456789012:stream/mystream など、ソースの Kinesis スト
リームの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
ストリームを作成する
次の例では、3 つのシャードを使用する Stream リソースを作成し、7 日間の保持期間を設定して、サー
バー側の暗号化のための KMS キーを指定します。

JSON
"MyStream": {
"Type": "AWS::Kinesis::Stream",
"Properties": {
"Name": "MyKinesisStream",
"RetentionPeriodHours" : 168,
"ShardCount": 3,
"StreamEncryption": {
"EncryptionType": "KMS",
"KeyId": "!Ref myKey"
},
"Tags": [ {
"Key": "Environment",
"Value": "Production" } ]
}
}

YAML
MyStream:
Type: AWS::Kinesis::Stream
Properties:
Name: MyKinesisStream
RetentionPeriodHours: 168
ShardCount: 3
StreamEncryption:
EncryptionType: KMS
KeyId: !Ref myKey
Tags:
Key: Environment Value:
Production

AWS Kinesis Stream StreamEncryption
指定されたストリームに AWS KMS キーを使用してサーバー側の暗号化を有効化または更新します。
暗号化の開始は、非同期オペレーションです。リクエストを受け取るとすぐに Kinesis Data Streams が返
り、ストリームのステータスが UPDATING に設定されます。更新が完了した後、ストリーミングのステー
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タスが Kinesis Data Streams によって ACTIVE に設定されます。暗号化の通常の更新または適用は数秒で
完了しますが、数分かかる場合もあります。そのステータスが UPDATING になっている間も、ストリーム
のためのデータの読み取りと書き込みを続けることができます。ストリームのステータスが ACTIVE にな
ると、ストリームに書き込まれるレコードの暗号化が開始されます。
API の制限: 24 時間周期で 25 回、新しい AWS KMS キーをサーバー側の暗号化に正常に適用できます。
注: ACTIVE ステータスのストリーム後、ストリームに書き込まれるすべてのレコードが暗号化されるまで
に最長 5 秒かかる場合ばあります。暗号化を有効にした後、PutRecords または PutRecord からの API
レスポンスを調べることにより、暗号化が適用されているかどうかを確認できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionType" : String,
"KeyId" : String

YAML
EncryptionType: String
KeyId: String

プロパティ
EncryptionType
使用する暗号化タイプ。唯一の有効な値は KMS です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyId
暗号化に使用する、カスタマーマネージドの AWS KMS キーの GUID。この値は、グローバルに一
意な識別子である、エイリアスまたはキーのいずれかに完全に指定された Amazon リソースネーム
(ARN)、または「alias /」で始まるエイリアス名にすることができます。また、aws/kinesis を指定
して、Kinesis Data Streams が所有するマスターキーを使用することができます。
• キー ARN の例: arn:aws:kms:useast-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012
• エイリアス ARN の例: arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/MyAliasName
• 全体で一意のキー ID の例: 12345678-1234-1234-1234-123456789012
• エイリアス名の例: alias/MyAliasName
• Kinesis Data Streams によって所有されているマスターキー: alias/aws/kinesis
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
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Update requires: No interruption

AWS::Kinesis::StreamConsumer
AWS CloudFormation AWS::Kinesis::StreamConsumer リソースを使用して、Kinesis データストリー
ムでコンシューマーを登録します。その後、登録したコンシューマーは、SubscribeToShard を呼び出し、
拡張ファンアウトを使用して、サブスクライブしたすべてのシャードに対して、1 秒あたり 2 MiB の速度
で、ストリームからデータを取得できます。このレートは、同じストリームから読み取られるコンシュー
マーの合計数に影響されません。
コンシューマーはストリームごとに最大 5 登録できます。ただし、Kinesis Data Streams の制限フォー
ムを使用して、制限緩和のリクエストを行うことができます。指定されたコンシューマーは、一度に 1 つ
のストリームに登録できます。
詳細については、「拡張ファンアウトによるコンシューマーの使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Kinesis::StreamConsumer",
"Properties" : {
"ConsumerName" : String,
"StreamARN" : String
}

YAML
Type: AWS::Kinesis::StreamConsumer
Properties:
ConsumerName: String
StreamARN: String

プロパティ
ConsumerName
コンシューマーの名前は、コンシューマーの登録時に選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
StreamARN
コンシューマーを登録するストリームの ARN。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:aws.*:kinesis:.*:\d{12}:stream/.+
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::Kinesis::StreamConsumer リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、その関数はコン
シューマー ARN を返します。ARN 形式の例については、「ARN 例」を参照してください。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ConsumerARN
コンシューマーを登録すると、Kinesis Data Streams は、その ARN を生成します。この ARN
は、SubscribeToShard 呼び出しが可能になっている必要があります。
コンシューマーを削除して、同じ名前で新しいグループを作成しても、同じ ARN がない状態になり
ます。そのため、コンシューマーの ARN には、作成タイムスタンプが含まれています。コンシュー
マーの ARN を参照する IAM ポリシーを持っている場合、これを念頭に置いておくことが重要です。
ConsumerCreationTimestamp
コンシューマーが作成された時刻です
ConsumerName
登録時にコンシューマーにつけた名前。
ConsumerStatus
コンシューマーは CREATING または DELETING の状態でデータを読み取ることができません。
StreamARN
コンシューマーを登録するデータストリームの ARN。

例
Kinesis データストリームでコンシューマーを登録する
JSON
{

"Parameters": {
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"TestStreamARN": {
"Type": "String" },
"TestConsumerName": {
"Type": "String" } },
"Resources": {
"StreamConsumer": {
"Type": "AWS::Kinesis::StreamConsumer",
"Properties": {
"StreamARN": { "Ref" : TestStreamARN },
"ConsumerName": { "Ref" : TestConsumerName }
}
}

}

}

YAML
Parameters:
TestStreamARN:
Type: String
TestConsumerName:
Type: String
Resources: StreamConsumer:
Type: "AWS::Kinesis::StreamConsumer"
Properties:
StreamARN: !Ref TestStreamARN
ConsumerName: !Ref TestConsumerName

Amazon Kinesis Data Analytics リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::KinesisAnalytics::Application (p. 4343)
• AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput (p. 4357)
• AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource (p. 4364)

AWS::KinesisAnalytics::Application
AWS::KinesisAnalytics::Application リソースは、Amazon Kinesis Data Analytics アプリケー
ションを作成します。詳細については、Amazon Kinesis Data Analytics 開発者ガイドを参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::KinesisAnalytics::Application",
"Properties" : {
"ApplicationCode" : String,
"ApplicationDescription" : String,
"ApplicationName" : String,
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}

}

"Inputs" : [ Input (p. 4347), ... ]

YAML
Type: AWS::KinesisAnalytics::Application
Properties:
ApplicationCode: String
ApplicationDescription: String
ApplicationName: String
Inputs:
- Input (p. 4347)

プロパティ
ApplicationCode
入力データを読み取って変換し、出力を生成する 1 つ以上の SQL ステートメント。たとえば、1 つの
アプリケーション内ストリームからデータを読み取り、ベンダー別の広告クリック数の移動平均を生
成する SQL ステートメントを記述し、ポンプを使用して、表示された行を別のアプリケーション内ス
トリームに挿入することができます。一般的なパターンの詳細については、「アプリケーションコー
ド」を参照してください。
このような一連の SQL ステートメントを入力できます。ここでは、1 つのステートメントの出力は次
のステートメントの入力として使用できます。アプリケーション内ストリームとポンプを作成して、
中間結果を保存します。
アプリケーションコードは、Outputs で指定された名前でストリームを作成する必要があります。た
とえば、Outputs で ExampleOutputStream1 および ExampleOutputStream2 という名前の出力
ストリームを定義した場合、アプリケーションコードはこれらのストリームを作成する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 102400
Update requires: No interruption
ApplicationDescription
アプリケーションの簡単な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
ApplicationName
Amazon Kinesis Analytics アプリケーションの名前 (例 : sample-app)。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
Inputs
このパラメータを使用して、アプリケーション入力を設定します。
単一のストリーミングソースから入力を受信するようにアプリケーションを設定できます。この設定
では、このストリーミングソースを作成済みのアプリケーション内ストリームにマッピングします。
その後、アプリケーションコードは、テーブルのようにアプリケーション内ストリームのクエリを実
行できるようになります (このコードは常に更新されるテーブルと考えることができます)。
ストリーミングソースの場合、その Amazon リソースネーム (ARN) とストリームのデータの形式
(JSON、CSV など) を指定します。ユーザーに代わって Amazon Kinesis Analytics がこのストリーム
の読み取りを引き受けられるよう IAM ロールを指定する必要もあります。
アプリケーション内ストリームを作成するには、SQL で使用するスキーマ化されたデータに変換する
スキーマを指定する必要があります。スキーマでは、アプリケーション内ストリームの列を記録する
ために、ストリーミングソース内のデータ要素の必要なマッピングを指定します。
必須: はい
タイプ: Input (p. 4347) のリスト
Update requires: No interruption

例
Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成する
次の例では、Kinesis Data Analytics アプリケーションの作成方法と設定方法について説明します。

YAML
--Description: "Sample KinesisAnalytics via CloudFormation"
Resources:
BasicApplication:
Type: AWS::KinesisAnalytics::Application
Properties:
ApplicationName: "sampleApplication"
ApplicationDescription: "SampleApp"
ApplicationCode: "Example Application Code"
Inputs:
- NamePrefix: "exampleNamePrefix"
InputSchema:
RecordColumns:
- Name: "example"
SqlType: "VARCHAR(16)"
Mapping: "$.example"
RecordFormat:
RecordFormatType: "JSON"
MappingParameters:
JSONMappingParameters:
RecordRowPath: "$"
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KinesisStreamsInput:
ResourceARN: !GetAtt InputKinesisStream.Arn
RoleARN: !GetAtt KinesisAnalyticsRole.Arn
InputKinesisStream:
Type: AWS::Kinesis::Stream
Properties:
ShardCount: 1
KinesisAnalyticsRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: kinesisanalytics.amazonaws.com
Action: "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: Open
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action: "*"
Resource: "*"
BasicApplicationOutputs:
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
DependsOn: BasicApplication
Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication
Output:
Name: "exampleOutput"
DestinationSchema:
RecordFormatType: "CSV"
KinesisStreamsOutput:
ResourceARN: !GetAtt OutputKinesisStream.Arn
RoleARN: !GetAtt KinesisAnalyticsRole.Arn
OutputKinesisStream:
Type: AWS::Kinesis::Stream
Properties:
ShardCount: 1
ApplicationReferenceDataSource:
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
DependsOn: BasicApplicationOutputs
Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication
ReferenceDataSource:
TableName: "exampleTable"
ReferenceSchema:
RecordColumns:
- Name: "example"
SqlType: "VARCHAR(16)"
Mapping: "$.example"
RecordFormat:
RecordFormatType: "JSON"
MappingParameters:
JSONMappingParameters:
RecordRowPath: "$"
S3ReferenceDataSource:
BucketARN: !GetAtt S3Bucket.Arn
FileKey: 'fakeKey'
ReferenceRoleARN: !GetAtt KinesisAnalyticsRole.Arn
S3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Outputs:
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ApplicationPhysicalResourceId:
Value: !Ref BasicApplication

AWS::KinesisAnalytics::Application CSVMappingParameters
レコード形式で CSV などの区切り記号が使用されている場合に、追加のマッピング情報を提供します。
たとえば、次のサンプルレコードでは CSV 形式を使用しています。レコードでは、行の区切り記号として
「\n」、列の区切り文字としてカンマ (「、」) が使用されています。
"name1", "address1"
"name2", "address2"

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordColumnDelimiter" : String,
"RecordRowDelimiter" : String

YAML
RecordColumnDelimiter: String
RecordRowDelimiter: String

プロパティ
RecordColumnDelimiter
列の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、カンマ (「,」) は典型的な列の区切り文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
RecordRowDelimiter
行の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、「\n」は典型的な行の区切り記号です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application Input
アプリケーション入力を設定する際に、ストリーミングソース、作成されたアプリケーション内ストリー
ム名、そしてその 2 つの間のマッピングを指定します。詳細については、「アプリケーション入力の設
定」を参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InputParallelism" : InputParallelism (p. 4350),
"InputProcessingConfiguration" : InputProcessingConfiguration (p. 4351),
"InputSchema" : InputSchema (p. 4352),
"KinesisFirehoseInput" : KinesisFirehoseInput (p. 4353),
"KinesisStreamsInput" : KinesisStreamsInput (p. 4354),
"NamePrefix" : String

YAML
InputParallelism:
InputParallelism (p. 4350)
InputProcessingConfiguration:
InputProcessingConfiguration (p. 4351)
InputSchema:
InputSchema (p. 4352)
KinesisFirehoseInput:
KinesisFirehoseInput (p. 4353)
KinesisStreamsInput:
KinesisStreamsInput (p. 4354)
NamePrefix: String

プロパティ
InputParallelism
作成するアプリケーション内ストリームの数を記述します。
ソースからのデータは、これらのアプリケーション内入力ストリームにルーティングされます。
「アプリケーション入力の設定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: InputParallelism (p. 4350)
Update requires: No interruption
InputProcessingConfiguration
入力の InputProcessingConfiguration。入力プロセッサは、アプリケーションの SQL コードが実行さ
れる前に、ストリームからレコードを受け取るとそのレコードを変換します。現在のところ、使用可
能な入力処理設定は InputLambdaProcessor だけです。
必須: いいえ
タイプ: InputProcessingConfiguration (p. 4351)
Update requires: No interruption
InputSchema
ストリーミングソース内のデータ形式、アプリケーション内ストリームで作成されている、対応する
カラムに対して各データ要素をマッピングする方法を記述します。
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リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。
必須: はい
タイプ: InputSchema (p. 4352)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseInput
ストリーミングソースが Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームの場合は、配信ストリームの ARN
と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセス可能にする IAM ロールを
識別します。
注意: KinesisStreamsInput または KinesisFirehoseInput が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: KinesisFirehoseInput (p. 4353)
Update requires: No interruption
KinesisStreamsInput
ストリーミングソースが Amazon Kinesis Firehose ストリームの場合は、ストリームの Amazon リ
ソースネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセス可能
にする IAM ロールを識別します。
注意: KinesisStreamsInput または KinesisFirehoseInput が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: KinesisStreamsInput (p. 4354)
Update requires: No interruption
NamePrefix
アプリケーション内ストリームを作成するときに使用する名前プレフィックス。たとえば、プレ
フィックス「MyInApplicationStream」を指定したと仮定します。 その後、Amazon Kinesis Analytics
は、「MyInApplicationStream_001」、「MyInApplicationStream_002」などの名前を持つ 1 つ以上の
(指定した InputParallelism カウントに従って) アプリケーション内ストリームを作成します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application InputLambdaProcessor
ストリーム内のレコードを前処理するために使用される AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム
(ARN)、および AWS Lambda 関数にアクセスするために使用される IAM ロールの ARN を含むオブジェク
ト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
ストリームでレコードを操作する AWS Lambda 関数の ARN。

Note
最新のバージョンよりも前のバージョンの Lambda 関数を指定するには、Lambda 関数の
バージョンを Lambda 関数 ARN に含めます。Lambda ARN の詳細については、Example
ARNs: AWS Lambda を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
AWS Lambda 関数にアクセスするために使用される IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application InputParallelism
特定のストリーミングソース用に作成するアプリケーション内ストリームの数を記述します。並列処理に
ついては、「アプリケーション入力の設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
4350

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Analytics

JSON
{
}

"Count" : Integer

YAML
Count: Integer

プロパティ
Count
作成するアプリケーション内ストリームの数。詳細については、「制限」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application InputProcessingConfiguration
アプリケーションコードによって処理される前に、ストリーム内のレコードを前処理するために使用され
るプロセッサの説明をします。現在利用可能な唯一の入力プロセッサは AWS Lambda です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InputLambdaProcessor" : InputLambdaProcessor (p. 4349)

YAML
InputLambdaProcessor:
InputLambdaProcessor (p. 4349)

プロパティ
InputLambdaProcessor
アプリケーションコードによって処理される前にストリーム内のレコードの事前処理に使用される
InputLambdaProcessor。
必須: いいえ
タイプ: InputLambdaProcessor (p. 4349)
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisAnalytics::Application InputSchema
ストリーミングソース内のデータ形式、アプリケーション内ストリームで作成されている、対応するカラ
ムに対して各データ要素をマッピングする方法を記述します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RecordColumns" : [ RecordColumn (p. 4356), ... ],
"RecordEncoding" : String,
"RecordFormat" : RecordFormat (p. 4357)

YAML
RecordColumns:
- RecordColumn (p. 4356)
RecordEncoding: String
RecordFormat:
RecordFormat (p. 4357)

プロパティ
RecordColumns
RecordColumn オブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: RecordColumn (p. 4356) のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption
RecordEncoding
ストリーミングソースのレコードのエンコードを指定します。たとえば、UTF-8 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: UTF-8
Update requires: No interruption
RecordFormat
ストリーミングソースのレコードの形式を指定します。
必須: はい
タイプ: RecordFormat (p. 4357)
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisAnalytics::Application JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordRowPath" : String

YAML
RecordRowPath: String

プロパティ
RecordRowPath
レコードが含まれている最上位の親へのパス
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application KinesisFirehoseInput
ストリーミングソースとして Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームを識別します。配信ストリームの
Amazon リソースネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセ
ス可能にする IAM ロール ARN を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
入力配信ストリームの ARN
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセスするために引き受けることが
できる IAM ロールの ARN。ロールにストリームにアクセスするために必要な権限があることを確認
する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application KinesisStreamsInput
ストリーミングソースとして Amazon Kinesis ストリームを識別します。ストリームの Amazon リソース
ネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセス可能にする IAM
ロール ARN を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
読み取り対象の入力 Amazon Kinesis ストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリームにアクセスするために引き受けることが
できる IAM ロールの ARN。このロールに必要なアクセス許可を付与する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加マッピ
ング情報をストリーミングソースに提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CSVMappingParameters" : CSVMappingParameters (p. 4347),
"JSONMappingParameters" : JSONMappingParameters (p. 4353)

YAML
CSVMappingParameters:
CSVMappingParameters (p. 4347)
JSONMappingParameters:
JSONMappingParameters (p. 4353)

プロパティ
CSVMappingParameters
レコード形式が区切り文字 (たとえば CSV) を使用する際に追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: CSVMappingParameters (p. 4347)
Update requires: No interruption
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JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: JSONMappingParameters (p. 4353)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::Application RecordColumn
ストリーミングソース内の各データ要素からアプリケーション内ストリーム内の対応する列へのマッピン
グを説明します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Mapping" : String,
"Name" : String,
"SqlType" : String

YAML
Mapping: String
Name: String
SqlType: String

プロパティ
Mapping
ストリーミング入力またはリファレンスデータソース内のデータ要素への参照。RecordFormatType
が JSON の場合、この要素は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SqlType
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の型。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS KinesisAnalytics Application RecordFormat
ストリームのレコードをスキーマ化するために適用されるレコード形式と関連するマッピング情報を記述
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MappingParameters" : MappingParameters (p. 4355),
"RecordFormatType" : String

YAML
MappingParameters:
MappingParameters (p. 4355)
RecordFormatType: String

プロパティ
MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加
マッピング情報をストリーミングソースに提供します。
必須: いいえ
タイプ: MappingParameters (p. 4355)
Update requires: No interruption
RecordFormatType
レコード形式の種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
外部宛先を Amazon Kinesis Analytics アプリケーションに追加します。
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Amazon Kinesis Analytics がデータをアプリケーション内のアプリケーション内ストリームから外部送信
先 (Amazon Kinesis ストリーム、Amazon Kinesis Firehose 配信ストリーム、Amazon Lambda 関数など)
に配信するように設定する場合、このオペレーションを使用して、関連する設定をアプリケーションに追
加します。アプリケーションに対して 1 つ以上の出力を設定できます。各出力設定により、アプリケー
ション内ストリームと外部宛先がマッピングされます。
いずれかの出力設定を使用して、データをアプリケーション内エラーストリームから外部宛先に配信でき
ます。これにより、エラーの分析が可能になります。詳細については、「アプリケーション出力 (宛先) に
ついて」を参照してください。
このオペレーションを使用したストリーミングソースの追加などのすべての設定の更新により、アプリ
ケーションの新しいバージョンになります。DescribeApplication オペレーションを使用して、現在
のアプリケーションバージョンを見つけることができます。
設定できるアプリケーションの入力数および出力数の制限については、「制限」を参照してください。
このオペレーションには kinesisanalytics:AddApplicationOutput アクションを実行するアクセ
ス許可が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"Output" : Output (p. 4363)
}

YAML
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
Properties:
ApplicationName: String
Output:
Output (p. 4363)

プロパティ
ApplicationName
出力設定を追加するアプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
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Output
それぞれが 1 つの出力設定を記述するオブジェクトの配列です。出力設定では、アプリケーション内
ストリームの名前、送信先 (つまり、Amazon Kinesis ストリーム、Amazon Kinesis Firehose 配信ス
トリーム、または AWS Lambda 関数) を指定し、送信先に書き込むときに使用するフォーメーション
を記録します。
必須: はい
タイプ: Output (p. 4363)
Update requires: No interruption

例
ApplicationOutput リソースの追加
次の例では ApplicationOutput リソースを作成します。

YAML
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication
Output:
Name: "exampleOutput"
DestinationSchema:
RecordFormatType: "CSV"
KinesisStreamsOutput:
ResourceARN: !GetAtt OutputKinesisStream.Arn
RoleARN: !GetAtt KinesisAnalyticsRole.Arn

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput DestinationSchema
レコードが送信先に書き込まれるときのデータ形式を記述します。詳細については、「アプリケーション
出力の設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordFormatType" : String

YAML
RecordFormatType: String

プロパティ
RecordFormatType
出力ストリームのレコードの形式を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput KinesisFirehoseOutput
アプリケーション出力を設定するときに、送信先として Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームを識別
します。ストリームに Amazon リソースネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わっ
てストリームに書き込むことを可能にする IAM ロールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象の送信先 Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わって送信先ストリームに書き込むことを想定できる IAM
ロールの ARN。このロールに必要なアクセス許可を付与する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
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パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput KinesisStreamsOutput
アプリケーションの出力を設定するときに、送信先として Amazon Kinesis ストリームを識別します。ス
トリームに Amazon リソースネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わってストリー
ムに書き込むために使用できる IAM ロール ARN を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象の送信先 Amazon Kinesis ストリーム 配信ストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わって送信先ストリームに書き込むことを想定できる IAM
ロールの ARN。このロールに必要なアクセス許可を付与する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput LambdaOutput
アプリケーションの出力を設定するときに、送信先として AWS Lambda 関数を識別します。関数に
Amazon リソースネーム (ARN) と、Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わって関数に書き込むため
に使用できる IAM ロール ARN を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
ResourceARN: String
RoleARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象送信先 Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
最新のバージョンよりも前のバージョンの Lambda 関数を指定するには、Lambda 関数の
バージョンを Lambda 関数 ARN に含めます。Lambda ARN の詳細については、Example
ARNs: AWS Lambda を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon Kinesis Analytics がユーザーに代わって送信先関数に書き込むことを想定できる IAM ロール
の ARN。このロールに必要なアクセス許可を付与する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput Output
アプリケーション内ストリームを識別するためのアプリケーション出力構成と、アプリケーション内ス
トリームデータを書き込む送信先を記述します。送信先は、Amazon Kinesis ストリームまたは Amazon
Kinesis Firehose 配信ストリームにすることができます。
アプリケーションが書き込める送信先の数の制限およびその他の制限については、制限を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationSchema" : DestinationSchema (p. 4359),
"KinesisFirehoseOutput" : KinesisFirehoseOutput (p. 4360),
"KinesisStreamsOutput" : KinesisStreamsOutput (p. 4361),
"LambdaOutput" : LambdaOutput (p. 4362),
"Name" : String

YAML
DestinationSchema:
DestinationSchema (p. 4359)
KinesisFirehoseOutput:
KinesisFirehoseOutput (p. 4360)
KinesisStreamsOutput:
KinesisStreamsOutput (p. 4361)
LambdaOutput:
LambdaOutput (p. 4362)
Name: String

プロパティ
DestinationSchema
レコードが送信先に書き込まれるときのデータ形式を記述します。詳細については、「アプリケー
ション出力の設定」を参照してください。
必須: はい
タイプ: DestinationSchema (p. 4359)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseOutput
送信先として Amazon Kinesis Firehose 配信ストリームを識別します。
必須: いいえ
タイプ: KinesisFirehoseOutput (p. 4360)
Update requires: No interruption
KinesisStreamsOutput
送信先として Amazon Kinesis ストリームを識別します。
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必須: いいえ
タイプ: KinesisStreamsOutput (p. 4361)
Update requires: No interruption
LambdaOutput
送信先として AWS Lambda 関数を識別します。
必須: いいえ
タイプ: LambdaOutput (p. 4362)
Update requires: No interruption
Name
アプリケーション内ストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: Replacement

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
既存のアプリケーションにリファレンスデータソースを追加します。
Amazon Kinesis Analytics は、リファレンスデータ (つまり、Amazon S3 オブジェクト) を読み取り、アプ
リケーション内にアプリケーション内テーブルを作成します。リクエストでは、ソース (S3 バケット名と
オブジェクトのキー名)、作成するアプリケーション内テーブルの名前、および Amazon S3 オブジェクト
のデータが結果のアプリケーション内テーブルの列にマッピングされる方法を説明する必要なマッピング
情報を入力します。
概念については、「アプリケーション入力の設定」を参照してください。アプリケーションに追加できる
データソースの制限については、「制限」を参照してください。
このオペレーションには kinesisanalytics:AddApplicationOutput アクションを実行するアクセ
ス許可が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"ReferenceDataSource" : ReferenceDataSource (p. 4370)
}
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YAML
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
Properties:
ApplicationName: String
ReferenceDataSource:
ReferenceDataSource (p. 4370)

プロパティ
ApplicationName
既存のアプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
ReferenceDataSource
リファレンスデータソースは、Amazon S3 バケット内のオブジェクトにすることができま
す。Amazon Kinesis Analytics は、オブジェクトを読み取り、作成されているアプリケーション内
テーブルにデータをコピーします。S3 バケット、オブジェクトのキー名、および作成されているア
プリケーション内テーブルを指定します。また、ユーザーに代わって Amazon Kinesis Analytics が S3
バケットからのオブジェクトの読み取りを引き受けることができる必要なアクセス許可を持つ IAM
ロールも指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: ReferenceDataSource (p. 4370)
Update requires: No interruption

例
ApplicationReferenceDataSource リソースの追加
次の例では ApplicationReferenceDataSource リソースを作成します。

YAML
ApplicationReferenceDataSource:
Type: AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication
ReferenceDataSource:
TableName: "exampleTable"
ReferenceSchema:
RecordColumns:
- Name: "example"
SqlType: "VARCHAR(16)"
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Mapping: "$.example"
RecordFormat:
RecordFormatType: "JSON"
MappingParameters:
JSONMappingParameters:
RecordRowPath: "$"
S3ReferenceDataSource:
BucketARN: !GetAtt S3Bucket.Arn
FileKey: 'fakeKey'
ReferenceRoleARN: !GetAtt KinesisAnalyticsRole.Arn

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
CSVMappingParameters
レコード形式で CSV などの区切り記号が使用されている場合に、追加のマッピング情報を提供します。
たとえば、次のサンプルレコードでは CSV 形式を使用しています。レコードでは、行の区切り記号として
「\n」、列の区切り文字としてカンマ (「、」) が使用されています。
"name1", "address1"
"name2", "address2"

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordColumnDelimiter" : String,
"RecordRowDelimiter" : String

YAML
RecordColumnDelimiter: String
RecordRowDelimiter: String

プロパティ
RecordColumnDelimiter
列の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、カンマ (「,」) は典型的な列の区切り文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption
RecordRowDelimiter
行の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、「\n」は典型的な行の区切り記号です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordRowPath" : String

YAML
RecordRowPath: String

プロパティ
RecordRowPath
レコードが含まれている最上位の親へのパス
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加マッピ
ング情報をストリーミングソースに提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CSVMappingParameters" : CSVMappingParameters (p. 4366),
"JSONMappingParameters" : JSONMappingParameters (p. 4367)

YAML
CSVMappingParameters:
CSVMappingParameters (p. 4366)
JSONMappingParameters:
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JSONMappingParameters (p. 4367)

プロパティ
CSVMappingParameters
レコード形式が区切り文字 (たとえば CSV) を使用する際に追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: CSVMappingParameters (p. 4366)
Update requires: No interruption
JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: JSONMappingParameters (p. 4367)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource RecordColumn
ストリーミングソース内の各データ要素からアプリケーション内ストリーム内の対応する列へのマッピン
グを説明します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Mapping" : String,
"Name" : String,
"SqlType" : String

YAML
Mapping: String
Name: String
SqlType: String

プロパティ
Mapping
ストリーミング入力またはリファレンスデータソース内のデータ要素への参照。RecordFormatType
が JSON の場合、この要素は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Name
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SqlType
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の型。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource RecordFormat
ストリームのレコードをスキーマ化するために適用されるレコード形式と関連するマッピング情報を記述
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MappingParameters" : MappingParameters (p. 4367),
"RecordFormatType" : String

YAML
MappingParameters:
MappingParameters (p. 4367)
RecordFormatType: String

プロパティ
MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加
マッピング情報をストリーミングソースに提供します。
必須: いいえ
タイプ: MappingParameters (p. 4367)
Update requires: No interruption
RecordFormatType
レコード形式の種類。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource ReferenceDataSource
ソース情報 (S3 バケット名およびオブジェクトキー名)、作成されているアプリケーション内のテーブル
名、Amazon S3 オブジェクトのデータ要素をアプリケーション内のテーブルにマッピングするのに必要な
スキーマを提供することによりリファレンスデータソースを説明。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ReferenceSchema" : ReferenceSchema (p. 4371),
"S3ReferenceDataSource" : S3ReferenceDataSource (p. 4372),
"TableName" : String

YAML
ReferenceSchema:
ReferenceSchema (p. 4371)
S3ReferenceDataSource:
S3ReferenceDataSource (p. 4372)
TableName: String

プロパティ
ReferenceSchema
ストリーミングソース内のデータ形式、アプリケーション内ストリームで作成されている対応カラム
に対して各データ要素をマッピングする方法を記述します。
必須: はい
タイプ: ReferenceSchema (p. 4371)
Update requires: No interruption
S3ReferenceDataSource
リファレンスデータを含む S3 バケットおよびオブジェクトを識別します。また、Amazon Kinesis
Analytics がユーザーに代わってこのオブジェクトを読み取ることができる IAM のロールも識別しま
す。Amazon Kinesis Analytics アプリケーションは 1 回のみ参照データをロードします。データが変
更された場合は、アプリケーションへのデータの再ロードをトリガーする UpdateApplication オ
ペレーションを呼び出します。
必須: いいえ
タイプ: S3ReferenceDataSource (p. 4372)
Update requires: No interruption
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TableName
作成するアプリケーション内テーブルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource ReferenceSchema
ReferenceSchema プロパティタイプは、SQL ベースの Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーション
のリファレンスソースのデータ形式を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RecordColumns" : [ RecordColumn (p. 4368), ... ],
"RecordEncoding" : String,
"RecordFormat" : RecordFormat (p. 4369)

YAML
RecordColumns:
- RecordColumn (p. 4368)
RecordEncoding: String
RecordFormat:
RecordFormat (p. 4369)

プロパティ
RecordColumns
RecordColumn オブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: RecordColumn (p. 4368) のリスト
Update requires: No interruption
RecordEncoding
リファレンスソースのレコードのエンコードを指定します。たとえば、UTF-8 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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RecordFormat
リファレンスソースのレコードの形式を指定します。
必須: はい
タイプ: RecordFormat (p. 4369)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
S3ReferenceDataSource
リファレンスデータを含む S3 バケットおよびオブジェクトを識別します。また、Amazon Kinesis
Analytics がユーザーに代わってこのオブジェクトを読み取ることができる IAM のロールも識別します。
Amazon Kinesis Analytics アプリケーションは 1 回のみ参照データをロードします。データが変更された
場合は、アプリケーションへのデータの再ロードをトリガーする UpdateApplication オペレーションを呼
び出します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketARN" : String,
"FileKey" : String,
"ReferenceRoleARN" : String

YAML
BucketARN: String
FileKey: String
ReferenceRoleARN: String

プロパティ
BucketARN
S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
FileKey
リファレンスデータを含むオブジェクトキー名。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
ReferenceRoleARN
ユーザーに代わって、このサービスでデータを読み出すのに使用する IAM ロールの ARN。このロー
ルは、Amazon Kinesis Analytics サービスプリンシパルがこのロールを引き受けることを可能にする
オブジェクトおよび信頼ポリシーに対する s3:GetObject アクションに対するアクセス許可を持っ
ている必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

Amazon Kinesis Data Analytics V2 リソースタイプの
リファレンス
リソースタイプ
• AWS::KinesisAnalyticsV2::Application (p. 4373)
• AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption (p. 4412)
• AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput (p. 4415)
• AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource (p. 4421)

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションを作成します。Kinesis Data Analytics アプリケーション
を作成する方法については、「アプリケーションを作成する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::KinesisAnalyticsV2::Application",
"Properties" : {
"ApplicationConfiguration" : ApplicationConfiguration (p. 4382),
"ApplicationDescription" : String,
"ApplicationMode" : String,
"ApplicationName" : String,
"RuntimeEnvironment" : String,
"ServiceExecutionRole" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
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}

}

YAML
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
Properties:
ApplicationConfiguration:
ApplicationConfiguration (p. 4382)
ApplicationDescription: String
ApplicationMode: String
ApplicationName: String
RuntimeEnvironment: String
ServiceExecutionRole: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ApplicationConfiguration
このパラメータを使用して、アプリケーションを設定します。
必須: いいえ
タイプ: ApplicationConfiguration (p. 4382)
Update requires: No interruption
ApplicationDescription
アプリケーションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
ApplicationMode
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックを作成するには、モードを INTERACTIVE に設定する必要
があります。ただし、Kinesis Data Analytics for Apache Flink アプリケーションでは、モードはオプ
ションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: INTERACTIVE | STREAMING
Update requires: Replacement
ApplicationName
アプリケーションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
RuntimeEnvironment
アプリケーションのランタイム環境 (SQL-1_0、FLINK-1_6、FLINK-1_8 または FLINK-1_11)。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FLINK-1_11 | FLINK-1_6 | FLINK-1_8 | SQL-1_0 | ZEPPELIN-FLINK-1_0
Update requires: Replacement
ServiceExecutionRole
外部リソースにアクセスするためにアプリケーションが使用する IAM ロールを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
Tags
アプリケーションに割り当てる 1 つ以上のタグのリスト。タグは、アプリケーションを識別するキー
と値のペアです。アプリケーションタグの最大数にはシステムタグが含まれることに注意してくださ
い。ユーザー定義のアプリケーションタグの最大数は 50 です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

例
Apache Flink を使用した Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションの作成
次の例は、Amazon S3 からデプロイパッケージを使用してシンプルなアプリケーションを作成する方法を
示しています。コードが必要とするストリームにアクセスするための許可を IAM ロールに追加する必要が
あります。

JSON
{

"Description": "Simple KDA Flink application",
"Parameters": {
"CodeBucketArn": {
"Type": "String"
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},
"CodeKey": {
"Type": "String"
}

},
"Resources": {
"MyApplication": {
"Type": "AWS::KinesisAnalyticsV2::Application",
"Properties": {
"RuntimeEnvironment": "FLINK-1_11",
"ServiceExecutionRole": {
"Fn::GetAtt": [
"ServiceExecutionRole",
"Arn"
]
},
"ApplicationConfiguration": {
"ApplicationCodeConfiguration": {
"CodeContent": {
"S3ContentLocation": {
"BucketARN": {
"Ref": "CodeBucketArn"
},
"FileKey": {
"Ref": "CodeKey"
}
}
},
"CodeContentType": "ZIPFILE"
}
}
}
},
"ServiceExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "kinesisanalytics.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "s3-code-access",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
{
"Fn::Sub": "${CodeBucketArn}/${CodeKey}"
}
]
}
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}

}

}

}

]

}

}

]

YAML
Description: Simple KDA Flink application
Parameters:
CodeBucketArn:
Type: String
CodeKey:
Type: String
Resources:
MyApplication:
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
Properties:
RuntimeEnvironment: FLINK-1_11
ServiceExecutionRole: !GetAtt ServiceExecutionRole.Arn
ApplicationConfiguration:
ApplicationCodeConfiguration:
CodeContent:
S3ContentLocation:
BucketARN: !Ref CodeBucketArn
FileKey: !Ref CodeKey
CodeContentType: 'ZIPFILE'
ServiceExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: kinesisanalytics.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: s3-code-access
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub "${CodeBucketArn}/${CodeKey}"

Amazon Kinesis Data Analytics スタジオアプリケーションの作成
次の例は、Amazon Glue データベースを使用してシンプルな Studio アプリケーションを作成する方法を
示しています。必要なストリームを作成またはアクセスするには、IAM ロールに許可を追加する必要があ
ります。また、既に存在するストリームを Glue データベースに追加する必要があります。

JSON
{
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"Description": "KDA Studio application",
"Parameters": {
"GlueDatabaseName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyApplication": {
"Type": "AWS::KinesisAnalyticsV2::Application",
"Properties": {
"ApplicationMode": "INTERACTIVE",
"RuntimeEnvironment": "ZEPPELIN-FLINK-1_0",
"ServiceExecutionRole": {
"Fn::GetAtt": [
"ServiceExecutionRole",
"Arn"
]
},
"ApplicationConfiguration": {
"FlinkApplicationConfiguration": {
"ParallelismConfiguration": {
"Parallelism": 4,
"ConfigurationType": "CUSTOM"
}
},
"ZeppelinApplicationConfiguration": {
"CatalogConfiguration": {
"GlueDataCatalogConfiguration": {
"DatabaseARN": {
"Fn::Sub": "arn:aws:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:database/${GlueDatabase}"
}
}
},
"CustomArtifactsConfiguration": [
{
"ArtifactType": "DEPENDENCY_JAR",
"MavenReference": {
"GroupId": "software.amazon.kinesis",
"ArtifactId": "amazon-kinesis-sql-connector-flink",
"Version": "2.0.3"
}
},
{
"ArtifactType": "DEPENDENCY_JAR",
"MavenReference": {
"GroupId": "org.apache.flink",
"ArtifactId": "flink-sql-connector-kafka_2.12",
"Version": "1.11.1"
}
}
]
}
}
}
},
"GlueDatabase": {
"Type": "AWS::Glue::Database",
"Properties": {
"CatalogId": {
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"DatabaseInput": {
"Name": {
"Ref": "GlueDatabaseName"
},
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}

"Description": "My glue database"

}
},
"ServiceExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "kinesisanalytics.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "glue-access",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetConnection",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:CreateTable",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetUserDefinedFunction"
],
"Resource": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:glue:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:connection/*"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:glue:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/*"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:glue:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:database/${GlueDatabase}/*"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:glue:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:catalog"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:glue:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:userDefinedFunction/*"
}
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
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}

}

}

}

]

}

}

}

]

]

"*"

YAML
Description: KDA Studio application
Parameters:
GlueDatabaseName:
Type: String
Resources:
MyApplication:
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
Properties:
ApplicationMode: INTERACTIVE
RuntimeEnvironment: ZEPPELIN-FLINK-1_0
ServiceExecutionRole: !GetAtt ServiceExecutionRole.Arn
ApplicationConfiguration:
FlinkApplicationConfiguration:
ParallelismConfiguration:
Parallelism: 4
ConfigurationType: CUSTOM
ZeppelinApplicationConfiguration:
CatalogConfiguration:
GlueDataCatalogConfiguration:
DatabaseARN: !Sub "arn:aws:glue:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:database/
${GlueDatabase}"
CustomArtifactsConfiguration:
- ArtifactType: DEPENDENCY_JAR
MavenReference:
GroupId: software.amazon.kinesis
ArtifactId: amazon-kinesis-sql-connector-flink
Version: 2.0.3
- ArtifactType: DEPENDENCY_JAR
MavenReference:
GroupId: org.apache.flink
ArtifactId: flink-sql-connector-kafka_2.12
Version: 1.11.1
GlueDatabase:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
Name: !Ref GlueDatabaseName
Description: My glue database
ServiceExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
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Service: kinesisanalytics.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: glue-access
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- glue:GetConnection
- glue:GetTable
- glue:GetTables
- glue:CreateTable
- glue:UpdateTable
- glue:GetDatabases
- glue:GetUserDefinedFunction
Resource:
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:connection/*"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/*"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:database/${GlueDatabase}/*"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:catalog"
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:glue:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:userDefinedFunction/*"
- Effect: Allow
Action:
- glue:GetDatabase
Resource:
- "*"

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CreateApplication」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ApplicationCodeConfiguration
アプリケーションのコード設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CodeContent" : CodeContent (p. 4387),
"CodeContentType" : String

YAML
CodeContent:
CodeContent (p. 4387)
CodeContentType: String
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プロパティ
CodeContent
アプリケーションコードの場所とタイプ。
必須: はい
タイプ: CodeContent (p. 4387)
Update requires: No interruption
CodeContentType
コードの内容がテキスト形式または zip 形式であるかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: PLAINTEXT | ZIPFILE
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「ApplicationCodeConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ApplicationConfiguration
Kinesis Data Analytics アプリケーションの作成パラメータを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ApplicationCodeConfiguration" : ApplicationCodeConfiguration (p. 4381),
"ApplicationSnapshotConfiguration" : ApplicationSnapshotConfiguration (p. 4384),
"EnvironmentProperties" : EnvironmentProperties (p. 4390),
"FlinkApplicationConfiguration" : FlinkApplicationConfiguration (p. 4391),
"SqlApplicationConfiguration" : SqlApplicationConfiguration (p. 4410),
"ZeppelinApplicationConfiguration" : ZeppelinApplicationConfiguration (p. 4411)

YAML
ApplicationCodeConfiguration:
ApplicationCodeConfiguration (p. 4381)
ApplicationSnapshotConfiguration:
ApplicationSnapshotConfiguration (p. 4384)
EnvironmentProperties:
EnvironmentProperties (p. 4390)
FlinkApplicationConfiguration:
FlinkApplicationConfiguration (p. 4391)
SqlApplicationConfiguration:
SqlApplicationConfiguration (p. 4410)
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ZeppelinApplicationConfiguration:
ZeppelinApplicationConfiguration (p. 4411)

プロパティ
ApplicationCodeConfiguration
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションのコードの場所と型を示すパラメータ。
必須: 条件付き
タイプ: ApplicationCodeConfiguration (p. 4381)
Update requires: No interruption
ApplicationSnapshotConfiguration
スナップショットが Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションで有効かどうかを記述し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ApplicationSnapshotConfiguration (p. 4384)
Update requires: No interruption
EnvironmentProperties
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの実行プロパティを記述します。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentProperties (p. 4390)
Update requires: No interruption
FlinkApplicationConfiguration
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの作成パラメータと更新パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: FlinkApplicationConfiguration (p. 4391)
Update requires: No interruption
SqlApplicationConfiguration
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの作成パラメータと更新パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: SqlApplicationConfiguration (p. 4410)
Update requires: No interruption
ZeppelinApplicationConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックの設定パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: ZeppelinApplicationConfiguration (p. 4411)
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「ApplicationConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ApplicationSnapshotConfiguration
スナップショットが Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションで有効かどうかを記述しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SnapshotsEnabled" : Boolean

YAML
SnapshotsEnabled: Boolean

プロパティ
SnapshotsEnabled
スナップショットが Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションで有効かどうかを記述し
ます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「ApplicationSnapshotConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CatalogConfiguration
デフォルトの Amazon Glue データベース用の設定パラメータ。このデータベースは、Kinesis Data
Analytics Studio ノートブックに書き込む SQL クエリのために使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GlueDataCatalogConfiguration" : GlueDataCatalogConfiguration (p. 4392)
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YAML
GlueDataCatalogConfiguration:
GlueDataCatalogConfiguration (p. 4392)

プロパティ
GlueDataCatalogConfiguration
デフォルトの Amazon Glue データベース用の設定パラメータ。このデータベースは、Kinesis Data
Analytics Studio ノートブックに書き込む Apache Flink SQL クエリおよびテーブル API 変換のために
使用します。
必須: いいえ
タイプ: GlueDataCatalogConfiguration (p. 4392)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CheckpointConfiguration
アプリケーションのチェックポイント設定を記述します。チェックポイントは、耐障害性のアプリ
ケーション状態を保持するプロセスを記述します。詳細については、Apache Flink Documentation の
Checkpoints for Fault Tolerance を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CheckpointingEnabled" : Boolean,
"CheckpointInterval" : Integer,
"ConfigurationType" : String,
"MinPauseBetweenCheckpoints" : Integer

YAML
CheckpointingEnabled: Boolean
CheckpointInterval: Integer
ConfigurationType: String
MinPauseBetweenCheckpoints: Integer

プロパティ
CheckpointingEnabled
チェックポイントが Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションで有効かどうかを記述し
ます。

Note
CheckpointConfiguration.ConfigurationType が DEFAULT の場合、この API また
はアプリケーションコードでこの値が別の値に設定されていても、アプリケーションは true
の CheckpointingEnabled 値を使用します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CheckpointInterval
チェックポイントオペレーション間の間隔 (ミリ秒) を記述します。

Note
CheckpointConfiguration.ConfigurationType が DEFAULT の場合、この API を使
用して、またはアプリケーションコードでこの値が別の値に設定されていても、アプリケー
ションは 60000 という CheckpointInterval 値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ConfigurationType
アプリケーションで Kinesis Data Analytics のデフォルト
のチェックポイント動作を使用するかどうかを記述しま
す。CheckpointingEnabled、CheckpointInterval、MinPauseBetweenCheckpoints パラ
メータを設定するには、このプロパティを CUSTOM に設定する必要があります。

Note
この値が DEFAULT に設定されている場合、API またはアプリケーションコードを使用して他
の値に設定されていても、アプリケーションは次の値を使用します。
• CheckpointingEnabled: true
• CheckpointInterval: 60000
• MinPauseBetweenCheckpoints: 5000
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CUSTOM | DEFAULT
Update requires: No interruption
MinPauseBetweenCheckpoints
チェックポイントオペレーションが完了した後に新しいチェックポイントオペレーションが開始でき
る最小時間 (ミリ秒)を記述します。チェックポイントオペレーションが CheckpointInterval より
も時間がかかる場合でも、アプリケーションは継続的にチェックポイントオペレーションを実行しま
す。詳細については、Apache Flink Documentation の Tuning Checkpointing を参照してください。

Note
CheckpointConfiguration.ConfigurationType が DEFAULT の場合、この値がこの
API を使用して、またはアプリケーションコードで設定されていても、アプリケーションは
5000 の MinPauseBetweenCheckpoints 値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CheckpointConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CodeContent
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションのアプリケーションコードまたはアプリケーショ
ンコードの場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"S3ContentLocation" : S3ContentLocation (p. 4409),
"TextContent" : String,
"ZipFileContent" : String

YAML
S3ContentLocation:
S3ContentLocation (p. 4409)
TextContent: String
ZipFileContent: String

プロパティ
S3ContentLocation
アプリケーションコードが含まれている Amazon S3 バケットに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: S3ContentLocation (p. 4409)
Update requires: No interruption
TextContent
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションのテキスト形式のコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 102400
Update requires: No interruption
ZipFileContent
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの zip 形式のコード。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CodeContent」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CSVMappingParameters
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションでは、レコード形式で CSV などの区切り記号
が使用されている場合に、追加のマッピング情報を指定します。たとえば、次のサンプルレコードでは
CSV 形式を使用しています。レコードでは、行の区切り記号として「\n」、列の区切り文字としてカンマ
(「、」) が使用されています。
"name1", "address1"
"name2", "address2"

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordColumnDelimiter" : String,
"RecordRowDelimiter" : String

YAML
RecordColumnDelimiter: String
RecordRowDelimiter: String

プロパティ
RecordColumnDelimiter
列の区切り文字です。たとえば、CSV 形式では、カンマ (「,」) は典型的な列の区切り文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
RecordRowDelimiter
行の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、「\n」は典型的な行の区切り記号です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CSVMappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CustomArtifactConfiguration
コネクタとユーザー定義関数の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArtifactType" : String,
"MavenReference" : MavenReference (p. 4401),
"S3ContentLocation" : S3ContentLocation (p. 4409)

YAML
ArtifactType: String
MavenReference:
MavenReference (p. 4401)
S3ContentLocation:
S3ContentLocation (p. 4409)

プロパティ
ArtifactType
これを UDF または DEPENDENCY_JAR のいずれかに設定します。UDF はユーザー定義関数の略で
す。このタイプのアーティファクトは S3 バケット内にある必要があります。DEPENDENCY_JAR は
Maven または S3 バケットのいずれかに指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DEPENDENCY_JAR | UDF
Update requires: No interruption
MavenReference
Maven リファレンスを完全に指定するために必要なパラメータ。
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必須: いいえ
タイプ: MavenReference (p. 4401)
Update requires: No interruption
S3ContentLocation
カスタムアーティファクトの場所。
必須: いいえ
タイプ: S3ContentLocation (p. 4409)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application CustomArtifactsConfiguration
CustomArtifactConfiguration オブジェクトのリスト。

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application DeployAsApplicationConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックを耐久性のある状態のアプリケーションとしてデプロイするた
めに必要な情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3ContentLocation" : S3ContentBaseLocation (p. 4408)

YAML
S3ContentLocation:
S3ContentBaseLocation (p. 4408)

プロパティ
S3ContentLocation
S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)、データを含む Amazon S3 オブジェクトの名前、デー
タを含む Amazon S3 オブジェクトのバージョン番号などの Amazon S3 オブジェクトの説明。
必須: はい
タイプ: S3ContentBaseLocation (p. 4408)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application EnvironmentProperties
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの実行プロパティを記述します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PropertyGroups" : [ PropertyGroup (p. 4405), ... ]

YAML
PropertyGroups:
- PropertyGroup (p. 4405)

プロパティ
PropertyGroups
実行プロパティグループを記述します。
必須: いいえ
タイプ: PropertyGroup (p. 4405) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「EnvironmentProperties」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application FlinkApplicationConfiguration
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションまたは Studio ノートブックの設定パラメータを記
述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CheckpointConfiguration" : CheckpointConfiguration (p. 4385),
"MonitoringConfiguration" : MonitoringConfiguration (p. 4402),
"ParallelismConfiguration" : ParallelismConfiguration (p. 4403)

YAML
CheckpointConfiguration:
CheckpointConfiguration (p. 4385)
MonitoringConfiguration:
MonitoringConfiguration (p. 4402)

API バージョン 2010-05-15
4391

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Analytics V2
ParallelismConfiguration:
ParallelismConfiguration (p. 4403)

プロパティ
CheckpointConfiguration
アプリケーションのチェックポイント設定を記述します。チェックポイントは、耐障害性のアプリ
ケーション状態を保持するプロセスを記述します。詳細については、Apache Flink Documentation の
Checkpoints for Fault Tolerance を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CheckpointConfiguration (p. 4385)
Update requires: No interruption
MonitoringConfiguration
アプリケーションの Amazon CloudWatch ログ記録の設定パラメータを記述します。
必須: いいえ
タイプ: MonitoringConfiguration (p. 4402)
Update requires: No interruption
ParallelismConfiguration
アプリケーションが複数のタスクを同時に実行する方法に関するパラメータを記述します。
必須: いいえ
タイプ: ParallelismConfiguration (p. 4403)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「FlinkApplicationConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application GlueDataCatalogConfiguration
アプリケーション内で書き込む Apache Flink SQL クエリおよびテーブル API 変換に使用する Glue データ
カタログの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DatabaseARN" : String

YAML
DatabaseARN: String
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プロパティ
DatabaseARN
データベースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application Input
SQLベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションのアプリケーション入力を設定する際には、スト
リーミングソース、作成されたアプリケーション内ストリーム名に加え、これら 2 つの間のマッピングを
指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InputParallelism" : InputParallelism (p. 4396),
"InputProcessingConfiguration" : InputProcessingConfiguration (p. 4396),
"InputSchema" : InputSchema (p. 4397),
"KinesisFirehoseInput" : KinesisFirehoseInput (p. 4399),
"KinesisStreamsInput" : KinesisStreamsInput (p. 4400),
"NamePrefix" : String

YAML
InputParallelism:
InputParallelism (p. 4396)
InputProcessingConfiguration:
InputProcessingConfiguration (p. 4396)
InputSchema:
InputSchema (p. 4397)
KinesisFirehoseInput:
KinesisFirehoseInput (p. 4399)
KinesisStreamsInput:
KinesisStreamsInput (p. 4400)
NamePrefix: String

プロパティ
InputParallelism
作成するアプリケーション内ストリームの数を記述します。
必須: いいえ
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タイプ: InputParallelism (p. 4396)
Update requires: No interruption
InputProcessingConfiguration
入力の InputProcessingConfiguration。入力プロセッサは、アプリケーションの SQL コードが実行さ
れる前に、ストリームからレコードを受け取るとそのレコードを変換します。現在のところ、使用可
能な入力処理設定は InputLambdaProcessor だけです。
必須: いいえ
タイプ: InputProcessingConfiguration (p. 4396)
Update requires: No interruption
InputSchema
ストリーミングソース内のデータ形式、アプリケーション内ストリームで作成されている、対応する
カラムに対して各データ要素をマッピングする方法を記述します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。
必須: はい
タイプ: InputSchema (p. 4397)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseInput
ストリーミングソースが Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームである場合、配信ストリーム
の ARN を示します。
必須: いいえ
タイプ: KinesisFirehoseInput (p. 4399)
Update requires: No interruption
KinesisStreamsInput
ストリーミングソースが Amazon Kinesis データストリームである場合、ストリームの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を示します。
必須: いいえ
タイプ: KinesisStreamsInput (p. 4400)
Update requires: No interruption
NamePrefix
アプリケーション内ストリームを作成するときに使用する名前プレフィックス。たとえば、プレ
フィックス「MyInApplicationStream」を指定したと仮定します。 その後、Kinesis Analytics は、
「MyInApplicationStream_001」、「MyInApplicationStream_002」などの名前を持つ 1 つ
以上の (指定した InputParallelism カウントに従って) アプリケーション内ストリームを作成しま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 32
パターン: [^-\s<>&]*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「Input」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application InputLambdaProcessor
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションのストリーム内のレコードを前処理するために使
用される Amazon Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を含むオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
ストリームでレコードを操作する Amazon Lambda 関数の ARN。

Note
最新のバージョンよりも前のバージョンの Lambda 関数を指定するには、Lambda 関数の
バージョンを Lambda 関数 ARN に含めます。Lambda ARN の詳細については、Example
ARNs: Amazon Lambda を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「InputLambdaProcessor」
API バージョン 2010-05-15
4395

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Analytics V2

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application InputParallelism
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、指定されたストリーミングソースに作成
するアプリケーション内ストリームの数を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Count" : Integer

YAML
Count: Integer

プロパティ
Count
作成するアプリケーション内ストリームの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「InputParallelism」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application InputProcessingConfiguration
SQL ベースの Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、アプリケーションコードによっ
て処理される前に、ストリーム内のレコードを前処理するために使用されるプロセッサを記述します。現
在利用可能な唯一の入力プロセッサは Amazon Lambda です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InputLambdaProcessor" : InputLambdaProcessor (p. 4395)
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YAML
InputLambdaProcessor:
InputLambdaProcessor (p. 4395)

プロパティ
InputLambdaProcessor
アプリケーションコードによって処理される前にストリーム内のレコードの事前処理に使用される
InputLambdaProcessor。
必須: いいえ
タイプ: InputLambdaProcessor (p. 4395)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「 InputProcessingConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application InputSchema
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリーミングソース内のデータ形式
と、アプリケーション内ストリームで作成された、対応する列に各データ要素がどのようにマッピングさ
れるかを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RecordColumns" : [ RecordColumn (p. 4406), ... ],
"RecordEncoding" : String,
"RecordFormat" : RecordFormat (p. 4407)

YAML
RecordColumns:
- RecordColumn (p. 4406)
RecordEncoding: String
RecordFormat:
RecordFormat (p. 4407)

プロパティ
RecordColumns
RecordColumn オブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: RecordColumn (p. 4406) のリスト
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最大: 1000
Update requires: No interruption
RecordEncoding
ストリーミングソースのレコードのエンコードを指定します。たとえば、UTF-8 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 5
最大: 5
パターン: UTF-8
Update requires: No interruption
RecordFormat
ストリーミングソースのレコードの形式を指定します。
必須: はい
タイプ: RecordFormat (p. 4407)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「SourceSchema」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application JSONMappingParameters
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、JSON がストリーミングソースのレコー
ド形式であるときの追加のマッピング情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordRowPath" : String

YAML
RecordRowPath: String

プロパティ
RecordRowPath
レコードが含まれている、最上位の親へのパス。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 65535
パターン: ^(?=^\$)(?=^\S+$).*$
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「JSONMappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application KinesisFirehoseInput
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリーミングソースとして Kinesis Data
Firehose 配信ストリームを識別します。配信ストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
配信ストリームの Amazon リソース名 (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「KinesisFirehoseInput」
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AWS::KinesisAnalyticsV2::Application KinesisStreamsInput
ストリーミングソースとして Kinesis データストリームを識別します。ストリームの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
読み取り対象の入力 Kinesis ストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「KinesisStreamsInput」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際に SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの入
力を設定する場合、レコード形式 (JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコード
フィールド) に固有の追加マッピング情報をストリーミングソースに提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CSVMappingParameters" : CSVMappingParameters (p. 4388),
"JSONMappingParameters" : JSONMappingParameters (p. 4398)
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YAML
CSVMappingParameters:
CSVMappingParameters (p. 4388)
JSONMappingParameters:
JSONMappingParameters (p. 4398)

プロパティ
CSVMappingParameters
レコード形式が区切り文字 (たとえば CSV) を使用する際に追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: CSVMappingParameters (p. 4388)
Update requires: No interruption
JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: JSONMappingParameters (p. 4398)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「MappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application MavenReference
Maven リファレンスの指定に必要な情報。Maven リファレンスを使用して、依存関係 JAR ファイルを指
定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArtifactId" : String,
"GroupId" : String,
"Version" : String

YAML
ArtifactId: String
GroupId: String
Version: String
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プロパティ
ArtifactId
Maven リファレンスのアーティファクト ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption
GroupId
Maven リファレンスのグループ ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption
Version
Maven リファレンスのバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application MonitoringConfiguration
Java ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの Amazon CloudWatch ログ記録の設定パラメー
タを記述します。CloudWatch ログ記録の詳細については、モニタリングを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ConfigurationType" : String,
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}

"LogLevel" : String,
"MetricsLevel" : String

YAML
ConfigurationType: String
LogLevel: String
MetricsLevel: String

プロパティ
ConfigurationType
アプリケーションのデフォルトの CloudWatch ログ記録設定を使用するかどうかを記述しま
す。LogLevel または MetricsLevel パラメータを設定するには、このプロパティを CUSTOM に設
定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CUSTOM | DEFAULT
Update requires: No interruption
LogLevel
アプリケーションの CloudWatch Logs の詳細レベルを記述します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DEBUG | ERROR | INFO | WARN
Update requires: No interruption
MetricsLevel
アプリケーションの CloudWatch Logs の詳細度を記述します。この Parallelism レベルは、過剰な
コストのため、並列処理が 64 を超えるアプリケーションには推奨されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: APPLICATION | OPERATOR | PARALLELISM | TASK
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「MonitoringConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ParallelismConfiguration
Flink ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションが複数のタスクを同時に実行する方法を示すパラ
メータを記述します。並列処理の詳細については、Apache Flink Documentation の Parallel Execution を参
照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutoScalingEnabled" : Boolean,
"ConfigurationType" : String,
"Parallelism" : Integer,
"ParallelismPerKPU" : Integer

YAML
AutoScalingEnabled: Boolean
ConfigurationType: String
Parallelism: Integer
ParallelismPerKPU: Integer

プロパティ
AutoScalingEnabled
Kinesis Data Analytics サービスがスループットの増加に応じてアプリケーションの並列処理を増やす
ことができるかどうかを記述します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ConfigurationType
アプリケーションが Kinesis Data Analytics サービスのデフォルトの並列処理を使用するかどうかを記
述します。アプリケーション の AutoScalingEnabled、Parallelism、ParallelismPerKPU プ
ロパティを変更するには、このプロパティを CUSTOM に設定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CUSTOM | DEFAULT
Update requires: No interruption
Parallelism
Java ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションが実行できる並列タスクの初期数を記述しま
す。Kinesis Data Analytics サービスでは、ParallelismConfiguration AutoScalingEnabled が true に設
定された場合、自動的にこの数を増やすことができます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
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ParallelismPerKPU
Java ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションが、そのアプリケーションで使用される
Kinesis Processing Unit (KPU) あたりに実行できる並列タスクの数を記述します。KPU の詳細につい
ては、「Amazon Kinesis Data Analytics の料金」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「ParallelismConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application PropertyGroup
アプリケーションに渡されるプロパティのキーと値のペア。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PropertyGroupId" : String,
"PropertyMap" : Json

YAML
PropertyGroupId: String
PropertyMap: Json

プロパティ
PropertyGroupId
アプリケーション実行プロパティのキーと値のペアのキーを記述します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: No interruption
PropertyMap
アプリケーション実行プロパティのキーと値のペアの値を記述します。
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必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「PropertyGroup」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application RecordColumn
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリーミングソース内の各データ要素
からアプリケーション内ストリーム内の対応する列へのマッピングを記述します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Mapping" : String,
"Name" : String,
"SqlType" : String

YAML
Mapping: String
Name: String
SqlType: String

プロパティ
Mapping
ストリーミング入力またはリファレンスデータソース内のデータ要素への参照。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption
Name
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 256
パターン: [^-\s<>&]*
Update requires: No interruption
SqlType
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の型。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「RecordColumn」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application RecordFormat
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリームのレコードをスキーマ化する
ために適用される、レコード形式および関連するマッピング情報を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MappingParameters" : MappingParameters (p. 4400),
"RecordFormatType" : String

YAML
MappingParameters:
MappingParameters (p. 4400)
RecordFormatType: String

プロパティ
MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加
マッピング情報をストリーミングソースに提供します。
必須: いいえ
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タイプ: MappingParameters (p. 4400)
Update requires: No interruption
RecordFormatType
レコード形式の種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「RecordFormat」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application S3ContentBaseLocation
Amazon Data Analytics アプリケーションのベースロケーション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BasePath" : String,
"BucketARN" : String

YAML
BasePath: String
BucketARN: String

プロパティ
BasePath
S3 バケットのベースパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [a-zA-Z0-9/!-_.*'()]+
Update requires: No interruption
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BucketARN
S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application S3ContentLocation
アプリケーションまたはカスタムアーティファクトの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketARN" : String,
"FileKey" : String,
"ObjectVersion" : String

YAML
BucketARN: String
FileKey: String
ObjectVersion: String

プロパティ
BucketARN
アプリケーションコードを含む S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
FileKey
アプリケーションコードを含むオブジェクトのファイルキー。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
ObjectVersion
アプリケーションコードを含むオブジェクトのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「S3ContentLocation」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application SqlApplicationConfiguration
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの入力、出力、およびリファレンスのデータソー
スを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Inputs" : [ Input (p. 4393), ... ]

YAML
Inputs:
- Input (p. 4393)

プロパティ
Inputs
アプリケーションで使用される入力ストリームを記述する Input オブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: Input (p. 4393) のリスト
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「SqlApplicationConfiguration」

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ZeppelinApplicationConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogConfiguration" : CatalogConfiguration (p. 4384),
"CustomArtifactsConfiguration" : CustomArtifactsConfiguration (p. 4390),
"DeployAsApplicationConfiguration" : DeployAsApplicationConfiguration (p. 4390),
"MonitoringConfiguration" : ZeppelinMonitoringConfiguration (p. 4412)

YAML
CatalogConfiguration:
CatalogConfiguration (p. 4384)
CustomArtifactsConfiguration:
CustomArtifactsConfiguration (p. 4390)
DeployAsApplicationConfiguration:
DeployAsApplicationConfiguration (p. 4390)
MonitoringConfiguration:
ZeppelinMonitoringConfiguration (p. 4412)

プロパティ
CatalogConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックのクエリで使用する Amazon Glue データカタログ。
必須: いいえ
タイプ: CatalogConfiguration (p. 4384)
Update requires: No interruption
CustomArtifactsConfiguration
CustomArtifactConfiguration オブジェクトのリスト。
必須: いいえ
タイプ: CustomArtifactsConfiguration (p. 4390)
最大: 50
Update requires: No interruption
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DeployAsApplicationConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックを耐久性のある状態のアプリケーションとしてデプロイす
るために必要な情報。
必須: いいえ
タイプ: DeployAsApplicationConfiguration (p. 4390)
Update requires: No interruption
MonitoringConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックのモニタリング設定。
必須: いいえ
タイプ: ZeppelinMonitoringConfiguration (p. 4412)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::Application ZeppelinMonitoringConfiguration
Kinesis Data Analytics Studio ノートブックの Amazon CloudWatch ログ記録の設定パラメータを記述しま
す。CloudWatch ログ記録の詳細については、「モニタリング」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogLevel" : String

YAML
LogLevel: String

プロパティ
LogLevel
アプリケーションの CloudWatch Logs の詳細レベル。INFO、WARN、ERROR、または DEBUG に設定
できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DEBUG | ERROR | INFO | WARN
Update requires: No interruption

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption
アプリケーションの設定エラーをモニタリングするために Amazon CloudWatch ログストリームを追加し
ます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"CloudWatchLoggingOption" : CloudWatchLoggingOption (p. 4414)
}

YAML
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption
Properties:
ApplicationName: String
CloudWatchLoggingOption:
CloudWatchLoggingOption (p. 4414)

プロパティ
ApplicationName
アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
CloudWatchLoggingOption
ログストリームの Amazon リソースネーム (ARN) など、Amazon CloudWatch ログ記録オプションの
記述を提供します。
必須: はい
タイプ: CloudWatchLoggingOption (p. 4414)
Update requires: No interruption

例
ApplicationCloudWatchLoggingOption リソースを作成する
JSON
{ "BasicApplicationV2CloudWatchLoggingOption": { "Type":

API バージョン 2010-05-15
4413

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Analytics V2
"AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption",

"Properties": {

"ApplicationName": { "Ref": "BasicApplication" },
"CloudWatchLoggingOption": {
"LogStreamARN": { "Fn::Join": [ ":", [ "arn:aws:logs", { "Ref":
"AWS::Region" }, {
"Ref": "AWS::AccountId" }, "log-group", { "Ref": "TestCWLogGroup" }, "logstream", {
"Ref": "TestCWLogStream" } ] ] } } } } }

YAML
BasicApplicationV2CloudWatchLoggingOption: Type:
'AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption' Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication CloudWatchLoggingOption:
LogStreamARN: !Join
- ':' - - 'arn:aws:logs' - !Ref 'AWS::Region' - !Ref 'AWS::AccountId' log-group !Ref TestCWLogGroup - log-stream - !Ref TestCWLogStream

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「AddApplicationCloudWatchLoggingOption」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption
CloudWatchLoggingOption
ログストリームの Amazon リソースネーム (ARN) など、Amazon CloudWatch ログ記録オプションの記述
を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogStreamARN" : String

YAML
LogStreamARN: String

プロパティ
LogStreamARN
アプリケーションのメッセージを受信するための CloudWatch ログの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
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パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CloudWatchLoggingOption」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput
外部宛先を SQL ベースの Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションに追加します。
Kinesis Data Analytics がデータをアプリケーション内のアプリケーション内ストリームから外部送信先
(Kinesis データストリーム、Kinesis Data Firehose配信ストリーム、Amazon Lambda 関数など) に配信
するように設定する場合、このオペレーションを使用して、関連する設定をアプリケーションに追加しま
す。アプリケーションに対して 1 つ以上の出力を設定できます。各出力設定により、アプリケーション内
ストリームと外部宛先がマッピングされます。
いずれかの出力設定を使用して、データをアプリケーション内エラーストリームから外部宛先に配信でき
ます。これにより、エラーの分析が可能になります。
このオペレーションを使用したストリーミングソースの追加などのすべての設定の更新により、アプリ
ケーションの新しいバージョンになります。DescribeApplication オペレーションを使用して、現在のアプ
リケーションバージョンを見つけることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"Output" : Output (p. 4419)
}

YAML
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput
Properties:
ApplicationName: String
Output:
Output (p. 4419)

プロパティ
ApplicationName
アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
Output
アプリケーション内ストリームを識別するための SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケー
ションの出力設定と、アプリケーション内ストリームデータを書き込む送信先を記述します。送信先
は、Kinesis ストリームまたは Kinesis Data Firehose 配信ストリームにすることができます。
必須: はい
タイプ: Output (p. 4419)
Update requires: No interruption

例
ApplicationOutput オブジェクトを作成する
JSON
{ "Type": "AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput",
"Properties": { "ApplicationName": { "Ref": "BasicApplication" }, "Output":
{
"Name": "exampleOutput", "DestinationSchema": { "RecordFormatType":
"CSV" },
"KinesisStreamsOutput": { "ResourceARN": { "Fn::GetAtt":
[ "OutputKinesisStream",
"Arn" ] } } } } }

YAML
Type: 'AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput' Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication Output: Name: exampleOutput
DestinationSchema: RecordFormatType: CSV KinesisStreamsOutput:
ResourceARN: !GetAtt
- OutputKinesisStream - Arn

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「AddApplicationOutput」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput DestinationSchema
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの送信先にレコードが書き込まれる際のデータ形
式を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"RecordFormatType" : String

YAML
RecordFormatType: String

プロパティ
RecordFormatType
出力ストリームのレコードの形式を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「DestinationSchema」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput KinesisFirehoseOutput
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、アプリケーション入力を設定する際に送
信先として Kinesis Data Firehose 配信ストリームを識別します。配信ストリームのストリームの Amazon
リソースネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象の送信先配信ストリームの ARN。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「KinesisFirehoseOutput」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput KinesisStreamsOutput
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの出力を設定する際に送信先として Kinesis データ
ストリームを識別します。ストリームの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象の送信先 Kinesis データストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「KinesisStreamsOutput」
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AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput LambdaOutput
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの出力を設定する際に、送信先として Amazon
Lambda 関数を識別します。Lambda 関数の関数の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceARN" : String

YAML
ResourceARN: String

プロパティ
ResourceARN
書き込み対象の送信先 Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
最新のバージョンよりも前のバージョンの Lambda 関数を指定するには、Lambda 関数の
バージョンを Lambda 関数 ARN に含めます。Lambda ARN の詳細については、Example
ARNs: Amazon Lambda を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「LambdaOutput」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput Output
アプリケーション内ストリームと、アプリケーション内ストリームデータを書き込む送信先を識別す
るための、SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの出力設定を記述します。送信先
は、Kinesis ストリームまたは Kinesis Data Firehose 配信ストリームにすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DestinationSchema" : DestinationSchema (p. 4416),
"KinesisFirehoseOutput" : KinesisFirehoseOutput (p. 4417),
"KinesisStreamsOutput" : KinesisStreamsOutput (p. 4418),
"LambdaOutput" : LambdaOutput (p. 4419),
"Name" : String

YAML
DestinationSchema:
DestinationSchema (p. 4416)
KinesisFirehoseOutput:
KinesisFirehoseOutput (p. 4417)
KinesisStreamsOutput:
KinesisStreamsOutput (p. 4418)
LambdaOutput:
LambdaOutput (p. 4419)
Name: String

プロパティ
DestinationSchema
レコードが送信先に書き込まれるときのデータ形式を記述します。
必須: はい
タイプ: DestinationSchema (p. 4416)
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseOutput
送信先として Kinesis Data Firehose 配信ストリームを識別します。
必須: いいえ
タイプ: KinesisFirehoseOutput (p. 4417)
Update requires: No interruption
KinesisStreamsOutput
送信先として Kinesis データストリームを識別します。
必須: いいえ
タイプ: KinesisStreamsOutput (p. 4418)
Update requires: No interruption
LambdaOutput
送信先として Amazon Lambda 関数を識別します。
必須: いいえ
タイプ: LambdaOutput (p. 4419)
Update requires: No interruption
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Name
アプリケーション内ストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [^-\s<>&]*
Update requires: Replacement

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「Output」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
リファレンスデータソースを既存の SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションに追加しま
す。
Kinesis Data Analytics は、リファレンスデータ (つまり、Amazon S3 オブジェクト) を読み取り、アプリ
ケーション内にアプリケーション内テーブルを作成します。リクエストでは、ソース (S3 バケット名とオ
ブジェクトのキー名)、作成するアプリケーション内テーブルの名前、および Amazon S3 オブジェクトの
データが結果のアプリケーション内テーブルの列にマッピングされる方法を説明する必要なマッピング情
報を入力します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource",
"Properties" : {
"ApplicationName" : String,
"ReferenceDataSource" : ReferenceDataSource (p. 4427)
}

YAML
Type: AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
Properties:
ApplicationName: String
ReferenceDataSource:
ReferenceDataSource (p. 4427)

プロパティ
ApplicationName
アプリケーションの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
ReferenceDataSource
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合は、ソース情報 (Amazon S3 バケット
名およびオブジェクトキー名)、作成されているアプリケーション内のテーブル名、Amazon S3 オブ
ジェクトのデータ要素をアプリケーション内のテーブルにマッピングするのに必要なスキーマを提供
することによりリファレンスデータソースを説明します。
必須: はい
タイプ: ReferenceDataSource (p. 4427)
Update requires: No interruption

例
ApplicationReferenceDataSource リソースの作成
JSON
{ "ApplicationReferenceDataSource": { "Type":
"AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource", "Properties": {
"ApplicationName": { "Ref": "BasicApplication" }, "ReferenceDataSource": {
"TableName": "exampleTable", "ReferenceSchema": { "RecordColumns":
[ { "Name":
"example", "SqlType": "VARCHAR(16)", "Mapping": "$.example" } ],
"RecordFormat": {
"RecordFormatType": "JSON", "MappingParameters": { "JSONMappingParameters":
{
"RecordRowPath": "$" } } } }, "S3ReferenceDataSource": { "BucketARN": {
"Fn::GetAtt": [ "S3Bucket", "Arn" ] }, "FileKey": "fakeKey" } } } } }

YAML
ApplicationReferenceDataSource: Type:
'AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource' Properties:
ApplicationName: !Ref BasicApplication ReferenceDataSource: TableName:
exampleTable
ReferenceSchema: RecordColumns: - Name: example SqlType: VARCHAR(16)
Mapping:
$.example RecordFormat: RecordFormatType: JSON MappingParameters:
JSONMappingParameters: RecordRowPath: $ S3ReferenceDataSource: BucketARN: !
GetAtt S3Bucket - Arn FileKey: fakeKey

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「AddApplicationReferenceDataSource」
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AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
CSVMappingParameters
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションでは、レコード形式で CSV などの区切り記号
が使用されている場合に、追加のマッピング情報を指定します。たとえば、次のサンプルレコードでは
CSV 形式を使用しています。レコードでは、行の区切り記号として「\n」、列の区切り文字としてカンマ
(「、」) が使用されています。
"name1", "address1"
"name2", "address2"

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordColumnDelimiter" : String,
"RecordRowDelimiter" : String

YAML
RecordColumnDelimiter: String
RecordRowDelimiter: String

プロパティ
RecordColumnDelimiter
列の区切り文字です。たとえば、CSV 形式では、カンマ (「,」) は典型的な列の区切り文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
RecordRowDelimiter
行の区切り記号。たとえば、CSV 形式では、「\n」は典型的な行の区切り記号です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「CSVMappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
JSONMappingParameters
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、JSON がストリーミングソースのレコー
ド形式であるときの追加のマッピング情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecordRowPath" : String

YAML
RecordRowPath: String

プロパティ
RecordRowPath
レコードが含まれている、最上位の親へのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 65535
パターン: ^(?=^\$)(?=^\S+$).*$
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「JSONMappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際に SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの入
力を設定する場合、レコード形式 (JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコード
フィールド) に固有の追加マッピング情報をストリーミングソースに提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"CSVMappingParameters" : CSVMappingParameters (p. 4423),
"JSONMappingParameters" : JSONMappingParameters (p. 4424)

YAML
CSVMappingParameters:
CSVMappingParameters (p. 4423)
JSONMappingParameters:
JSONMappingParameters (p. 4424)

プロパティ
CSVMappingParameters
レコード形式が区切り文字 (たとえば CSV) を使用する際に追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: CSVMappingParameters (p. 4423)
Update requires: No interruption
JSONMappingParameters
JSON がストリーミングソースのレコード形式である場合、追加のマッピング情報を提供します。
必須: いいえ
タイプ: JSONMappingParameters (p. 4424)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「MappingParameters」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource RecordColumn
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリーミングソース内の各データ要素
からアプリケーション内ストリーム内の対応する列へのマッピングを記述します。
リファレンスデータソースの形式を説明するためにも使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Mapping" : String,
"Name" : String,
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}

"SqlType" : String

YAML
Mapping: String
Name: String
SqlType: String

プロパティ
Mapping
ストリーミング入力またはリファレンスデータソース内のデータ要素への参照。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption
Name
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [^-\s<>&]*
Update requires: No interruption
SqlType
アプリケーション内の入力ストリームまたはリファレンステーブルで作成される列の型。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「RecordColumn」
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AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource RecordFormat
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリームのレコードをスキーマ化する
ために適用される、レコード形式および関連するマッピング情報を記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MappingParameters" : MappingParameters (p. 4424),
"RecordFormatType" : String

YAML
MappingParameters:
MappingParameters (p. 4424)
RecordFormatType: String

プロパティ
MappingParameters
アプリケーションを作成または更新する際にアプリケーション入力を設定する場合、レコード形式
(JSON、CSV、または何らかの区切り文字によって区切られたレコードフィールド) に固有の追加
マッピング情報をストリーミングソースに提供します。
必須: いいえ
タイプ: MappingParameters (p. 4424)
Update requires: No interruption
RecordFormatType
レコード形式の種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CSV | JSON
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「RecordFormat」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
ReferenceDataSource
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合は、ソース情報 (Amazon S3 バケット名お
よびオブジェクトキー名)、作成されているアプリケーション内のテーブル名、Amazon S3 オブジェクト
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のデータ要素をアプリケーション内のテーブルにマッピングするのに必要なスキーマを提供することによ
りリファレンスデータソースを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ReferenceSchema" : ReferenceSchema (p. 4429),
"S3ReferenceDataSource" : S3ReferenceDataSource (p. 4430),
"TableName" : String

YAML
ReferenceSchema:
ReferenceSchema (p. 4429)
S3ReferenceDataSource:
S3ReferenceDataSource (p. 4430)
TableName: String

プロパティ
ReferenceSchema
ストリーミングソース内のデータ形式、アプリケーション内ストリームで作成されている対応カラム
に対して各データ要素をマッピングする方法を記述します。
必須: はい
タイプ: ReferenceSchema (p. 4429)
Update requires: No interruption
S3ReferenceDataSource
リファレンスデータを含む S3 バケットおよびオブジェクトを識別します。Kinesis Data Analytics ア
プリケーションは 1 回のみ参照データをロードします。データが変更された場合は、アプリケーショ
ンへのデータの再ロードをトリガーする UpdateApplication オペレーションを呼び出します。
必須: いいえ
タイプ: S3ReferenceDataSource (p. 4430)
Update requires: No interruption
TableName
アプリケーション内に作成するテーブルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: Replacement
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以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「ReferenceDataSource」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource ReferenceSchema
SQL ベースの Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、ストリーミングソース内のデータ形式
と、アプリケーション内ストリームで作成された、対応する列に各データ要素がどのようにマッピングさ
れるかを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RecordColumns" : [ RecordColumn (p. 4425), ... ],
"RecordEncoding" : String,
"RecordFormat" : RecordFormat (p. 4427)

YAML
RecordColumns:
- RecordColumn (p. 4425)
RecordEncoding: String
RecordFormat:
RecordFormat (p. 4427)

プロパティ
RecordColumns
RecordColumn オブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: RecordColumn (p. 4425) のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption
RecordEncoding
ストリーミングソースのレコードのエンコードを指定します。たとえば、UTF-8 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 5
最大: 5
パターン: UTF-8
Update requires: No interruption
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RecordFormat
ストリーミングソースのレコードの形式を指定します。
必須: はい
タイプ: RecordFormat (p. 4427)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「SourceSchema」

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
S3ReferenceDataSource
SQL ベースの Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションの場合、リファレンスデータが含まれて
いる Amazon S3 のバケットおよびオブジェクトを示します。
Kinesis Data Analytics アプリケーションは 1 回のみ参照データをロードします。データが変更された場合
は、アプリケーションへのデータの再ロードをトリガーする UpdateApplication オペレーションを呼び出
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BucketARN" : String,
"FileKey" : String

YAML
BucketARN: String
FileKey: String

プロパティ
BucketARN
S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
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FileKey
リファレンスデータを含むオブジェクトキー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Analytics API リファレンスの「S3ReferenceDataSource」

Amazon Kinesis Data Firehose リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream (p. 4431)

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream リソースは、Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3)、Amazon Redshift、または Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) 送信先にリアルタイムのス
トリーミングデータを送信する、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data Firehose) 配信ストリーム
を作成します。詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイドの「Amazon Kinesis Data
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream",
"Properties" : {
"DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput" : DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput (p. 4448),
"DeliveryStreamName" : String,
"DeliveryStreamType" : String,
"ElasticsearchDestinationConfiguration" : ElasticsearchDestinationConfiguration (p. 4452),
"ExtendedS3DestinationConfiguration" : ExtendedS3DestinationConfiguration (p. 4457),
"HttpEndpointDestinationConfiguration" : HttpEndpointDestinationConfiguration (p. 4463),
"KinesisStreamSourceConfiguration" : KinesisStreamSourceConfiguration (p. 4467),
"RedshiftDestinationConfiguration" : RedshiftDestinationConfiguration (p. 4477),
"S3DestinationConfiguration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481),
"SplunkDestinationConfiguration" : SplunkDestinationConfiguration (p. 4487),
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Properties:
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput:
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput (p. 4448)
DeliveryStreamName: String
DeliveryStreamType: String
ElasticsearchDestinationConfiguration:
ElasticsearchDestinationConfiguration (p. 4452)
ExtendedS3DestinationConfiguration:
ExtendedS3DestinationConfiguration (p. 4457)
HttpEndpointDestinationConfiguration:
HttpEndpointDestinationConfiguration (p. 4463)
KinesisStreamSourceConfiguration:
KinesisStreamSourceConfiguration (p. 4467)
RedshiftDestinationConfiguration:
RedshiftDestinationConfiguration (p. 4477)
S3DestinationConfiguration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)
SplunkDestinationConfiguration:
SplunkDestinationConfiguration (p. 4487)
Tags:
- Tag

プロパティ
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput
サーバー側の暗号化 (SSE) に使用する CMK のタイプと Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput (p. 4448)
Update requires: No interruption
DeliveryStreamName
配信ストリームの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [a-zA-Z0-9_.-]+
Update requires: Replacement
DeliveryStreamType
配信ストリームのタイプ。これには、次のいずれかの値を指定できます。
• DirectPut: プロバイダのアプリケーションは、配信ストリームに直接アクセスします。
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• KinesisStreamAsSource: 配信ストリームは、ソースとして Kinesis データストリームを使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DirectPut | KinesisStreamAsSource
Update requires: Replacement
ElasticsearchDestinationConfiguration
送信ストリームの Amazon ES の送信先。
条件付き。送信先の設定は 1 つだけ指定する必要があります。
Amazon ES の送信先から Amazon S3 または Amazon Redshift の送信先に送信ストリームの送信先を
変更する場合、更新するには一時的な中断が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: ElasticsearchDestinationConfiguration (p. 4452)
Update requires: No interruption
ExtendedS3DestinationConfiguration
送信ストリームの Amazon S3 の送信先。
条件付き。送信先の設定は 1 つだけ指定する必要があります。
Amazon Extended S3 の送信先から Amazon ES の送信先に送信ストリームの送信先を変更する場
合、更新するには一時的な中断が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: ExtendedS3DestinationConfiguration (p. 4457)
Update requires: No interruption
HttpEndpointDestinationConfiguration
送信先の HTTP エンドポイントにデータを配信するように Kinesis Firehose を設定できます。指定で
きる送信先は 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: HttpEndpointDestinationConfiguration (p. 4463)
Update requires: No interruption
KinesisStreamSourceConfiguration
Kinesis ストリームを配信ストリームのソースとして使用する場合、ソースストリームの Kinesis
Stream ARN とロール ARN を含む KinesisStreamSourceConfiguration。
必須: いいえ
タイプ: KinesisStreamSourceConfiguration (p. 4467)
Update requires: Replacement
RedshiftDestinationConfiguration
配信ストリームの Amazon Redshift の送信先。
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条件付き。送信先の設定は 1 つだけ指定する必要があります。
Amazon Redshift の送信先から Amazon ES の送信先に送信ストリームの送信先を変更する場合、更
新するには一時的な中断が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: RedshiftDestinationConfiguration (p. 4477)
Update requires: No interruption
S3DestinationConfiguration
S3DestinationConfiguration プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis
Data Firehose) がデータを配信する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 送信先を指定しま
す。
条件付き。送信先の設定は 1 つだけ指定する必要があります。
Amazon S3 の送信先から Amazon ES の送信先に送信ストリームの送信先を変更する場合、更新する
には一時的な中断が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption
SplunkDestinationConfiguration
Splunk の配信ストリームの送信先の設定。
必須: いいえ
タイプ: SplunkDestinationConfiguration (p. 4487)
Update requires: No interruption
Tags
配信ストリームに割り当てるタグのセット。タグは、AWS リソースに定義して割り当てることができ
るキーと値のペアです。タグはメタデータです。例えば、配信ストリームの識別に役立つ、わかりや
すい名前や説明などの情報を追加できます。詳細については、AWS 請求とコスト管理ユーザーガイド
のコスト配分タグの使用を参照してください。
配信ストリームの作成時に最大 50 個のタグを指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref により mystackdeliverystream-1ABCD2EF3GHIJ のような送信ストリーム名が返されます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻り
値のリストが示されます。
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
配信ストリームの Amazon リソース名 (ARN) (arn:aws:firehose:useast-2:123456789012:deliverystream/delivery-stream-name など)。

例
Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成する
次の例では、データを Amazon ES の送信先に送信する Kinesis Data Firehose 送信ストリームを作成しま
す。Kinesis Data Firehose は、送信先に送信されたすべてのデータを Amazon S3 バケットにバックアッ
プします。

JSON
"ElasticSearchDeliveryStream": {
"Type": "AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream",
"Properties": {
"ElasticsearchDestinationConfiguration": {
"BufferingHints": {
"IntervalInSeconds": 60,
"SizeInMBs": 50
},
"CloudWatchLoggingOptions": {
"Enabled": true,
"LogGroupName": "deliverystream",
"LogStreamName": "elasticsearchDelivery"
},
"DomainARN": { "Ref" : "MyDomainARN" },
"IndexName": { "Ref" : "MyIndexName" },
"IndexRotationPeriod": "NoRotation",
"TypeName" : "fromFirehose",
"RetryOptions": {
"DurationInSeconds": "60"
},
"RoleARN": { "Fn::GetAtt" : ["ESdeliveryRole", "Arn"] },
"S3BackupMode": "AllDocuments",
"S3Configuration": {
"BucketARN": { "Ref" : "MyBackupBucketARN" },
"BufferingHints": {
"IntervalInSeconds": "60",
"SizeInMBs": "50"
},
"CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
"Prefix": "firehose/",
"RoleARN": { "Fn::GetAtt" : ["S3deliveryRole", "Arn"] },
"CloudWatchLoggingOptions" : {
"Enabled" : true,
"LogGroupName" : "deliverystream",
"LogStreamName" : "s3Backup"
}
}
}
}
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}

YAML
ElasticSearchDeliveryStream:
Type: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Properties:
ElasticsearchDestinationConfiguration:
BufferingHints:
IntervalInSeconds: 60
SizeInMBs: 50
CloudWatchLoggingOptions:
Enabled: true
LogGroupName: "deliverystream"
LogStreamName: "elasticsearchDelivery"
DomainARN:
Ref: "MyDomainARN"
IndexName:
Ref: "MyIndexName"
IndexRotationPeriod: "NoRotation"
TypeName: "fromFirehose"
RetryOptions:
DurationInSeconds: "60"
RoleARN:
Fn::GetAtt:
- "ESdeliveryRole"
- "Arn"
S3BackupMode: "AllDocuments"
S3Configuration:
BucketARN:
Ref: "MyBackupBucketARN"
BufferingHints:
IntervalInSeconds: "60"
SizeInMBs: "50"
CompressionFormat: "UNCOMPRESSED"
Prefix: "firehose/"
RoleARN:
Fn::GetAtt:
- "S3deliveryRole"
- "Arn"
CloudWatchLoggingOptions:
Enabled: true
LogGroupName: "deliverystream"
LogStreamName: "s3Backup"

レコード形式を変換
次の例では、レコード形式の変換を示します。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Stack for Firehose DeliveryStream S3 Destination.
Resources:
GlueDatabase:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput: {}
GlueTable:
Type: AWS::Glue::Table
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Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref GlueDatabase
TableInput:
Owner: owner
Retention: 0
StorageDescriptor:
Columns:
- Name: pickup_latitude
Type: double
- Name: pickup_longitude
Type: double
- Name: dropoff_latitude
Type: double
- Name: dropoff_longitude
Type: double
- Name: trip_id
Type: int
- Name: trip_distance
Type: double
- Name: passenger_count
Type: int
- Name: pickup_datetime
Type: timestamp
- Name: dropoff_datetime
Type: timestamp
- Name: total_amount
Type: double
InputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat
Compressed: false
NumberOfBuckets: -1
SerdeInfo:
SerializationLibrary:
org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe
Parameters:
serialization.format: '1'
BucketColumns: []
SortColumns: []
StoredAsSubDirectories: false
PartitionKeys:
- Name: year
Type: string
- Name: month
Type: string
- Name: day
Type: string
- Name: hour
Type: string
TableType: EXTERNAL_TABLE
deliverystream:
Type: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Properties:
DeliveryStreamType: DirectPut
ExtendedS3DestinationConfiguration:
RoleARN: !GetAtt deliveryRole.Arn
BucketARN: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
Prefix: !Join
- ''
- - !Ref GlueTable
- '/year=!{timestamp:YYYY}/month=!{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/hour=!
{timestamp:HH}/'
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ErrorOutputPrefix: !Join
- ''
- - !Ref GlueTable
- 'error/!{firehose:error-output-type}/year=!{timestamp:YYYY}/month=!
{timestamp:MM}/day=!{timestamp:dd}/hour=!{timestamp:HH}/'
BufferingHints:
SizeInMBs: 128
IntervalInSeconds: 300
CompressionFormat: UNCOMPRESSED
EncryptionConfiguration:
NoEncryptionConfig: NoEncryption
CloudWatchLoggingOptions:
Enabled: true
LogGroupName: !Join
- ''
- - 'KDF-'
- !Ref GlueTable
LogStreamName: S3Delivery
S3BackupMode: Disabled
DataFormatConversionConfiguration:
SchemaConfiguration:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
RoleARN: !GetAtt deliveryRole.Arn
DatabaseName: !Ref GlueDatabase
TableName: !Ref GlueTable
Region: !Ref AWS::Region
VersionId: LATEST
InputFormatConfiguration:
Deserializer:
OpenXJsonSerDe: {}
OutputFormatConfiguration:
Serializer:
ParquetSerDe: {}
Enabled: True
s3bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
deliveryRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: firehose.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Condition:
StringEquals:
'sts:ExternalId': !Ref 'AWS::AccountId'
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: firehose_delivery_policy
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 's3:AbortMultipartUpload'
- 's3:GetBucketLocation'
- 's3:GetObject'
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- 's3:ListBucket'
- 's3:ListBucketMultipartUploads'
- 's3:PutObject'
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
- '/*'
- Effect: Allow
Action: 'glue:GetTableVersions'
Resource: '*'
- Effect: Allow
Action: 'logs:PutLogEvents'
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:logs:'
- !Ref 'AWS::Region'
- ':'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- 'log-group:/aws/kinesisfirehose/KDF-'
- !Ref GlueTable
- ':log-stream:*'

Outputs:
deliverysreamARN:
Description: The ARN of the firehose delivery stream
Value: !GetAtt deliverystream.Arn

配信ストリームに Amazon S3 の送信先を指定します。
以下の例では、ExtendedS3DestinationConfiguration プロパティを使用して配信ストリームの
Amazon S3 ターゲットを指定しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "Stack for Firehose DeliveryStream S3 Destination.",
"Resources": {
"deliverystream": {
"DependsOn": ["deliveryPolicy"],
"Type": "AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream",
"Properties": {
"ExtendedS3DestinationConfiguration": {
"BucketARN": {"Fn::Join": ["", ["arn:aws:s3:::", {"Ref":"s3bucket"}]]},
"BufferingHints": {
"IntervalInSeconds": "60",
"SizeInMBs": "50"
},
"CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
"Prefix": "firehose/",
"RoleARN": {"Fn::GetAtt" : ["deliveryRole", "Arn"] },
"ProcessingConfiguration" : {
"Enabled": "true",
"Processors": [
{
"Parameters": [
{
"ParameterName": "LambdaArn",
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}

}

"ParameterValue": {"Fn::GetAtt" : ["myLambda", "Arn"] }
}],
"Type": "Lambda"
}]

}
},
"s3bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
}
}
},
"deliveryRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "firehose.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": {"Ref":"AWS::AccountId"}
}
}
}
]
}
}
},
"deliveryPolicy": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyName": "firehose_delivery_policy",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
{"Fn::Join": ["", ["arn:aws:s3:::", {"Ref":"s3bucket"}]]},
{"Fn::Join": ["", ["arn:aws:s3:::", {"Ref":"s3bucket"}, "*"]]}
]
}
]
},
"Roles": [{"Ref": "deliveryRole"}]
}
}
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}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Stack for Firehose DeliveryStream S3 Destination.
Resources:
deliverystream:
DependsOn:
- deliveryPolicy
Type: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Properties:
ExtendedS3DestinationConfiguration:
BucketARN: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
BufferingHints:
IntervalInSeconds: '60'
SizeInMBs: '50'
CompressionFormat: UNCOMPRESSED
Prefix: firehose/
RoleARN: !GetAtt deliveryRole.Arn
ProcessingConfiguration:
Enabled: 'true'
Processors:
- Parameters:
- ParameterName: LambdaArn
ParameterValue: !GetAtt myLambda.Arn
Type: Lambda
s3bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
deliveryRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: firehose.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Condition:
StringEquals:
'sts:ExternalId': !Ref 'AWS::AccountId'
deliveryPolicy:
Type: AWS::IAM::Policy
Properties:
PolicyName: firehose_delivery_policy
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 's3:AbortMultipartUpload'
- 's3:GetBucketLocation'
- 's3:GetObject'
- 's3:ListBucket'
- 's3:ListBucketMultipartUploads'
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- 's3:PutObject'
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref s3bucket
- '*'

Roles:
- !Ref deliveryRole

配信ストリームのソースとして Kinesis Stream を指定する
以下の例では、KinesisStreamSourceConfiguration プロパティを使用して、配信ストリームのソー
スとして Kinesis ストリームを指定します。

JSON
{

"Parameters": {
"deliveryRoleArn": {
"Type": "String"
},
"deliveryStreamName": {
"Type": "String"
},
"kinesisStreamARN": {
"Type": "String"
},
"kinesisStreamRoleArn": {
"Type": "String"
},
"s3bucketArn": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Deliverystream": {
"Type": "AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream",
"Properties": {
"DeliveryStreamName": {
"Ref": "deliveryStreamName"
},
"DeliveryStreamType": "KinesisStreamAsSource",
"KinesisStreamSourceConfiguration": {
"KinesisStreamARN": {
"Ref": "kinesisStreamARN"
},
"RoleARN": {
"Ref": "kinesisStreamRoleArn"
}
},
"ExtendedS3DestinationConfiguration": {
"BucketARN": {
"Ref": "s3bucketArn"
},
"BufferingHints": {
"IntervalInSeconds": 60,
"SizeInMBs": 50
},
"CompressionFormat": "UNCOMPRESSED",
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}

}

}

}

}

"Prefix": "firehose/",
"RoleARN": {
"Ref": "deliveryRoleArn"
}

YAML
Parameters:
deliveryRoleArn:
Type: String
deliveryStreamName:
Type: String
kinesisStreamARN :
Type : String
kinesisStreamRoleArn:
Type : String
s3bucketArn:
Type: String
Resources :
Deliverystream:
Type: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Properties:
DeliveryStreamName: !Ref deliveryStreamName
DeliveryStreamType: KinesisStreamAsSource
KinesisStreamSourceConfiguration:
KinesisStreamARN: !Ref kinesisStreamARN
RoleARN: !Ref kinesisStreamRoleArn
ExtendedS3DestinationConfiguration:
BucketARN: !Ref s3bucketArn
BufferingHints:
IntervalInSeconds: 60
SizeInMBs: 50
CompressionFormat: UNCOMPRESSED
Prefix: firehose/
RoleARN: !Ref deliveryRoleArn

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの「CreateDeliveryStream」

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream BufferingHints
BufferingHints プロパティタイプは、受信データを送信先に配信する前に Amazon Kinesis Data
Firehose (Kinesis Data Firehose) が受信データをバッファする方法を指定します。最初に満たされたバッ
ファ条件によって、Kinesis Data Firehose によるデータの配信がトリガーされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"IntervalInSeconds" : Integer,
"SizeInMBs" : Integer
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YAML
IntervalInSeconds: Integer
SizeInMBs: Integer

プロパティ
IntervalInSeconds
Kinesis Data Firehose が送信先にデータを送信する前に受信データをバッファする時間 (秒)。有効
な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの「BufferingHints」データ型の
IntervalInSeconds コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 60
最大: 900
Update requires: No interruption
SizeInMBs
Kinesis Data Firehose が受信データを送信先に送信する前に受信データに対して使用するバッ
ファサイズ (MB)。有効な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「BufferingHints」データ型の SizeInMBs コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream CloudWatchLoggingOptions
CloudWatchLoggingOptions プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data
Firehose) が配信ストリームに使用する Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) ログ記録オプショ
ンを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Enabled" : Boolean,
"LogGroupName" : String,
"LogStreamName" : String
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YAML
Enabled: Boolean
LogGroupName: String
LogStreamName: String

プロパティ
Enabled
CloudWatch Logs ログ記録が有効かどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LogGroupName
Kinesis Data Firehose が使用するログストリームを含む CloudWatch Logs ロググループの名前。
条件付き。ログ記録を有効にした場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 512
パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]*
Update requires: No interruption
LogStreamName
Kinesis Data Firehose がデータ配信に関するログを送信するために使用する CloudWatch Logs ログス
トリームの名前。
条件付き。ログ記録を有効にした場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 512
パターン: [^:*]*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream CopyCommand
CopyCommand プロパティタイプは、データを Amazon S3 バケットから Amazon Redshift クラスターに
ロードするために Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data Firehose) が使用する Amazon Redshift の
COPY コマンドを設定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CopyOptions" : String,
"DataTableColumns" : String,
"DataTableName" : String

YAML
CopyOptions: String
DataTableColumns: String
DataTableName: String

プロパティ
CopyOptions
Amazon Redshift COPY コマンドで使用するパラメータ。例については、Amazon Kinesis Data
Firehose API リファレンスの「CopyCommand」データ型の CopyOptions コンテンツを参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 204800
パターン: .*
Update requires: No interruption
DataTableColumns
列名のカンマ区切りリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 204800
パターン: .*
Update requires: No interruption
DataTableName
ターゲットテーブルの名前。テーブルはすでにデータベースに存在する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream DataFormatConversionConfiguration
データを Amazon S3 に書き込む前に Kinesis Data Firehose が JSON 形式から Parquet 形式または ORC
形式に変換することを指定します。Kinesis Data Firehose では、AWS Glue テーブルからの列の上方に加
え、入力データを JSON から逆シリアル化してそれを Parquet 形式または ORC 形式にシリアル化する
ために指定したシリアライザーおよびデシリアライザーを使用します。詳細については、「Kinesis Data
Firehose での入力レコード形式の変換」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Enabled" : Boolean,
"InputFormatConfiguration" : InputFormatConfiguration (p. 4466),
"OutputFormatConfiguration" : OutputFormatConfiguration (p. 4472),
"SchemaConfiguration" : SchemaConfiguration (p. 4484)

YAML
Enabled: Boolean
InputFormatConfiguration:
InputFormatConfiguration (p. 4466)
OutputFormatConfiguration:
OutputFormatConfiguration (p. 4472)
SchemaConfiguration:
SchemaConfiguration (p. 4484)

プロパティ
Enabled
デフォルトは true です。設定詳細を保持する際に形式の変換を無効にする場合は、false に設定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InputFormatConfiguration
データの形式を JSON から変換するために Kinesis Data Firehose が使用するデシリアライザーを指定
します。このパラメータは、Enabled を true に設定した場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: InputFormatConfiguration (p. 4466)
Update requires: No interruption
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OutputFormatConfiguration
データの形式を Parquet 形式または ORC 形式に変換するために Kinesis Data Firehose が使用するシ
リアライザーを指定します。このパラメータは、Enabled を true に設定した場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: OutputFormatConfiguration (p. 4472)
Update requires: No interruption
SchemaConfiguration
列の情報を含む AWS Glue データカタログのテーブルを指定します。このパラメータは、Enabled
を true に設定した場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: SchemaConfiguration (p. 4484)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput
サーバー側の暗号化 (SSE) に使用する CMK のタイプと Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyARN" : String,
"KeyType" : String

YAML
KeyARN: String
KeyType: String

プロパティ
KeyARN
KeyType を CUSTOMER_MANAGED_CMK に設定する場合は、CMK の Amazon リソースネーム (ARN)
を指定する必要があります。KeyType を AWS_OWNED_CMK に設定すると、Kinesis Data Firehose は
サービスアカウント CMK を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
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Update requires: No interruption
KeyType
暗号化に使用するカスタマーマスターキー (CMK) の種類を示します。デフォルトの設定
は、AWS_OWNED_CMK です。CMK の詳細については、「カスタマーマスターキー」を参照してくださ
い。
CMK のタイプとして CUSTOMER_MANAGED_CMK を使用し、最大 500 個の配信ストリームを暗号
化できます。

Important
配信ストリームを暗号化するには、対称 CMK を使用します。Kinesis Data Firehose は非対
称 CMK をサポートしていません。対称 CMK と非対称 CMK の詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの対称 CMK と非対称 CMK についてを参照してく
ださい。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AWS_OWNED_CMK | CUSTOMER_MANAGED_CMK
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Deserializer
入力データを JSON から変換するために Kinesis Data Firehose が使用するデシリアライザー。その
後、Kinesis Data Firehose で Serializer を使用して、データをその最終的な形式にシリアル化しま
す。Kinesis Data Firehose では、Apache Hive JSON SerDe と OpenX JSON SerDe の 2 種類のデシリア
ライザーをサポートしています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HiveJsonSerDe" : HiveJsonSerDe (p. 4460),
"OpenXJsonSerDe" : OpenXJsonSerDe (p. 4469)

YAML
HiveJsonSerDe:
HiveJsonSerDe (p. 4460)
OpenXJsonSerDe:
OpenXJsonSerDe (p. 4469)

プロパティ
HiveJsonSerDe
ネイティブ Hive/HCatalog JsonSerDe。データをデシリアライズするために Kinesis Data Firehose で
使用されます。つまり、Parquet または ORC 形式へのシリアル化に備えて、データを JSON 形式か
ら変換します。これは、どちらが必要な機能を提供しているかに応じて選択できる 2 つのデシリアラ
イザーのうちの 1 つです。もう 1 つのオプションは OpenX SerDe です。
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必須: いいえ
タイプ: HiveJsonSerDe (p. 4460)
Update requires: No interruption
OpenXJsonSerDe
OpenX SerDe。データをデシリアライズするために Kinesis Data Firehose で使用されます。つま
り、Parquet または ORC 形式へのシリアル化に備えて、データを JSON 形式から変換します。これ
は、どちらが必要な機能を提供しているかに応じて選択できる 2 つのデシリアライザーのうちの 1 つ
です。もう 1 つのオプションは、ネイティブ Hive/HCatalog JsonSerDe です。
必須: いいえ
タイプ: OpenXJsonSerDe (p. 4469)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream DynamicPartitioningConfiguration
DynamicPartitioningConfiguration プロパティタイプは、パーティションキーに基づいてパーティ
ション分割することにより、ストリーミングデータからターゲットデータセットを作成する動的パーティ
ショニングメカニズムの設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"RetryOptions" : RetryOptions (p. 4481)

YAML
Enabled: Boolean
RetryOptions:
RetryOptions (p. 4481)

プロパティ
Enabled
この Kinesis Data Firehose 配信ストリームで動的パーティショニングを有効にするかどうかを指定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RetryOptions
Kinesis Data Firehose が Amazon S3 プレフィックスにデータを配信できない場合の再試行動作を指
定します。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4450

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Firehose

タイプ: RetryOptions (p. 4481)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ElasticsearchBufferingHints
ElasticsearchBufferingHints プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data
Firehose) で受信データをバッファしながら受信データを送信先に配信する方法を指定します。最初に満た
されたバッファ条件によって、Kinesis Data Firehose によるデータの配信がトリガーされます。
ElasticsearchBufferingHints は、Amazon Kinesis Data Firehose DeliveryStream
ElasticsearchDestinationConfiguration プロパティタイプの BufferingHints プロパティのプロパティタ
イプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IntervalInSeconds" : Integer,
"SizeInMBs" : Integer

YAML
IntervalInSeconds: Integer
SizeInMBs: Integer

プロパティ
IntervalInSeconds
Kinesis Data Firehose が送信先にデータを送信する前に受信データをバッファする時間 (秒)。有効
な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの「BufferingHints」データ型の
IntervalInSeconds コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 60
最大: 900
Update requires: No interruption
SizeInMBs
Kinesis Data Firehose が受信データを送信先に送信する前に受信データに対して使用するバッ
ファサイズ (MB)。有効な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「BufferingHints」データ型の SizeInMBs コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
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最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ElasticsearchDestinationConfiguration
ElasticsearchDestinationConfiguration プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose
(Kinesis Data Firehose) がデータを配信する Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) ドメインを指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BufferingHints" : ElasticsearchBufferingHints (p. 4451),
"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"ClusterEndpoint" : String,
"DomainARN" : String,
"IndexName" : String,
"IndexRotationPeriod" : String,
"ProcessingConfiguration" : ProcessingConfiguration (p. 4475),
"RetryOptions" : ElasticsearchRetryOptions (p. 4455),
"RoleARN" : String,
"S3BackupMode" : String,
"S3Configuration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481),
"TypeName" : String,
"VpcConfiguration" : VpcConfiguration (p. 4490)

YAML
BufferingHints:
ElasticsearchBufferingHints (p. 4451)
CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
ClusterEndpoint: String
DomainARN: String
IndexName: String
IndexRotationPeriod: String
ProcessingConfiguration:
ProcessingConfiguration (p. 4475)
RetryOptions:
ElasticsearchRetryOptions (p. 4455)
RoleARN: String
S3BackupMode: String
S3Configuration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)
TypeName: String
VpcConfiguration:
VpcConfiguration (p. 4490)

プロパティ
BufferingHints
Kinesis Data Firehose で受信データをバッファしながら Amazon ES ドメインに配信する方法を設定
します。
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必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchBufferingHints (p. 4451)
Update requires: No interruption
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの Amazon CloudWatch Logs ログ記録オプション。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
Update requires: No interruption
ClusterEndpoint
クラスターと通信するときに使用するエンドポイント。このフィールド ClusterEndpoint または
DomainARN フィールドのどちらかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainARN
Amazon ES ドメインの ARN。IAM ロールは、RoleARN で指定されたロールを引き受けた
後、DescribeElasticsearchDomain、DescribeElasticsearchDomains、および
DescribeElasticsearchDomainConfig に対するアクセス許可を持っている必要があります。
ClusterEndpoint と DomainARN のいずれかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
IndexName
インデックス作成用に Kinesis Data Firehose がデータを追加する Elasticsearch インデックスの名
前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 80
パターン: .*
Update requires: No interruption
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IndexRotationPeriod
Elasticsearch インデックスのローテーション頻度。インデックスローテーションを有効にする
と、Kinesis Data Firehose によって、UTC の到着タイプスタンプが指定されたインデックス名に追加
され、追加されたタイムスタンプもローテーションされます。詳細については、Amazon Kinesis Data
Firehose デベロッパーガイドの「Amazon ES 送信先のインデックスのローテーション」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NoRotation | OneDay | OneHour | OneMonth | OneWeek
Update requires: No interruption
ProcessingConfiguration
Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータ処理設定。
必須: いいえ
タイプ: ProcessingConfiguration (p. 4475)
Update requires: No interruption
RetryOptions
Kinesis Data Firehose が Amazon ES にデータを配信できない場合の再試行動作。
必須: いいえ
タイプ: ElasticsearchRetryOptions (p. 4455)
Update requires: No interruption
RoleARN
Amazon ES 設定 API の呼び出しおよびドキュメントのインデックス作成のために Kinesis Data
Firehose によって想定される IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、
「Amazon Kinesis Data Firehose によるアクセスの制御」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
S3BackupMode
Kinesis Data Firehose がデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に送信す
る条件。Amazon S3 にすべてのドキュメント (すべてのデータ) を送信することも、Kinesis
Data Firehose が Amazon ES 送信先に送信できなかったドキュメントのみを送信することも
できます。詳細と有効な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「ElasticsearchDestinationConfiguration」データ型の S3BackupMode コンテンツを参照してくださ
い。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AllDocuments | FailedDocumentsOnly
Update requires: No interruption
S3Configuration
Kinesis Data Firehose が受信データをバックアップする S3 バケット。
必須: はい
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption
TypeName
データのインデックスを作成するときに Amazon ES によってドキュメントに追加される
Elasticsearch タイプ名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 100
パターン: .*
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Amazon ES 送信先の VPC の詳細。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfiguration (p. 4490)
Update requires: Replacement

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ElasticsearchRetryOptions
ElasticsearchRetryOptions プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data
Firehose) がデータを Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) に配信できない場合の再試行動作を設
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInSeconds" : Integer
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YAML
DurationInSeconds: Integer

プロパティ
DurationInSeconds
Amazon ES への配信が最初に失敗した後、Kinesis Data Firehose が配信を再試行するまでの合計時
間 (最初の試行を含む)。指定された回数内で Kinesis Data Firehose がデータを送信できない場合は、
データはバックアップ S3 バケットに書き込まれます。有効な値については、Amazon Kinesis Data
Firehose API リファレンスの「ElasticsearchRetryOptions」データ型の DurationInSeconds コンテ
ンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 7200
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream EncryptionConfiguration
EncryptionConfiguration プロパティタイプは、データを Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) に送信する際に Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data Firehose) が使用する暗号化設定を指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KMSEncryptionConfig" : KMSEncryptionConfig (p. 4468),
"NoEncryptionConfig" : String

YAML
KMSEncryptionConfig:
KMSEncryptionConfig (p. 4468)
NoEncryptionConfig: String

プロパティ
KMSEncryptionConfig
Amazon S3 がデータの暗号化に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キー。
必須: いいえ
タイプ: KMSEncryptionConfig (p. 4468)
Update requires: No interruption
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NoEncryptionConfig
暗号化を無効にします。有効な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「EncryptionConfiguration」データ型の NoEncryptionConfig コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NoEncryption
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ExtendedS3DestinationConfiguration
ExtendedS3DestinationConfiguration プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose 配信
ストリームの Amazon S3 送信先を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketARN" : String,
"BufferingHints" : BufferingHints (p. 4443),
"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"CompressionFormat" : String,
"DataFormatConversionConfiguration" : DataFormatConversionConfiguration (p. 4447),
"DynamicPartitioningConfiguration" : DynamicPartitioningConfiguration (p. 4450),
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 4456),
"ErrorOutputPrefix" : String,
"Prefix" : String,
"ProcessingConfiguration" : ProcessingConfiguration (p. 4475),
"RoleARN" : String,
"S3BackupConfiguration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481),
"S3BackupMode" : String

YAML
BucketARN: String
BufferingHints:
BufferingHints (p. 4443)
CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
CompressionFormat: String
DataFormatConversionConfiguration:
DataFormatConversionConfiguration (p. 4447)
DynamicPartitioningConfiguration:
DynamicPartitioningConfiguration (p. 4450)
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 4456)
ErrorOutputPrefix: String
Prefix: String
ProcessingConfiguration:
ProcessingConfiguration (p. 4475)
RoleARN: String
S3BackupConfiguration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)
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S3BackupMode: String

プロパティ
BucketARN
Amazon S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。制約については、Amazon Kinesis Data
Firehose API リファレンスの「ExtendedS3DestinationConfiguration」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
BufferingHints
バッファオプション。
必須: いいえ
タイプ: BufferingHints (p. 4443)
Update requires: No interruption
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの Amazon CloudWatch ログ記録オプション。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
Update requires: No interruption
CompressionFormat
圧縮形式。値が指定されていない場合、デフォルト値は UNCOMPRESSED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GZIP | HADOOP_SNAPPY | Snappy | UNCOMPRESSED | ZIP
Update requires: No interruption
DataFormatConversionConfiguration
データを Amazon S3 に書き込む前に JSON 形式から Parquet 形式または ORC 形式に変換するため
のシリアライザー、デシリアライザー、およびスキーマ。
必須: いいえ
タイプ: DataFormatConversionConfiguration (p. 4447)
Update requires: No interruption
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DynamicPartitioningConfiguration
パーティションキーに基づいてパーティション分割することにより、ストリーミングデータからター
ゲットデータセットを作成する動的パーティショニングメカニズムの設定。
必須: いいえ
タイプ: DynamicPartitioningConfiguration (p. 4450)
Update requires: No interruption
EncryptionConfiguration
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの暗号化設定。デフォルト値は NoEncryption です。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 4456)
Update requires: No interruption
ErrorOutputPrefix
Kinesis Data Firehose が評価して失敗したレコードに (S3 への書き込み前に) 追加するプレフィック
ス。このプレフィックスは、バケット名の直後に表示されます。このプレフィックスを指定する方法
については、「Amazon S3 オブジェクトのカスタムプレフィックス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption
Prefix
YYYY/MM/DD/HH 時間形式プレフィックスは、配信される Amazon S3 ファイルに自動的
に使用されます。詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「ExtendedS3DestinationConfiguration」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption
ProcessingConfiguration
Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータ処理設定。
必須: いいえ
タイプ: ProcessingConfiguration (p. 4475)
Update requires: No interruption
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RoleARN
AWS 認証情報の Amazon リソースネーム (ARN)。制約については、Amazon Kinesis Data Firehose
API リファレンスの「ExtendedS3DestinationConfiguration」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
S3BackupConfiguration
Amazon S3 のバックアップ設定。
必須: いいえ
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption
S3BackupMode
Amazon S3 のバックアップモード。配信ストリームを作成した後、Amazon S3 バックアップが無効
になっている場合は、配信ストリームを更新して有効にすることができます。バックアップが有効に
なっている場合、配信ストリームを更新して無効化することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream HiveJsonSerDe
ネイティブ Hive/HCatalog JsonSerDe。データをデシリアライズするために Kinesis Data Firehose で使用
されます。つまり、Parquet または ORC 形式へのシリアル化に備えて、データを JSON 形式から変換し
ます。これは、どちらが必要な機能を提供しているかに応じて選択できる 2 つのデシリアライザーのうち
の 1 つです。もう 1 つのオプションは OpenX SerDe です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TimestampFormats" : [ String, ... ]

YAML
TimestampFormats:
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- String

プロパティ
TimestampFormats
Kinesis Data Firehose が JSON 入力データに存在する可能性がある日付とタイムスタンプを解析する
方法を示します。これらの形式の文字列を指定するには、JodaTime の DateTimeFormat 形式の文字
列のパターン構文に従います。詳細については、「Class DateTimeFormat」を参照してください。特
殊な値 millis を使用して、エポックミリ秒でタイムスタンプを解析することもできます。形式を指
定していない場合は、Kinesis Data Firehose はデフォルトで java.sql.Timestamp::valueOf を
使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream HttpEndpointCommonAttribute
指定した送信先の HTTP エンドポイントに配信されるメタデータを示します。Kinesis Firehose は、カス
タム HTTP エンドポイント、または Datadog、MongoDB、New Relic など、サポートされているサード
パーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントをサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeName" : String,
"AttributeValue" : String

YAML
AttributeName: String
AttributeValue: String

プロパティ
AttributeName
HTTP エンドポイントの共通属性の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^(?!\s*$).+
Update requires: No interruption
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AttributeValue
HTTP エンドポイントの共通属性の値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream HttpEndpointConfiguration
Kinesis Firehose からデータを配信する先の HTTP エンドポイントの設定を示します。Kinesis Firehose
は、カスタム HTTP エンドポイント、または Datadog、MongoDB、New Relic など、サポートされている
サードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントをサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessKey" : String,
"Name" : String,
"Url" : String

YAML
AccessKey: String
Name: String
Url: String

プロパティ
AccessKey
送信先として選択した HTTP エンドポイントで Kinesis Firehose を認証するために必要なアクセス
キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 4096
パターン: .*
Update requires: No interruption
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Name
送信先として選択した HTTP エンドポイントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^(?!\s*$).+
Update requires: No interruption
Url
送信先として選択した HTTP エンドポイントの URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
パターン: https://.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream HttpEndpointDestinationConfiguration
送信先の HTTP エンドポイントの設定を示します。Kinesis Firehose は、カスタム HTTP エンドポイン
ト、または Datadog、MongoDB、New Relic など、サポートされているサードパーティーサービスプロバ
イダーが所有する HTTP エンドポイントをサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BufferingHints" : BufferingHints (p. 4443),
"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"EndpointConfiguration" : HttpEndpointConfiguration (p. 4462),
"ProcessingConfiguration" : ProcessingConfiguration (p. 4475),
"RequestConfiguration" : HttpEndpointRequestConfiguration (p. 4465),
"RetryOptions" : RetryOptions (p. 4481),
"RoleARN" : String,
"S3BackupMode" : String,
"S3Configuration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481)

YAML
BufferingHints:
BufferingHints (p. 4443)
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CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
EndpointConfiguration:
HttpEndpointConfiguration (p. 4462)
ProcessingConfiguration:
ProcessingConfiguration (p. 4475)
RequestConfiguration:
HttpEndpointRequestConfiguration (p. 4465)
RetryOptions:
RetryOptions (p. 4481)
RoleARN: String
S3BackupMode: String
S3Configuration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)

プロパティ
BufferingHints
指定した送信先にデータを配信する前に使用できるバッファリングオプション。Kinesis Data
Firehose は、これらのオプションをヒントとして扱い、より最適な値を選択して使用できま
す。SizeInMBs および IntervalInSeconds パラメータはオプションです。ただし、一方のパラメータに
値を指定する場合は、他方にも値を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: BufferingHints (p. 4443)
Update requires: No interruption
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの Amazon CloudWatch ログ記録オプションを説明します。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
Update requires: No interruption
EndpointConfiguration
送信先として選択した HTTP エンドポイントの設定。
必須: はい
タイプ: HttpEndpointConfiguration (p. 4462)
Update requires: No interruption
ProcessingConfiguration
データ処理設定を示します。
必須: いいえ
タイプ: ProcessingConfiguration (p. 4475)
Update requires: No interruption
RequestConfiguration
送信先として指定した HTTP エンドポイントに送信されるリクエストの設定。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4464

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Firehose

タイプ: HttpEndpointRequestConfiguration (p. 4465)
Update requires: No interruption
RetryOptions
Kinesis Data Firehose から指定した送信先 HTTP エンドポイントにデータを配信できないか、指定し
た送信先 HTTP エンドポイントから有効な受信確認が届かない場合の再試行動作を指定します。
必須: いいえ
タイプ: RetryOptions (p. 4481)
Update requires: No interruption
RoleARN
Kinesis Data Firehose は、配信ストリームに必要なすべてのアクセス許可に対して、この IAM ロール
を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
S3BackupMode
Kinesis Data Firehose から送信先の HTTP エンドポイントに配信するデータの S3 バケットバック
アップオプションを示します。すべてのドキュメント (AllData) をバックアップしたり、指定した
送信先の HTTP エンドポイントに Kinesis Data Firehose から配信できなかったドキュメントのみ
(FailedDataOnly) をバックアップしたりできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AllData | FailedDataOnly
Update requires: No interruption
S3Configuration
Amazon S3 で送信先の設定について説明します。
必須: はい
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream HttpEndpointRequestConfiguration
HTTP エンドポイントリクエストの設定。Kinesis Firehose は、カスタム HTTP エンドポイント、または
Datadog、MongoDB、New Relic など、サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所
有する HTTP エンドポイントをサポートします。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CommonAttributes" : [ HttpEndpointCommonAttribute (p. 4461), ... ],
"ContentEncoding" : String

YAML
CommonAttributes:
- HttpEndpointCommonAttribute (p. 4461)
ContentEncoding: String

プロパティ
CommonAttributes
送信先の HTTP エンドポイントに送信するメタデータを示します。
必須: いいえ
タイプ: HttpEndpointCommonAttribute (p. 4461) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ContentEncoding
Kinesis Data Firehose は、リクエストを送信先に送信する前に、コンテンツのエンコードを使用し
てリクエストの本文を圧縮します。詳細については、Mozilla の公式ドキュメントである MDN Web
Docs で「コンテンツのエンコード」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GZIP | NONE
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream InputFormatConfiguration
入力データの形式の変換に使用するデシリアライザーを指定します。このパラメータは、Enabled を true
に設定した場合は必須です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Deserializer" : Deserializer (p. 4449)
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}

YAML
Deserializer:
Deserializer (p. 4449)

プロパティ
Deserializer
使用するデシリアライザーを指定します。Apache Hive JSON SerDe または OpenX JSON SerDe を
選択できます。両方とも null 以外の場合、サーバーによってリクエストが却下されます。
必須: いいえ
タイプ: Deserializer (p. 4449)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream KinesisStreamSourceConfiguration
KinesisStreamSourceConfiguration プロパティタイプは、配信ストリームのソースとして使用され
る Kinesis ストリームのストリームとロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KinesisStreamARN" : String,
"RoleARN" : String

YAML
KinesisStreamARN: String
RoleARN: String

プロパティ
KinesisStreamARN
ソース Kinesis データストリームの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
API バージョン 2010-05-15
4467

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Firehose

Update requires: Replacement
RoleARN
ソース Kinesis データストリームへのアクセスを提供するロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: Replacement

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream KMSEncryptionConfig
KMSEncryptionConfig プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data Firehose) ス
トリームで配信されるデータを暗号化するために Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が使用す
る AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AWSKMSKeyARN" : String

YAML
AWSKMSKeyARN: String

プロパティ
AWSKMSKeyARN
Kinesis Data Firehose ストリームで配信されるデータを暗号化するために Amazon S3 が使用する
AWS KMS 暗号化キーの Amazon リソースネーム (ARN)。キーは、出力先の S3 バケットと同じリー
ジョンに属している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream OpenXJsonSerDe
OpenX SerDe。データをデシリアライズするために Kinesis Data Firehose で使用されます。つま
り、Parquet または ORC 形式へのシリアル化に備えて、データを JSON 形式から変換します。これは、
どちらが必要な機能を提供しているかに応じて選択できる 2 つのデシリアライザーのうちの 1 つです。も
う 1 つのオプションは、ネイティブ Hive/HCatalog JsonSerDe です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CaseInsensitive" : Boolean,
"ColumnToJsonKeyMappings" : {Key : Value, ...},
"ConvertDotsInJsonKeysToUnderscores" : Boolean

YAML
CaseInsensitive: Boolean
ColumnToJsonKeyMappings:
Key : Value
ConvertDotsInJsonKeysToUnderscores: Boolean

プロパティ
CaseInsensitive
true に設定すると (これがデフォルトです)、Kinesis Data Firehose により、逆シリアル化する前に
JSON キーが小文字に変換されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ColumnToJsonKeyMappings
列名を、列名と同一ではない JSON キーにマップします。これは、JSON データに Hive キー
ワードのキーが含まれている場合に便利です。たとえば、 timestamp は Hive キーワードで
す。timestamp という名前の JSON キーがある場合、このキーを ts という名前の列にマップするに
は、このパラメータを {"ts": "timestamp"} に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ConvertDotsInJsonKeysToUnderscores
true に設定すると、キー名に含まれているドットをアンダースコアに置き換えることを指定できま
す。これは、Apache Hive で列名のドットが許可されなくなるため、便利です。たとえば、JSON に
名前が「a.b」のキーが含まれている場合、このオプションを使用すると、「a_b」である列名を定義
することができます。
デフォルト: false。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream OrcSerDe
データを Amazon S3 に保存する前にデータを ORC 形式に変換するために使用するシリアライザー。詳細
については、「Apache ORC」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockSizeBytes" : Integer,
"BloomFilterColumns" : [ String, ... ],
"BloomFilterFalsePositiveProbability" : Double,
"Compression" : String,
"DictionaryKeyThreshold" : Double,
"EnablePadding" : Boolean,
"FormatVersion" : String,
"PaddingTolerance" : Double,
"RowIndexStride" : Integer,
"StripeSizeBytes" : Integer

YAML
BlockSizeBytes: Integer
BloomFilterColumns:
- String
BloomFilterFalsePositiveProbability: Double
Compression: String
DictionaryKeyThreshold: Double
EnablePadding: Boolean
FormatVersion: String
PaddingTolerance: Double
RowIndexStride: Integer
StripeSizeBytes: Integer

プロパティ
BlockSizeBytes
Hadoop Distributed File System (HDFS) ブロックサイズ。これは、クエリを実行する前にデータを
Amazon S3 から HDFS にコピーする場合に便利です。デフォルトは 256 MiB で、最小は 64 MiB で
す。Kinesis Data Firehose では、パディング計算にこの値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 67108864
Update requires: No interruption
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BloomFilterColumns
Kinesis Data Firehose ブルームフィルターが作成される列名。デフォルト: null。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
BloomFilterFalsePositiveProbability
Bloom フィルターの誤検出の可能性 (FPP)。FPP が小さいほど、ブルームフィルターは大きくなりま
す。デフォルト値は 0.05 で、最小は 0、最大は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Compression
データブロックで使用する圧縮コード。デフォルト: SNAPPY。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NONE | SNAPPY | ZLIB
Update requires: No interruption
DictionaryKeyThreshold
非 Null 行の合計数の割合を表します。ディクショナリエンコードをオフにするには、この割合をディ
レクトリ内の distinct キーの数より少ない数値に設定します。ディクショナリエンコードを常に使用
するには、このしきい値を 1 に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
EnablePadding
ストライプを HDFS ブロック境界に埋め込むことを指定するには、これを true に設定します。これ
は、クエリを実行する前にデータを Amazon S3 から HDFS にコピーする場合に便利です。デフォル
ト: false。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
FormatVersion
書き込むファイルのバージョン。指定できる値は V0_11 および V0_12 です。デフォルト: V0_12。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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許可された値: V0_11 | V0_12
Update requires: No interruption
PaddingTolerance
ストライプサイズの小数としてブロックのパディングの許容値を定義する 0 と 1 の間の数値。デフォ
ルト値は 0.05 です。つまり、ストライプサイズの 5% です。
64 MiB の ORC ストライプおよび 256 MiB の HDFS ブロックのデフォルト値については、デフォル
トの 5% のブロックパディング許容値により、256 MiB のブロック内のパディングに最大 3.2 MiB が
予約されます。このような場合は、ブロック内の利用可能なサイズは 3.2 MiB 以上で、新しい、より
小さいストライプは、そのスペース内に収まるように挿入されます。これにより、ストライプがブ
ロック境界を超え、ノード-ローカルタスク内のリモート読み取りが発生することがなくなります。
EnablePadding が false である場合、Kinesis Data Firehoseでは、このパラメータは無視され ま
す。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
RowIndexStride
インデックスエントリ間の行数。デフォルト値は 10,000 で、最小は 1,000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1000
Update requires: No interruption
StripeSizeBytes
各ストライプのバイト数。デフォルト値は 64 MiB、最小は 8 MiB です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 8388608
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream OutputFormatConfiguration
データを Amazon S3 に書き込む前にデータの形式を変換するために Kinesis Data Firehose が使用するシ
リアライザーを指定します。このパラメータは、Enabled を true に設定した場合は必須です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Serializer" : Serializer (p. 4486)
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YAML
Serializer:
Serializer (p. 4486)

プロパティ
Serializer
使用するシリアライザーを指定します。ORC SerDe または Parquet SerDe を選択できます。両方と
も null 以外の場合、サーバーによってリクエストが却下されます。
必須: いいえ
タイプ: Serializer (p. 4486)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ParquetSerDe
データを Amazon S3 に保存する前にデータを Parquet 形式に変換するために使用するシリアライザー。
詳細については、「Apache Parquet」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockSizeBytes" : Integer,
"Compression" : String,
"EnableDictionaryCompression" : Boolean,
"MaxPaddingBytes" : Integer,
"PageSizeBytes" : Integer,
"WriterVersion" : String

YAML
BlockSizeBytes: Integer
Compression: String
EnableDictionaryCompression: Boolean
MaxPaddingBytes: Integer
PageSizeBytes: Integer
WriterVersion: String

プロパティ
BlockSizeBytes
Hadoop Distributed File System (HDFS) ブロックサイズ。これは、クエリを実行する前にデータを
Amazon S3 から HDFS にコピーする場合に便利です。デフォルトは 256 MiB で、最小は 64 MiB で
す。Kinesis Data Firehose では、パディング計算にこの値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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最小: 67108864
Update requires: No interruption
Compression
データブロックで使用する圧縮コード。指定できる値は UNCOMPRESSED、SNAPPY、および GZIP
で、デフォルトは SNAPPY です。解凍速度を高めるために SNAPPY を使用します。速度よりも圧縮比
が重要である場合は GZIP を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GZIP | SNAPPY | UNCOMPRESSED
Update requires: No interruption
EnableDictionaryCompression
ディクショナリ圧縮を有効にするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxPaddingBytes
適用するパディングの最大量。これは、クエリを実行する前にデータを Amazon S3 から HDFS にコ
ピーする場合に便利です。デフォルトは 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
PageSizeBytes
Parquet のページサイズ。列チャンクはページに分割されます。ページは概念的に分割できない単位
です (圧縮とエンコードの観点から)。最小値は 64 KiB で、デフォルトは 1 MiB です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 65536
Update requires: No interruption
WriterVersion
出力する行形式のバージョンを示します。指定できる値は V1 および V2 です。デフォルト: V1。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: V1 | V2
Update requires: No interruption
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AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ProcessingConfiguration
ProcessingConfiguration プロパティは、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータ処
理を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"Processors" : [ Processor (p. 4475), ... ]

YAML
Enabled: Boolean
Processors:
- Processor (p. 4475)

プロパティ
Enabled
データ処理が有効 (true) か無効 (false) かを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Processors
データプロセッサ。
必須: いいえ
タイプ: プロセッサ (p. 4475)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Processor
Processor プロパティは、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータプロセッサを指定し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Parameters" : [ ProcessorParameter (p. 4476), ... ],
"Type" : String
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YAML
Parameters:
- ProcessorParameter (p. 4476)
Type: String

プロパティ
Parameters
プロセッサのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: ProcessorParameter (p. 4476) のリスト
Update requires: No interruption
Type
プロセッサのタイプ。有効な値: Lambda.
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AppendDelimiterToRecord | Lambda | MetadataExtraction |
RecordDeAggregation
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream ProcessorParameter
ProcessorParameter プロパティは、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータプロセッ
サのプロセッサパラメータを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ParameterName" : String,
"ParameterValue" : String

YAML
ParameterName: String
ParameterValue: String

プロパティ
ParameterName
パラメータの名前。現在、NumberOfRetries には 3、BufferIntervalInSeconds には
60、BufferSizeInMBs には 3 のデフォルト値がサポートされています。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BufferIntervalInSeconds | BufferSizeInMBs | Delimiter |
JsonParsingEngine | LambdaArn | MetadataExtractionQuery | NumberOfRetries |
RoleArn | SubRecordType
Update requires: No interruption
ParameterValue
パラメータ値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 5120
パターン: ^(?!\s*$).+
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream RedshiftDestinationConfiguration
RedshiftDestinationConfiguration プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis
Data Firehose) がデータを配信する Amazon Redshift クラスターを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"ClusterJDBCURL" : String,
"CopyCommand" : CopyCommand (p. 4445),
"Password" : String,
"ProcessingConfiguration" : ProcessingConfiguration (p. 4475),
"RetryOptions" : RedshiftRetryOptions (p. 4480),
"RoleARN" : String,
"S3BackupConfiguration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481),
"S3BackupMode" : String,
"S3Configuration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481),
"Username" : String

YAML
CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
ClusterJDBCURL: String
CopyCommand:
CopyCommand (p. 4445)
Password: String
ProcessingConfiguration:
ProcessingConfiguration (p. 4475)
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RetryOptions:
RedshiftRetryOptions (p. 4480)
RoleARN: String
S3BackupConfiguration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)
S3BackupMode: String
S3Configuration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Username: String

プロパティ
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの CloudWatch ログ記録オプション。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
Update requires: No interruption
ClusterJDBCURL
Amazon Redshift クラスターに接続するために Kinesis Data Firehose が使用する接続文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: jdbc:(redshift|postgresql)://((?!-)[A-Za-z0-9-]{1,63}(?
<!-)\.)+redshift\.([a-zA-Z0-9\.]+):\d{1,5}/[a-zA-Z0-9_$-]+
Update requires: No interruption
CopyCommand
Amazon S3 バケットからクラスターにデータをロードするために Kinesis Data Firehose が使用する
Amazon Redshift COPY コマンドを設定します。
必須: はい
タイプ: CopyCommand (p. 4445)
Update requires: No interruption
Password
Username プロパティで指定する Amazon Redshift ユーザーのパスワード。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 6
最大: 512
パターン: .*
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Update requires: No interruption
ProcessingConfiguration
Kinesis Data Firehose 配信ストリームのデータ処理設定。
必須: いいえ
タイプ: ProcessingConfiguration (p. 4475)
Update requires: No interruption
RetryOptions
Kinesis Data Firehose が Amazon Redshift にドキュメントを配信できない場合の再試行動作。デフォ
ルト値は 3600 (60 分) です。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftRetryOptions (p. 4480)
Update requires: No interruption
RoleARN
Kinesis Data Firehose に Amazon S3 バケットおよび AWS KMS (データ暗号化を有効にした場合) へ
のアクセス権を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの ARN。詳細について
は、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの「Amazon Redshift の送信先へのアクセス
権を Kinesis Data Firehose に付与する」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
S3BackupConfiguration
Amazon S3 のバックアップ設定。
必須: いいえ
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption
S3BackupMode
Amazon S3 のバックアップモード。配信ストリームを作成した後、Amazon S3 バックアップが無効
になっている場合は、配信ストリームを更新して有効にすることができます。バックアップが有効に
なっている場合、配信ストリームを更新して無効化することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
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Update requires: No interruption
S3Configuration
Kinesis Data Firehose が最初にデータを配信する S3 バケット。データをバケット内に置いた
後、Kinesis Data Firehose は COPY コマンドを使用してデータを Amazon Redshift クラスターに
ロードします。Amazon S3 バケットの圧縮形式には、SNAPPY または ZIP は指定しないでくださ
い。Amazon Redshift COPY コマンドではサポートされていません。
必須: はい
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption
Username
Amazon Redshift クラスターへのアクセス許可がある Amazon Redshift ユーザー。このユーザーに
は、Amazon S3 バケットからクラスターにデータをコピーする INSERT 権限が必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream RedshiftRetryOptions
Kinesis Data Firehose が Amazon Redshift にドキュメントを配信できない場合の再試行動作を設定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInSeconds" : Integer

YAML
DurationInSeconds: Integer

プロパティ
DurationInSeconds
障害発生後に Kinesis Data Firehose が配信を再試行する時間。最初のリクエストから開始
し、最初の試行が含まれます。デフォルト値は 3600 秒 (60 分) です。Kinesis Data Firehose
は、DurationInSeconds の値が 0 (ゼロ) の場合、または最初の配信の試行に現在の値よりも長い時
間かかる場合、再試行しません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 7200
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream RetryOptions
Kinesis Data Firehose から指定した送信先 HTTP エンドポイントにデータを配信できないか、指定した
送信先 HTTP エンドポイントから有効な受信確認が届かない場合の再試行動作を指定します。Kinesis
Firehose は、カスタム HTTP エンドポイント、または Datadog、MongoDB、New Relic など、サポートさ
れているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントをサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInSeconds" : Integer

YAML
DurationInSeconds: Integer

プロパティ
DurationInSeconds
Kinesis Data Firehose が再試行に費やす合計時間。この期間は、HTTPS エンドポイント経由でカスタ
ム送信先にデータを送信する最初の試行が失敗した後で開始されます。各試行後に、指定した送信先
からの確認を Kinesis Data Firehose が待つ期間は含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 7200
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream S3DestinationConfiguration
S3DestinationConfiguration プロパティタイプは、Amazon Kinesis Data Firehose (Kinesis Data
Firehose) がデータを配信する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 送信先を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
4481

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Kinesis Data Firehose

JSON
{

}

"BucketARN" : String,
"BufferingHints" : BufferingHints (p. 4443),
"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"CompressionFormat" : String,
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 4456),
"ErrorOutputPrefix" : String,
"Prefix" : String,
"RoleARN" : String

YAML
BucketARN: String
BufferingHints:
BufferingHints (p. 4443)
CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
CompressionFormat: String
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 4456)
ErrorOutputPrefix: String
Prefix: String
RoleARN: String

プロパティ
BucketARN
データを送信する Amazon S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption
BufferingHints
Kinesis Data Firehose で受信データをバッファしながら Amazon S3 ドメインに配信する方法を設定
します。
必須: いいえ
タイプ: BufferingHints (p. 4443)
Update requires: No interruption
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの CloudWatch ログ記録オプション。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
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Update requires: No interruption
CompressionFormat
Amazon S3 バケットに配信されるデータを圧縮するために Kinesis Data Firehose で使用す
る圧縮タイプ。有効な値については、Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの
「S3DestinationConfiguration」データ型の CompressionFormat コンテンツを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GZIP | HADOOP_SNAPPY | Snappy | UNCOMPRESSED | ZIP
Update requires: No interruption
EncryptionConfiguration
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) サーバー側の暗号化設定。Kinesis Data Firehose で
は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、Amazon S3 バケットに配信するデータ
を暗号化します。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 4456)
Update requires: No interruption
ErrorOutputPrefix
Kinesis Data Firehose が評価して失敗したレコードに (S3 への書き込み前に) 追加するプレフィック
ス。このプレフィックスは、バケット名の直後に表示されます。このプレフィックスを指定する方法
については、「Amazon S3 オブジェクトのカスタムプレフィックス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption
Prefix
Amazon S3 バケットに配信するファイルに Kinesis Data Firehose によって追加されるプレフィック
ス。プレフィックスは、Kinesis Data Firehose によって配信されたファイルを識別するのに便利で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption
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RoleARN
Kinesis Data Firehose に Amazon S3 バケットおよび AWS KMS (データ暗号化を有効にした場合) へ
のアクセス権を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの ARN。詳細について
は、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイド の「Amazon S3 の送信先へのアクセス権を
Kinesis Data Firehose に付与する」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream SchemaConfiguration
データを Amazon S3 に書き込む前に Kinesis Data Firehose がデータを設定するスキーマを指定します。
このパラメータは、Enabled を true に設定した場合は必須です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"Region" : String,
"RoleARN" : String,
"TableName" : String,
"VersionId" : String

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
Region: String
RoleARN: String
TableName: String
VersionId: String

プロパティ
CatalogId
AWS Glue データカタログの ID。これを指定しなかった場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 1024
パターン: ^\S+$
Update requires: No interruption
DatabaseName
出力データのスキーマを含む AWS Glue データベースの名前を指定します。

Important
SchemaConfiguration リクエストパラメータを CreateDeliveryStream API コールの
一部として使用する場合、DatabaseName プロパティは必須であり、その値を指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^\S+$
Update requires: No interruption
Region
AWS リージョンを指定しなかった場合、デフォルトは現在のリージョンです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^\S+$
Update requires: No interruption
RoleARN
Kinesis Data Firehose が AWS Glue へのアクセスに使用できるロール。このロールは、Kinesis Data
Firehose に使用する同じアカウント内に存在する必要があります。クロスアカウントロールは許可さ
れていません。

Important
SchemaConfiguration リクエストパラメータを CreateDeliveryStream API コールの
一部として使用する場合、RoleARN プロパティは必須であり、その値を指定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^\S+$
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Update requires: No interruption
TableName
データスキーマを構成している列の情報を含む AWS Glue テーブルを指定します。

Important
SchemaConfiguration リクエストパラメータを CreateDeliveryStream API コールの
一部として使用する場合、TableName プロパティは必須であり、その値を指定する必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^\S+$
Update requires: No interruption
VersionId
出力データスキーマのテーブルバージョンを指定します。このバージョン ID を指定しなかった場合、
または LATEST に設定した場合、Kinesis Data Firehose では最新バージョンを使用します。つまり、
テーブルの更新が自動的に取得されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^\S+$
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream Serializer
データを Amazon S3 に書き込む前にデータを対象の形式に変換するために Kinesis Data Firehose が使用
するシリアライザーを指定します。Kinesis Data Firehose では、2 種類のシリアライザー (ORC SerDe と
Parquet SerDe) がサポートされています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OrcSerDe" : OrcSerDe (p. 4470),
"ParquetSerDe" : ParquetSerDe (p. 4473)

YAML
OrcSerDe:
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OrcSerDe (p. 4470)
ParquetSerDe:
ParquetSerDe (p. 4473)

プロパティ
OrcSerDe
データを Amazon S3 に保存する前にデータを ORC 形式に変換するために使用するシリアライザー。
詳細については、「Apache ORC」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: OrcSerDe (p. 4470)
Update requires: No interruption
ParquetSerDe
データを Amazon S3 に保存する前にデータを Parquet 形式に変換するために使用するシリアライ
ザー。詳細については、「Apache Parquet」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ParquetSerDe (p. 4473)
Update requires: No interruption

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream SplunkDestinationConfiguration
SplunkDestinationConfiguration プロパティタイプは、Kinesis Data Firehose 配信ストリームに対
する Splunk 内の送信先の設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchLoggingOptions" : CloudWatchLoggingOptions (p. 4444),
"HECAcknowledgmentTimeoutInSeconds" : Integer,
"HECEndpoint" : String,
"HECEndpointType" : String,
"HECToken" : String,
"ProcessingConfiguration" : ProcessingConfiguration (p. 4475),
"RetryOptions" : SplunkRetryOptions (p. 4490),
"S3BackupMode" : String,
"S3Configuration" : S3DestinationConfiguration (p. 4481)

YAML
CloudWatchLoggingOptions:
CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
HECAcknowledgmentTimeoutInSeconds: Integer
HECEndpoint: String
HECEndpointType: String
HECToken: String
ProcessingConfiguration:
ProcessingConfiguration (p. 4475)
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RetryOptions:
SplunkRetryOptions (p. 4490)
S3BackupMode: String
S3Configuration:
S3DestinationConfiguration (p. 4481)

プロパティ
CloudWatchLoggingOptions
配信ストリームの Amazon CloudWatch ログ記録オプション。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLoggingOptions (p. 4444)
Update requires: No interruption
HECAcknowledgmentTimeoutInSeconds
Kinesis Data Firehose がデータを送信した後に Splunk からの確認応答を受信するまでに待機する時
間。タイムアウト期間の終了時に、Kinesis Data Firehose は再試行設定に基づいてデータを再度送信
しようとするか、またはエラーとみなします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 180
最大: 600
Update requires: No interruption
HECEndpoint
Kinesis Data Firehose がデータを送信する HTTP Event Collector (HEC) エンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
HECEndpointType
このタイプは Raw または Event となります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Event | Raw
Update requires: No interruption
HECToken
これは、新しい HEC エンドポイントを作成するときに Splunk クラスターから取得する GUID です。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
ProcessingConfiguration
データ処理設定。
必須: いいえ
タイプ: ProcessingConfiguration (p. 4475)
Update requires: No interruption
RetryOptions
Kinesis Data Firehose が Splunk にデータを配信できない場合、または Splunk から確認応答を受け取
らない場合の再試行動作を設定します。
必須: いいえ
タイプ: SplunkRetryOptions (p. 4490)
Update requires: No interruption
S3BackupMode
ドキュメントを Amazon S3 に配信する方法を定義します。FailedEventsOnly に設定する
と、Kinesis Data Firehose は、インデックス作成できなかったデータを設定済みの Amazon S3 の
送信先に書き込みます。AllEvents に設定すると、Kinesis Data Firehose はすべての受信レコー
ドを Amazon S3 に配信し、失敗したドキュメントも Amazon S3 に書き込みます。デフォルト値は
FailedEventsOnly です。
このバックアップモードは、FailedEventsOnly から AllEvents にアップデートできま
す。AllEvents から FailedEventsOnly に更新することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AllEvents | FailedEventsOnly
Update requires: No interruption
S3Configuration
バックアップ Amazon S3 の場所ンの設定。
必須: はい
タイプ: S3DestinationConfiguration (p. 4481)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの「SplunkDestinationConfiguration」
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AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream SplunkRetryOptions
SplunkRetryOptions プロパティタイプは、Kinesis Data Firehose が Splunk にドキュメントを配信で
きない場合、または Splunk から確認応答を受け取らない場合の再試行動作を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DurationInSeconds" : Integer

YAML
DurationInSeconds: Integer

プロパティ
DurationInSeconds
Kinesis Data Firehose が再試行に費やす合計時間。この期間は、Splunk へのデータ送信の最初の試み
が失敗した後に始まります。各試みの後に Kinesis Data Firehose が Splunk からの確認を待つ期間は
含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 7200
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon Kinesis Data Firehose API リファレンスの「SplunkRetryOptions」

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream VpcConfiguration
Amazon ES 送信先の VPC の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"RoleARN" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]
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}

YAML
RoleARN: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
RoleARN
送信先 VPC にエンドポイントを作成するために配信ストリームで使用する IAM ロールの ARN。既存
の Kinesis Data Firehose 配信ロールを使用することも、新しいロールを指定することもできます。ど
ちらの場合も、ロールが Kinesis Data Firehose サービスプリンシパルを信頼し、次のアクセス許可を
付与していることを確認します。
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:DescribeVpcAttribute
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:CreateNetworkInterfacePermission
• ec2:DeleteNetworkInterface
これらのアクセス許可を配信ストリームの作成後に取り消すと、Kinesis Data Firehose は必要なとき
に追加の ENI を作成してスケールアウトすることができなくなります。そのため、パフォーマンスが
低下することがあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroupIds
Amazon ES 送信先の VPC に ENI を作成するときに Kinesis Data Firehose が使用するセキュリティ
グループの ID。Amazon ES ドメインで使用しているのと同じセキュリティグループを使用すること
も、別のセキュリティグループを使用することもできます。ここに別のセキュリティグループを指定
する場合は、そのセキュリティグループで、Amazon ES ドメインのセキュリティグループへのアウト
バウンド HTTPS トラフィックを必ず許可します。また、Amazon ES ドメインのセキュリティグルー
プで、ここで指定したセキュリティグループからの HTTPS トラフィックが許可されていることを確
認します。配信ストリームと Amazon ES ドメインの両方に同じセキュリティグループを使用する場
合は、セキュリティグループのインバウンドルールで HTTPS トラフィックを必ず許可します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
SubnetIds
Kinesis Data Firehose が Amazon ES 送信先の VPC に ENIS を作成するために使用するサブネットの
ID。ルーティングテーブルとインバウンドとアウトバウンドのルールで、ID がここで指定されている
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サブネットから宛先 Amazon ES エンドポイントを持つサブネットへのトラフィックフローが許可さ
れていることを確認します。Kinesis Data Firehose は、ここで指定した各サブネットに少なくとも 1
つの ENI を作成します。これらの ENI を削除または変更しないでください。
Kinesis Data Firehose がここで指定したサブネットで作成する ENI の数は、スループットに基づいて
自動的にスケールアップおよびスケールダウンされます。Kinesis Data Firehose で ENI の数をスルー
プットに合わせてスケールアップできるようにするには、十分なクォータがあることを確認してくだ
さい。必要なクォータを計算しやすくするために、Kinesis Data Firehose では、ここで指定した各サ
ブネットについて、この配信ストリームに対して最大 3 つの ENI を作成できると仮定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS Key Management Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::KMS::Alias (p. 4492)
• AWS::KMS::Key (p. 4495)
• AWS::KMS::ReplicaKey (p. 4508)

AWS::KMS::Alias
AWS::KMS::Alias リソースは KMS キーの表示名を指定します。エイリアスを使用して、AWS KMS コ
ンソール、DescribeKey オペレーション、暗号化オペレーション (Decrypt、GenerateDataKey など) の
KMS キーを識別できます。

Note
エイリアスを追加、削除、または更新すると、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否
される場合があります。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
Using ABAC in AWS KMS を参照してください。
エイリアスを使用して KMS キーを参照すると、キー管理を簡素化するのに役立ちます。例えば、コード
内のエイリアスを異なる AWS Regions の異なる KMS キーに関連付けることができます。詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Using aliases を参照してください。
エイリアスを指定するときは、以下のルールに従ってください。
• 各エイリアスは 1 つの KMS キーに関連付けられますが、複数のエイリアスを同じ KMS キーに関連付け
ることができます。
• エイリアスとその関連付けられた KMS キーは、同じ AWS account およびリージョン内にある必要があ
ります。
• エイリアス名は AWS account およびリージョン内で一意である必要があります。ただし、同じ名前のエ
イリアスを異なる AWS Regions に作成することができます。例えば、alias/projectKey を複数の
リージョンに持つことができ、それぞれがリージョン内の KMS キーに関連付けられています。
• 各エイリアス名は、alias/ で始まり、その後に名前が続きます (alias/exampleKey など)。エイ
リアス名に使用できるのは、英数字、スラッシュ (/)、アンダースコア (_)、およびダッシュ (-) のみで
す。エイリアス名は alias/aws/ で始まることはできません。そのエイリアス名のプレフィックス
は、AWS managed keys のために予約されています。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KMS::Alias",
"Properties" : {
"AliasName" : String,
"TargetKeyId" : String
}

YAML
Type: AWS::KMS::Alias
Properties:
AliasName: String
TargetKeyId: String

プロパティ
AliasName
エイリアス名を指定します。この値は、alias/ で始まり、その後に名前が続きます (alias/
ExampleAlias など)。

Note
AliasName などの Replacement プロパティの値を変更すると、既存のエイリアスが削除
され、指定された KMS キーのために新しいエイリアスが作成されます。この変更により、エ
イリアスを使用するアプリケーションが中断される可能性があります。また、属性ベースの
アクセス制御 (ABAC) の影響を受ける KMS キーへのアクセスを許可または拒否することもで
きます。
エイリアスは 1 ～ 256 文字の文字列である必要があります。エイリアス名に使用できるのは、英
数字、スラッシュ (/)、アンダースコア (_)、およびダッシュ (-) のみです。エイリアス名の先頭を
alias/aws/ にすることはできません。alias/aws/ プレフィックスは AWS managed keys のため
に予約されています。
パターン: alias/^[a-zA-Z0-9/_-]+$
最小: 1
最大: 256
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetKeyId
エイリアスを指定された customer managed key に関連付けます。KMS キーは、同じ AWS account
とリージョンに存在する必要があります。
有効なキー ID が必要です。NULL または空の文字列値を指定した場合、このオペレーションはエラー
を返します。
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キー ID と ARN の検索については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Finding
the key ID and ARN を参照してください。
KMS キーのキー ID またはキー ARN を指定します。
次に例を示します。
• キー ID: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• キー ARN: arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
KMS キーのキー ID とキー ARN を取得するには、ListKeys または DescribeKey を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
エイリアス名 (alias/exampleAlias など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
エイリアスの作成
次の例では、KMS キーに alias/exampleAlias エイリアスを作成します。CMK は CloudFormation リ
ソース名へのリファレンスによって識別されます。これらの例を使用する前に、サンプルターゲットキー
ID とエイリアスの例を有効な値に置き換えてください。

JSON
{

}

"myAlias": {
"Type": "AWS::KMS::Alias",
"Properties": {
"AliasName": "alias/exampleAlias",
"TargetKeyId": {
"Ref": "myKey"
}
}
}

YAML
myAlias:
Type: 'AWS::KMS::Alias'
Properties:
AliasName: alias/exampleAlias
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TargetKeyId: !Ref myKey

以下の資料も参照してください。
• AWS Key Management Service API リファレンスの CreateAlias
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Using aliases。
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Using ABAC for AWS KMS。

AWS::KMS::Key
AWS::KMS::Key リソースは、AWS Key Management Service (AWS KMS) で対称または非対称の KMS
キーを指定します。

Note
AWS KMS では、カスタマーマスターキー (CMK) という用語を AWS KMS key と KMS キーに置
き換えています。コンセプトは変わっていません。重大な変更を防ぐために、AWS KMS はこの
用語のバリエーションをいくつか保っています。
対称 KMS キーを使用して少量のデータを暗号化および復号化できますが、より一般的にデータキーと
データキーペアの生成に使用されます。また、対称 KMS キーを使用して、AWS KMS と統合された AWS
のサービスに保存されたデータを暗号化することもできます。詳細については、AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの What is AWS Key Management Service? を参照してください。
非対称 KMS キーを使用して、データの暗号化と復号化、メッセージへの署名、署名の検証を行うことが
できます。非対称キーを作成するには、非対称の KeySpec 値と KeyUsage 値を指定する必要がありま
す。

Important
既存の KMS キーで、KeyUsage や KeySpec などの Replacement プロパティの値を変更する
と、既存の KMS キーが削除されるようにスケジュールされ、指定した値で新しい KMS キーが作
成されます。
削除がスケジュールされている間、既存の KMS キーは使用できなくなります。CloudFormation
以外の既存の KMS キーのスケジュールされた削除をキャンセルしない場合、既存の KMS キーで
暗号化されたすべてのデータは、KMS キーが削除されたときに回復不能になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KMS::Key",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Enabled" : Boolean,
"EnableKeyRotation" : Boolean,
"KeyPolicy" : Json,
"KeySpec" : String,
"KeyUsage" : String,
"MultiRegion" : Boolean,
"PendingWindowInDays" : Integer,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
Description: String
Enabled: Boolean
EnableKeyRotation: Boolean
KeyPolicy: Json
KeySpec: String
KeyUsage: String
MultiRegion: Boolean
PendingWindowInDays: Integer
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
KMS キーの説明。この KMS キーを、使用目的など、アカウント内の他の CMK と区別するのに役立
つ説明を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 8192
Update requires: No interruption
Enabled
KMS キーが有効かどうかを指定します。無効化された KMS キーを暗号化オペレーションで使用する
ことはできません。
Enabled が true の場合、KMS キーのキー状態は Enabled です。Enabled が false の場
合、KMS キーのキー状態は Disabled です。デフォルト値は true です。
実際の KMS キーのキーステータスは、EnableKey、DisableKey、または ScheduleKeyDeletion オペ
レーションなど、CloudFormation の外部で実行されたアクションの影響を受ける可能性があります。
KMS キーのキー状態については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キー状態:
CMKへの影響」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableKeyRotation
指定した KMS キーのキーマテリアルの自動ローテーションを有効にします。デフォルトでは、自動
キーローテーションは有効になっていません。
AWS KMS は、非対称 KMS キーでの自動キーローテーションをサポートしていません。非対称 KMS
キーの場合は、EnableKeyRotation プロパティを省略するか、false に設定します。
自動ローテーションを有効にすると、AWS KMS は、有効化 (または再有効化) 日から 365 日後、
およびその後 365 日ごとに KMS キーの新しいキーマテリアルを自動的に作成します。AWS KMS
API バージョン 2010-05-15
4496

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS KMS

は、KMS キーを削除するまで、すべてのキーマテリアルを保持します。自動キーローテーションの
詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「KMS キーのローテーショ
ン」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KeyPolicy
CMK の使用を許可するキーポリシー。キーポリシーは、次のルールに準拠している必要があります。
• キーポリシーは、発信者が KMS キーで後続の PutKeyPolicy リクエストをすることを許可する
必要があります。これにより、KMS キーが管理できなくなるリスクが減ります。詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Default key policy のセクションを参照
してください。
• キーポリシーの各ステートメントには 1 つ以上のプリンシパルが含まれている必要があります。
キーポリシーのプリンシパルが存在し、AWS KMS に表示される必要があります。新しい AWS プ
リンシパル (例えば、IAM ユーザーまたはロール) を作成するとき、新しいキーポリシーは AWS
KMS にすぐに表示されない可能性があるため、新しいプリンシパルをキーポリシーに含める前
に遅延を適用することが必要になる場合があります。詳細については、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドの行った変更がすぐに表示されないことがあるを参照してください。
• キーポリシーのサイズ制限は 32 キロバイト (32768 バイト) です。
使用するポリシーが不明な場合は、デフォルトのキーポリシーを検討してください。これは、AWS
KMS が、キーポリシーの指定なしで CreateKey API を使用して作成された KMS キーに適用するキー
ポリシーです。これにより、キーを所有する AWS account に、すべてのオペレーションを実行する許
可が付与されます。また、キーへのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成できます。詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Default key policy を参照してください。
最小: 1
最大: 32768
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
KeySpec
作成する KMS キーのタイプを指定します。デフォルト値の SYMMETRIC_DEFAULT は、暗号化と復号
化のための 256 ビットの対称キーを持つ KMS キーを作成します。KMS キーのキー仕様の選択につい
ては、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「KMS キー設定の選択方法」を参照し
てください。
KeySpec プロパティは、KMS キーが対称キーまたは非対称キーペアのどちらを含んでいるかを決
定します。また、KMS キーがサポートする暗号化アルゴリズムまたは署名アルゴリズムも決定しま
す。KMS キーの作成後に KeySpec を変更することはできません。KMS キーで使用できるアルゴ
リズムをさらに制限するには、キーポリシーまたは IAM ポリシーで条件キーを使用します。詳細に
ついては、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの kms:EncryptionAlgorithm または
kms:Signing Algorithm を参照してください。

Important
既存の KMS キーの KeySpec を変更すると、既存の KMS キーが削除されるようにスケ
ジュールされ、指定した KeySpec 値で新しい KMS キーが作成されます。スケジュールされ
た削除が保留中の間は、既存の KMS キーを使用できません。CloudFormation 以外の KMS
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キーのスケジュールされた削除をキャンセルしない限り、既存の KMS キーで暗号化されたす
べてのデータは、KMS キーが削除されたときに回復不能になります。

Note
AWS KMS と統合された AWS のサービスは、対称 KMS キーを使用してデータを保護しま
す。これらのサービスは、非対称 KMS キーをサポートしていません。KMS キーが対称か非
対称かを判断する方法については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
「対称キーと非対称 KMS キーの識別」を参照してください。
AWS KMS は、KMS キーの次の主要な仕様をサポートしています。
• 対称キー (デフォルト)
• SYMMETRIC_DEFAULT (AES-256-GCM)
• 非対称 RSA キーペア
• RSA_2048
• RSA_3072
• RSA_4096
• 非対称 NIST が推奨する楕円曲線キーペア
• ECC_NIST_P256 (secp256r1)
• ECC_NIST_P384 (secp384r1)
• ECC_NIST_P521 (secp521r1)
• その他の非対称楕円曲線キーペア
• ECC_SECG_P256K1 (secp256k1)、暗号通貨によく使用されます
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyUsage
KMS キーを使用できる暗号化オペレーションを決定します。デフォルト値は ENCRYPT_DECRYPT で
す。このプロパティは、非対称 KMS キーにのみ必要です。KMS キーの作成後に KeyUsage 値を変更
することはできません。

Important
既存の KMS キーの KeyUsage を変更すると、既存の KMS キーが削除されるようにスケ
ジュールされ、指定した KeyUsage 値で新しい KMS キーが作成されます。スケジュールさ
れた削除が保留中の間は、既存の KMS キーを使用できません。CloudFormation 以外の KMS
キーのスケジュールされた削除をキャンセルしない限り、既存の KMS キーで暗号化されたす
べてのデータは、KMS キーが削除されたときに回復不能になります。
有効な値を 1 つだけ選択します。
• 対称 KMS キーの場合は、プロパティを省略するか、ENCRYPT_DECRYPT を指定します。
• RSA キーマテリアルを使用する非対称 KMS キーの場合は、ENCRYPT_DECRYPT または
SIGN_VERIFY を指定します。
• ECC キーマテリアルを使用する非対称 CMK の場合は、SIGN_VERIFY を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ENCRYPT_DECRYPT | SIGN_VERIFY
Update requires: No interruption
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MultiRegion
他の AWS Regions でレプリケートできるマルチリージョンのプライマリキーを作成します。

Important
既存の KMS キーの MultiRegion プロパティを変更すると、既存の KMS キーが削除
されるようにスケジュールされ、指定した Multi-Region 値で新しい KMS キーが作成
されます。スケジュールされた削除が保留中の間は、既存の KMS キーを使用できませ
ん。CloudFormation 以外の KMS キーのスケジュールされた削除をキャンセルしない限り、
既存の KMS キーで暗号化されたすべてのデータは、KMS キーが削除されたときに回復不能
になります。
マルチリージョンキーの場合は、このプロパティを true に設定します。シングルリージョンキーの
場合は、このプロパティを省略するか、false に設定します。デフォルト値は false です。
マルチリージョンキーは、複数の相互運用可能な KMS キーを異なる AWS Regions で作成できる
AWS KMS 機能です。これらの KMS キーは、同じキー ID、キーマテリアル、およびその他のメタ
データを持つため、クロスリージョンコールを実行したり、プレーンテキストデータを公開したりす
ることなく、1 つの AWS Region でデータを暗号化し、別の AWS Region で復号できます。詳細につ
いては、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Using multi-Region keys を参照してく
ださい。
対称または非対称のマルチリージョンキーを作成し、インポートしたキーマテリアルを使用してマル
チリージョンキーを作成できます。ただし、カスタムキーストアにマルチリージョンキーを作成する
ことはできません。
別の AWS Region のプライマリキーのレプリカを作成するには、レプリカリージョンの
CloudFormation スタックに AWS::KMS::ReplicaKey リソースを作成します。このプライマリキーの
キー ARN を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PendingWindowInDays
AWS KMS が、CloudFormation スタックから削除された KMS キーを削除するまでの待機期間の日数
を指定します。7 日～30 日の値を入力します。デフォルト値は 30 日です。
CloudFormation スタックから KMS キーを削除すると、AWS KMS は KMS キーの削除をスケジュー
ルし、必須の待機期間を開始します。PendingWindowInDays プロパティが、待機期間の長さを
決定します。待機期間中、KMS キーのキーステータスは Pending Deletion または Pending
Replica Deletion で、KMS キーは暗号化オペレーションで使用できなくなります。待機期間が経
過すると、AWS KMS により KMS キーが完全に削除されます。
AWS KMS は、レプリカキーを持つマルチリージョンのプライマリキーを削除しませ
ん。CloudFormation スタックからマルチリージョンのプライマリキーを削除すると、キーの状態が
PendingReplicaDeletion に変更され、暗号化オペレーションでレプリケートまたは使用できなく
なります。この状態は無期限に持続できます。最後のレプリカキーが削除されると、プライマリキー
のキーの状態が PendingDeletion に変わり、PendingWindowInDays によって指定された待機時
間が始まります。この待機期間が過ぎると、AWS KMS はプライマリキーを削除します。詳細につい
ては、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Deleting multi-Region keys を参照して
ください。
待機期間に関係なく、スタックから KMS キーを削除した後で、CloudFormation テンプレートを使用
して KMS キーの削除をキャンセルすることはできません。テンプレートで KMS キーを指定した場
合、同じ名前でも、CloudFormation では新しい KMS キーが作成されます。KMS キーの削除をキャン
セルするには、AWS KMS コンソールまたは CancelKeyDeletion オペレーションを使用します。
API バージョン 2010-05-15
4499

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS KMS

Pending Deletion および Pending Replica Deletion キーの状態の詳細については、AWS
Key Management Service デベロッパーガイドの「キー状態: KMS キーへの影響」を参照してく
ださい。KMS キーの削除の詳細については、AWS Key Management Service API リファレンスの
「ScheduleKeyDeletion」オペレーションおよび AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの「KMS キーの削除」を参照してください。
最小: 7
最大: 30
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tags
レプリカキーに 1 つ以上のタグを割り当てます。

Note
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除は、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否
される場合があります。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの Using ABAC in AWS KMS を参照してください。
AWS KMS のタグの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Tagging
keys を参照してください。CloudFormation のタグの詳細については、「タグ」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
キー ID (1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab)。
KMS キーのキー ARN の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
「キー ARN」を参照してください。
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KeyId
KMS キーのキー ID (1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab など)。
KMS キーのキー ID の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キー
ID」を参照してください。

例
対称 KMS キーの作成
次の例では、対称 CMK を作成します。KMS キーのキーポリシーにより、Alice でキーを管理でき、Bob
で KMS キーを表示して、暗号化オペレーションで使用できます。また、AWS account (ルート) へのフル
アクセスを許可します。これにより、Alice と Bob 両方がアカウントから削除されても、キーの制御が
失われません。

JSON
"myKey" : {
"Type" : "AWS::KMS::Key",
"Properties" : {
"Description" : "An example symmetric KMS key",
"EnableKeyRotation": true,
"PendingWindowInDays": 20,
"KeyPolicy" : {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice" },
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Bob" },
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt",
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"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"

}

}

}

]

}

],
"Resource": "*"

YAML
myKey:
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
Description: An example symmetric KMS key
EnableKeyRotation: true
PendingWindowInDays: 20
KeyPolicy:
Version: '2012-10-17'
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:root
Action: kms:*
Resource: '*'
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:user/Alice
Action:
- kms:Create*
- kms:Describe*
- kms:Enable*
- kms:List*
- kms:Put*
- kms:Update*
- kms:Revoke*
- kms:Disable*
- kms:Get*
- kms:Delete*
- kms:ScheduleKeyDeletion
- kms:CancelKeyDeletion
Resource: '*'
- Sid: Allow use of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:user/Bob
Action:
- kms:DescribeKey
- kms:Encrypt
- kms:Decrypt
- kms:ReEncrypt*
- kms:GenerateDataKey
- kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
Resource: '*'

リソースタグを使用した対称 KMS キーの作成
次の例では、1 つのリソースタグを持つ対称 KMS キーを作成します。
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Note
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除は、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる場合があります。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
Using ABAC in AWS KMS を参照してください。

JSON
"myKeyWithTag": {
"Type": "AWS::KMS::Key",
"Properties": {
"KeyPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:iam::",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":root"
]
]
}
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
}
]
},
"Tags": [
{
"Key": {
"Ref": "Key"
},
"Value": {
"Ref": "Value"
}
}
]
},
"Parameters": {
"Key": {
"Type": "String"
},
"Value": {
"Type": "String"
}
}
}

YAML
myKeyWithTag:
Type: 'AWS::KMS::Key'
Properties:
KeyPolicy:
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Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: !Join
- ''
- - 'arn:aws:iam::'
- !Ref 'AWS::AccountId'
- ':root'
Action: 'kms:*'
Resource: '*'
Tags:
- Key: !Ref Key
Value: !Ref Value
Parameters:
Key:
Type: String
Value:
Type: String

非対称 KMS キーの作成
次の例では、署名および検証用の RSA 非対称 KMS キーを作成します。非対称 KMS キーの場合
は、KeySpec および KeyUsage プロパティを指定する必要があります。EnableKeyRotation プロパ
ティは省略するか、false に設定する必要があります。

JSON
"RSASigningKey" : {
"Type" : "AWS::KMS::Key",
"Properties" : {
"Description" : "RSA-3047 asymmetric KMS key for signing and verification",
"KeySpec" : "RSA_3072",
"KeyUsage" : "SIGN_VERIFY",
"KeyPolicy" : {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin" },
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"

API バージョン 2010-05-15
4504

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS KMS

}

}

}

]

],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer" },
"Action": [
"kms:Sign",
"kms:Verify",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}

YAML
RSASigningKey:
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
Description: RSA-3047 asymmetric KMS key for signing and verification
KeySpec: RSA_3072
KeyUsage: SIGN_VERIFY
KeyPolicy:
Version: '2012-10-17'
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:root
Action: kms:*
Resource: '*'
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:role/Admin
Action:
- kms:Create*
- kms:Describe*
- kms:Enable*
- kms:List*
- kms:Put*
- kms:Update*
- kms:Revoke*
- kms:Disable*
- kms:Get*
- kms:Delete*
- kms:ScheduleKeyDeletion
- kms:CancelKeyDeletion
Resource: '*'
- Sid: Allow use of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:role/Developer
Action:
- kms:Sign
- kms:Verify
- kms:DescribeKey
Resource: '*'
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マルチリージョンのプライマリキーの作成
次の例では、マルチリージョンのプライマリキーを作成します。
マルチリージョンキーは、複数の相互運用可能な KMS キーを異なる AWS Regions で作成できる AWS
KMS 機能です。これらの KMS キーは、同じキー ID、キーマテリアル、およびその他のメタデータを持
つため、クロスリージョンコールを実行したり、プレーンテキストデータを公開したりすることなく、1
つの AWS Region でデータを暗号化し、別の AWS Region で復号できます。詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの Using multi-Region keys を参照してください。
このプライマリキーを別の AWS Region にレプリケートするには、AWS::KMS::ReplicaKey
CloudFormation リソースを使用します。

JSON
"myPrimaryKey" : {
"Type" : "AWS::KMS::Key",
"Properties" : {
"Description" : "An example multi-Region primary key",
"MultiRegion": true,
"EnableKeyRotation": true,
"PendingWindowInDays": 10,
"KeyPolicy" : {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice" },
"Action": [
"kms:ReplicateKey",
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Bob" },
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
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}

}

}

]

}

"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
],
"Resource": "*"

YAML
myPrimaryKey:
Type: AWS::KMS::Key
Properties:
Description: An example multi-Region primary key
MultiRegion: true
EnableKeyRotation: true
PendingWindowInDays 10
KeyPolicy:
Version: '2012-10-17'
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:root
Action: kms:*
Resource: '*'
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:user/Alice
Action:
- kms:ReplicateKey
- kms:Create*
- kms:Describe*
- kms:Enable*
- kms:List*
- kms:Put*
- kms:Update*
- kms:Revoke*
- kms:Disable*
- kms:Get*
- kms:Delete*
- kms:ScheduleKeyDeletion
- kms:CancelKeyDeletion
Resource: '*'
- Sid: Allow use of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::111122223333:user/Bob
Action:
- kms:DescribeKey
- kms:Encrypt
- kms:Decrypt
- kms:ReEncrypt*
- kms:GenerateDataKey
- kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
Resource: '*'

以下の資料も参照してください。
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS keys」を参照してください。
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• AWS Key Management Service API リファレンスの CreateKey
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Creating keys。
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Creating multi-Region primary keys。

AWS::KMS::ReplicaKey
AWS::KMS::ReplicaKey リソースは、マルチリージョンのプライマリキーに基づくマルチリージョンの
レプリカキーを指定します。
マルチリージョンキーは、複数の相互運用可能な KMS キーを異なる AWS Regions で作成できる AWS
KMS 機能です。これらの KMS キーは、同じキー ID、キーマテリアル、およびその他のメタデータを持
つため、クロスリージョンコールを実行したり、プレーンテキストデータを公開したりすることなく、1
つの AWS Region でデータを暗号化し、別の AWS Region で復号できます。詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの Using multi-Region keys を参照してください。
マルチリージョンのプライマリキーは、完全に機能する対称または非対称 KMS キーであり、他の AWS
Regions のレプリカキーのモデルでもあります。マルチリージョンのプライマリキーを作成するに
は、CloudFormation スタックに AWS::KMS::Key リソースを追加します。MultiRegion プロパティを
true に設定します。
マルチリージョンレプリカキーは、完全に機能する対称または非対称 KMS キーで、マルチリージョンの
プライマリキーと同じキー ID およびキーマテリアルを持っていますが、同じ AWS パーティションの別の
AWS Region に配置されます。プライマリキーのレプリカは複数存在できますが、それぞれが異なる AWS
Region に存在する必要があります。
プライマリキーとそのレプリカのキー ID とキーマテリアルは同じです。また、キースペック、キーの使
用状況、キーマテリアルの原点、および自動キーローテーションステータスも同じです。これらのプロパ
ティは、共有プロパティと呼ばれます。変更すると、AWS KMS は、関連するすべてのマルチリージョン
キーに変更を同期します。レプリカキーの他のすべてのプロパティ (キーポリシー、タグ、エイリアス、
キーの状態など) は異なる場合があります。AWS KMS は、これらのプロパティを同期しません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::KMS::ReplicaKey",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Enabled" : Boolean,
"KeyPolicy" : Json,
"PendingWindowInDays" : Integer,
"PrimaryKeyArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::KMS::ReplicaKey
Properties:
Description: String
Enabled: Boolean
KeyPolicy: Json
PendingWindowInDays: Integer

API バージョン 2010-05-15
4508

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS KMS
PrimaryKeyArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
KMS キーの説明。
デフォルト値は空の文字列 (説明なし) です。
この説明は、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。関連するマルチリージョン
キーのセットで、キーごとに同じ説明または異なる説明を指定できます。AWS Key Management
Service は、このプロパティを同期しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 8192
Update requires: No interruption
Enabled
レプリカキーを有効にするかどうかを指定します。無効化された KMS キーを暗号化オペレーション
で使用することはできません。
Enabled が true の場合、KMS キーのキー状態は Enabled です。Enabled が false の場
合、KMS キーのキー状態は Disabled です。デフォルト値は true です。
実際のレプリカのキーステータスは、EnableKey、DisableKey、または ScheduleKeyDeletion オペ
レーションなど、CloudFormation の外部で実行されたアクションの影響を受ける可能性があります。
また、レプリカキーの作成中は、キーの状態は Creating になります。プロセスが完了すると、レプ
リカキーのキーの状態が Enabled に変わります。
KMS キーのキー状態については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キー状態:
CMKへの影響」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KeyPolicy
レプリカキーの使用を許可するキーポリシー。
キーポリシーは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。関連するマルチリージョ
ンキーのセットで、キーごとに同じキーポリシーまたは異なるキーポリシーを指定できます。AWS
KMS は、このプロパティを同期しません。
キーポリシーは、次のルールに準拠している必要があります。
• キーポリシーは、KMS キーに対する PutKeyPolicy 許可を発信者に付与する必要があります。
これにより、KMS キーが管理できなくなるリスクが減ります。詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの Default key policy のセクションを参照してください。
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• キーポリシーの各ステートメントには 1 つ以上のプリンシパルが含まれている必要があります。
キーポリシーのプリンシパルが存在し、AWS KMS に表示される必要があります。新しい AWS プ
リンシパル (例えば、IAM ユーザーまたはロール) を作成するとき、新しいキーポリシーは AWS
KMS にすぐに表示されない可能性があるため、新しいプリンシパルをキーポリシーに含める前
に遅延を適用することが必要になる場合があります。詳細については、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドの行った変更がすぐに表示されないことがあるを参照してください。
• キーポリシーのサイズ制限は 32 キロバイト (32768 バイト) です。
最小: 1
最大: 32768
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PendingWindowInDays
AWS KMS が、CloudFormation スタックから削除されたレプリカキーを削除するまでの待機期間の日
数を指定します。7 日～30 日の値を入力します。デフォルト値は 30 日です。
CloudFormation スタックからレプリカキーを削除すると、AWS KMS はレプリカキーの削除をスケ
ジュールし、必須の待機期間を開始します。PendingWindowInDays プロパティが、待機期間の長
さを決定します。待機期間中、レプリカキーのキーステータスは Pending Deletion で、レプリカ
キーは暗号化オペレーションで使用できなくなります。待機期間が経過すると、AWS KMS によりレ
プリカキーが完全に削除されます。
待機期間に関係なく、スタックからレプリカを削除した後で、CloudFormation テンプレートを使用し
てレプリカの削除をキャンセルすることはできません。ただし、元のレプリカキーと同じプライマリ
キーに基づくレプリカキーをテンプレートで指定すると、CloudFormation は、元のレプリカキーと
同じキー ID、キーマテリアル、およびその他の共有プロパティを持つ新しいレプリカキーを作成しま
す。この新しいレプリカキーは、元のレプリカキーまたは関連するマルチリージョンキーで暗号化さ
れた暗号テキストを復号できます。
マルチリージョンキーの削除の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの Deleting multi-Region keys を参照してください。
PendingDeletion キーの状態の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパー
ガイドの「キー状態: KMS キーへの影響」を参照してください。KMS キーの削除の詳細について
は、AWS Key Management Service API リファレンスの「ScheduleKeyDeletion」オペレーションお
よび AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「KMS キーの削除」を参照してくださ
い。
最小: 7
最大: 30
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PrimaryKeyArn
レプリケートするマルチリージョンのプライマリキーを指定します。プライマリキーは、同じ AWS
パーティションの別の AWS Region に存在する必要があります。各 AWS Region の所定のプライマリ
キーのレプリカは 1 つだけ作成できます。
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Important
レプリカキーの PrimaryKeyArn 値を変更すると、既存のレプリカキーの削除がスケジュー
ルされ、指定したプライマリキーに基づいて新しいレプリカキーが作成されます。削除がス
ケジュールされると、既存のレプリカキーは使用できなくなります。CloudFormation の外部
でキーのスケジュールされた削除をキャンセルできます。
ただし、誤ってレプリカキーを削除した場合は、関連するマルチリージョンキーを使用し
て、そのレプリカキーで暗号化された暗号テキストを復号できます。必要に応じて、前のレ
プリカが完全に削除された後で同じリージョンにレプリカを再作成できます。詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Deleting multi-Region keys を参照
してください。
既存のマルチリージョンプライマリキーのキー ARN を指定します。たとえば、arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
Tags
レプリカキーに 1 つ以上のタグを割り当てます。

Note
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除は、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否
される場合があります。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの Using ABAC in AWS KMS を参照してください。
タグは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。関連するマルチリージョンキーの
セットで、キーごとに同じタグまたは異なるタグを指定できます。AWS KMS は、このプロパティを
同期しません。
各タグはタグキーとタグ値で構成されています。タグキーとタグ値の両方が必要ですが、タグ値は空
(null) 文字列にすることができます。同じタグキーを持つ KMS キーに複数のタグを付けることはでき
ません。既存のタグキーを別のタグ値で指定した場合、AWS KMS は、現在のタグ値を指定されたタ
グ値に置き換えます。
AWS リソースにタグを割り当てると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスを制御するためにも使用できます。詳
細については、Tagging keys を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: キー ID
(mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab など)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
レプリカキーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab)。
関連するマルチリージョンキーのキー ARN は、[Region] (リージョン) の値だけが異なります。マル
チリージョンキーのキー ARN の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの How multi-Region keys work を参照してください。
KeyId
レプリカキーのキー ID (mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab など)。
関連するマルチリージョンキーは、同じキー ID を持ちます。マルチリージョンキーのキー ID の詳細
については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの How multi-Region keys work を参
照してください。

例
マルチリージョンのレプリカキーを作成する
次の例では、米国西部 (オレゴン) (us-west-2) リージョンのマルチリージョンのプライマリキーに基づい
て、ローカルリージョンにマルチリージョンのレプリカキーを作成します。
PrimaryKeyArn プロパティによって指定されたキー ARN がマルチリージョンのプライマリキー
を識別しない場合、または関連するマルチリージョンキーがローカルリージョンに既に存在する場
合、オペレーションは失敗します。この例では、説明、キーポリシー、およびキー削除の待機期間
(PendingWindowInDays) を指定します。これらのプロパティは、他の AWS Regions のプライマリキーお
よび関連するレプリカキーとは無関係です。

JSON
"Resources": {
"myReplicaKey": {
"Type": "AWS::KMS::ReplicaKey",
"Properties": {
"PrimaryKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Description": "Example replica key",
"EnableKeyRotation": true,
"PendingWindowInDays": 7,
"KeyPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
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},
{

},
{

}

}

}

}

]

}

"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
"Sid": "Allow administration of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin"
},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Delete*",
"kms:Disable*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Revoke*",
"kms:UpdateAlias",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/developer"
},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
],
"Resource": "*"

YAML
Resources:
myReplicaKey:
Type: 'AWS::KMS::ReplicaKey'
Properties:
PrimaryKeyArn: &gt;arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Description: Example replica key
PendingWindowInDays: 7
KeyPolicy:
Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
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AWS: 'arn:aws:iam::111122223333:root'
Action: 'kms:*'
Resource: '*'
- Sid: Allow administration of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::111122223333:role/admin'
Action:
- 'kms:Create*'
- 'kms:Delete*'
- 'kms:Describe*'
- 'kms:Disable*'
- 'kms:Enable*'
- 'kms:Get*'
- 'kms:List*'
- 'kms:Put*'
- 'kms:Revoke*'
- 'kms:UpdateAlias'
- 'kms:UpdateDescription'
- 'kms:ScheduleKeyDeletion'
- 'kms:CancelKeyDeletion'
Resource: '*'
- Sid: Allow use of the key
Effect: Allow
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::111122223333:role/developer'
Action:
- 'kms:DescribeKey'
- 'kms:Encrypt'
- 'kms:Decrypt'
- 'kms:ReEncrypt*'
- 'kms:GenerateDataKey'
- 'kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext'
Resource: '*'

以下の資料も参照してください。
• AWS Key Management Service API リファレンスの ReplicateKey
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Using multi-Region Keys。
• AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Creating multi-Region replica keys。

AWS Lake Formation リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::LakeFormation::DataLakeSettings (p. 4514)
• AWS::LakeFormation::Permissions (p. 4516)
• AWS::LakeFormation::Resource (p. 4524)

AWS::LakeFormation::DataLakeSettings
AWS::LakeFormation::DataLakeSettings リソースは、アカウントのデータレイク設定を管理する
AWS Lake Formation リソースタイプです。CloudFormation テンプレートは Admins リストの更新のみを
サポートします。CreateDatabaseDefaultPermissions または CreateTableDefaultPermissions はサポート
されていません。これらのアクセス許可は、API を介して DataLakeSettings リソースでのみ編集できま
す。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LakeFormation::DataLakeSettings",
"Properties" : {
"Admins" : Admins (p. 4515),
"TrustedResourceOwners" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::LakeFormation::DataLakeSettings
Properties:
Admins:
Admins (p. 4515)
TrustedResourceOwners:
- String

プロパティ
Admins
AWS Lake Formation プリンシパルのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 管理者 (p. 4515)
Update requires: No interruption
TrustedResourceOwners
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::DataLakeSettings Admins
AWS Lake Formation プリンシパルのリスト。

AWS::LakeFormation::DataLakeSettings DataLakePrincipal
Lake Formation プリンシパル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
4515

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Lake Formation

}

"DataLakePrincipalIdentifier" : String

YAML
DataLakePrincipalIdentifier: String

プロパティ
DataLakePrincipalIdentifier
Lake Formation プリンシパルの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions
AWS::LakeFormation::Permissions リソースは、プリンシパルが AWS Glue Data Catalog リソース
(AWS Glue データベースや AWS Glue テーブルなど) に対して持つ許可を表します。アクセス許可スタッ
クをアップロードすると、アクセス許可がプリンシパルに付与され、スタックを削除すると、プリンシパ
ルからアクセス許可が取り消されます。スタックを削除したときに、プリンシパルにスタックで参照され
ている許可がない場合、AWS Lake Formation は、存在しない許可に対して取り消しを呼び出すことがで
きないため、エラーをスローします。スタックを正常に削除するには、それらのアクセス許可を再付与し
て、スタックを削除する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LakeFormation::Permissions",
"Properties" : {
"DataLakePrincipal" : DataLakePrincipal (p. 4518),
"Permissions" : [ String, ... ],
"PermissionsWithGrantOption" : [ String, ... ],
"Resource" : Resource (p. 4520)
}

YAML
Type: AWS::LakeFormation::Permissions
Properties:
DataLakePrincipal:
DataLakePrincipal (p. 4518)
Permissions:
- String
PermissionsWithGrantOption:
- String
Resource:
Resource (p. 4520)
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プロパティ
DataLakePrincipal
AWS Lake Formation プリンシパル。
必須: はい
タイプ: DataLakePrincipal (p. 4518)
Update requires: No interruption
Permissions
許可または取り消されたアクセス権限。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PermissionsWithGrantOption
アクセス許可を付与する機能 (付与されたアクセス許可のサブセットとして) を付与するかどうかを示
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Resource
リソースの構造。
必須: はい
タイプ: リソース (p. 4520)
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions ColumnWildcard
除外された列名またはインデックスの任意のリストで構成されるワイルドカードオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExcludedColumnNames" : [ String, ... ]

YAML
ExcludedColumnNames:
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- String

プロパティ
ExcludedColumnNames
列名を除外します。この名前の列がすべて除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions DatabaseResource
データベースオブジェクトの構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CatalogId" : String,
"Name" : String

YAML
CatalogId: String
Name: String

プロパティ
CatalogId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
データベースリソースの名前。データカタログに固有です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions DataLakePrincipal
Lake Formation プリンシパル。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataLakePrincipalIdentifier" : String

YAML
DataLakePrincipalIdentifier: String

プロパティ
DataLakePrincipalIdentifier
Lake Formation プリンシパルの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions DataLocationResource
アクセスが許可または取り消されるデータロケーションオブジェクトの構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CatalogId" : String,
"S3Resource" : String

YAML
CatalogId: String
S3Resource: String

プロパティ
CatalogId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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S3Resource
現在、AWS CloudFormation ではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions リソース
リソースの構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatabaseResource" : DatabaseResource (p. 4518),
"DataLocationResource" : DataLocationResource (p. 4519),
"TableResource" : TableResource (p. 4521),
"TableWithColumnsResource" : TableWithColumnsResource (p. 4522)

YAML
DatabaseResource:
DatabaseResource (p. 4518)
DataLocationResource:
DataLocationResource (p. 4519)
TableResource:
TableResource (p. 4521)
TableWithColumnsResource:
TableWithColumnsResource (p. 4522)

プロパティ
DatabaseResource
データベースオブジェクトの構造。
必須: いいえ
タイプ: DatabaseResource (p. 4518)
Update requires: No interruption
DataLocationResource
現在、AWS CloudFormation ではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: DataLocationResource (p. 4519)
Update requires: No interruption
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TableResource
テーブルオブジェクトの構造。テーブルはデータを表すメタデータ定義です。プリンシパルにテーブ
ル権限を付与および取り消すことができます。
必須: いいえ
タイプ: TableResource (p. 4521)
Update requires: No interruption
TableWithColumnsResource
現在、AWS CloudFormation ではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: TableWithColumnsResource (p. 4522)
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions TableResource
テーブルオブジェクトの構造。テーブルはデータを表すメタデータ定義です。プリンシパルにテーブル権
限を付与および取り消すことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"DatabaseName" : String,
"Name" : String,
"TableWildcard" : TableWildcard (p. 4522)

YAML
CatalogId: String
DatabaseName: String
Name: String
TableWildcard:
TableWildcard (p. 4522)

プロパティ
CatalogId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DatabaseName
テーブルのデータベースの名前。データカタログに固有です。データベースは、論理グループに分類
される、一連の関連付けられたテーブル定義です。プリンシパルにデータベース権限を付与および取
り消すことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
テーブルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableWildcard
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: TableWildcard (p. 4522)
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Permissions TableWildcard
TableWildcard プロパティタイプは、AWS::LakeFormation::Permissions (p. 4516) には Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::LakeFormation::Permissions TableWithColumnsResource
列オブジェクトを持つテーブルの構造。このオブジェクトは、SELECT アクセス許可を付与する場合にの
み使用されます。
このオブジェクトは、ColumnsNames, ColumnsIndexes、または ColumnsWildcard の少なくともい
ずれかの値を取る必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CatalogId" : String,
"ColumnNames" : [ String, ... ],
"ColumnWildcard" : ColumnWildcard (p. 4517),
"DatabaseName" : String,
"Name" : String

YAML
CatalogId: String
ColumnNames:
- String
ColumnWildcard:
ColumnWildcard (p. 4517)
DatabaseName: String
Name: String

プロパティ
CatalogId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColumnNames
テーブルの列名のリスト。ColumnNames または ColumnWildcard の少なくともいずれかが必要で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ColumnWildcard
ColumnWildcard オブジェクトによって指定されたワイルドカード。ColumnNames または
ColumnWildcard の少なくともいずれかが必要です。
必須: いいえ
タイプ: ColumnWildcard (p. 4517)
Update requires: No interruption
DatabaseName
列リソースを持つテーブルのデータベース名。データカタログに固有です。データベースは、論理グ
ループに分類される、一連の関連付けられたテーブル定義です。プリンシパルにデータベース権限を
付与および取り消すことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Name
テーブルリソースの名前。テーブルはデータを表すメタデータ定義です。プリンシパルにテーブル権
限を付与および取り消すことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LakeFormation::Resource
AWS::LakeFormation::Resource は、AWS Lake Formation に登録されているデータ (Amazon S3 バ
ケットとフォルダ) を表します。Resource タイプの CloudFormation のテンプレートがアップロードさ
れると、AWS Lake Formation AWS Lake Formation RegisterResource API コールが行われ、リソース
が登録されます。Resource タイプ CloudFormation テンプレートが削除されると、AWS Lake Formation
DeregisterResource API が呼び出されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LakeFormation::Resource",
"Properties" : {
"ResourceArn" : String,
"RoleArn" : String,
"UseServiceLinkedRole" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::LakeFormation::Resource
Properties:
ResourceArn: String
RoleArn: String
UseServiceLinkedRole: Boolean

プロパティ
ResourceArn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
リソースを登録した IAM ロール。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseServiceLinkedRole
この呼び出し元をデータカタログに登録することで、信頼された呼び出し元である IAM プリンシパル
を指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS Lambda リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Lambda::Alias (p. 4525)
• AWS::Lambda::CodeSigningConfig (p. 4531)
• AWS::Lambda::EventInvokeConfig (p. 4534)
• AWS::Lambda::EventSourceMapping (p. 4540)
• AWS::Lambda::Function (p. 4550)
• AWS::Lambda::LayerVersion (p. 4565)
• AWS::Lambda::LayerVersionPermission (p. 4569)
• AWS::Lambda::Permission (p. 4572)
• AWS::Lambda::Version (p. 4575)

AWS::Lambda::Alias
AWS::Lambda::Alias リソースは、Lambda 関数バージョンのエイリアスを作成します。エイリアスを
使用して、別のバージョンを呼び出すために更新できる関数識別子をクライアントに提供します。
エイリアスをマッピングして、2 つのバージョン間で呼び出しリクエストを分割することもできま
す。RoutingConfig パラメータを使用して、2 番目のバージョンとそのバージョンが受信する呼び出し
リクエストの割合を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Lambda::Alias",
"Properties" : {
"Description" : String,
"FunctionName" : String,
"FunctionVersion" : String,
"Name" : String,
"ProvisionedConcurrencyConfig" : ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4530),
"RoutingConfig" : AliasRoutingConfiguration (p. 4529)
}
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}

YAML
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
Description: String
FunctionName: String
FunctionVersion: String
Name: String
ProvisionedConcurrencyConfig:
ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4530)
RoutingConfig:
AliasRoutingConfiguration (p. 4529)

プロパティ
Description
エイリアスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
FunctionName
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Update requires: Replacement
FunctionVersion
エイリアスが呼び出す関数バージョン。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: (\$LATEST|[0-9]+)
Update requires: No interruption
Name
エイリアスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9-_]+)
Update requires: Replacement
ProvisionedConcurrencyConfig
関数のエイリアスに対してプロビジョニングされた同時実行設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4530)
Update requires: No interruption
RoutingConfig
エイリアスのルーティング設定。
必須: いいえ
タイプ: AliasRoutingConfiguration (p. 4529)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
エイリアス
バージョンとエイリアスを持つ Node.js 関数。

YAML
Resources:
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function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Code:
ZipFile: |
exports.handler = function(event){
console.log(JSON.stringify(event, null, 2))
const response = {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify('Hello from Lambda!')
}
return response
};
Runtime: nodejs12.x
TracingConfig:
Mode: Active
version:
Type: AWS::Lambda::Version
Properties:
FunctionName: !Ref function
Description: v1
alias:
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
FunctionName: !Ref function
FunctionVersion: !GetAtt version.Version
Name: BLUE

加重エイリアス
リクエストを 2 つのバージョンにルーティングするエイリアス。

YAML
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Code:
ZipFile: |
exports.handler = function(event){
console.log(JSON.stringify(event, null, 2))
const response = {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify('Hello again from Lambda!')
}
return response
}
Runtime: nodejs12.x
TracingConfig:
Mode: Active
version:
Type: AWS::Lambda::Version
Properties:
FunctionName: !Ref function
Description: v1
newVersion:
Type: AWS::Lambda::Version
Properties:
FunctionName: !Ref function
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Description: v2
alias:
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
FunctionName: !Ref function
FunctionVersion: !GetAtt newVersion.Version
Name: BLUE
RoutingConfig:
AdditionalVersionWeights:
- FunctionVersion: !GetAtt version.Version
FunctionWeight: 0.5

AWS::Lambda::Alias AliasRoutingConfiguration
Lambda 関数エイリアスのトラフィック移行の設定

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AdditionalVersionWeights" : [ VersionWeight (p. 4530), ... ]

YAML
AdditionalVersionWeights:
- VersionWeight (p. 4530)

プロパティ
AdditionalVersionWeights
2 番目のバージョンと、これにルーティングされたトラフィックの割合。
必須: はい
タイプ: VersionWeight (p. 4530) のリスト
Update requires: No interruption

例
ルーティング設定
受信リクエストの半分を 2 番目のバージョンにルーティングするエイリアス。

YAML
alias:
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
FunctionName: !Ref function
FunctionVersion: !GetAtt newVersion.Version
Name: BLUE
RoutingConfig:
AdditionalVersionWeights:
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- FunctionVersion: !GetAtt version.Version
FunctionWeight: 0.5

AWS::Lambda::Alias ProvisionedConcurrencyConfiguration
関数のエイリアスに対してプロビジョニングされた同時実行数の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ProvisionedConcurrentExecutions" : Integer

YAML
ProvisionedConcurrentExecutions: Integer

プロパティ
ProvisionedConcurrentExecutions
エイリアスに割り当てるプロビジョニングされた同時実行数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

例
プロビジョニングされた同時実行数
プロビジョニングされた同時実行数が 20 のエイリアス。

YAML
alias:
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
FunctionName: !Ref function
FunctionVersion: !GetAtt newVersion.Version
Name: BLUE
ProvisionedConcurrencyConfig:
ProvisionedConcurrentExecutions: 20

AWS::Lambda::Alias VersionWeight
Lambda 関数エイリアスのトラフィック移行の設定

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"FunctionVersion" : String,
"FunctionWeight" : Double

YAML
FunctionVersion: String
FunctionWeight: Double

プロパティ
FunctionVersion
2 番目のバージョンの修飾子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FunctionWeight
エイリアスが 2 番目のバージョンにルーティングされるトラフィックの割合。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

例
ルーティング設定
受信リクエストの半分を 2 番目のバージョンにルーティングするエイリアス。

YAML
alias:
Type: AWS::Lambda::Alias
Properties:
FunctionName: !Ref function
FunctionVersion: !GetAtt newVersion.Version
Name: BLUE
RoutingConfig:
AdditionalVersionWeights:
- FunctionVersion: !GetAtt version.Version
FunctionWeight: 0.5

AWS::Lambda::CodeSigningConfig
コード署名設定の詳細。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::CodeSigningConfig",
"Properties" : {
"AllowedPublishers" : AllowedPublishers (p. 4533),
"CodeSigningPolicies" : CodeSigningPolicies (p. 4534),
"Description" : String
}

YAML
Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig
Properties:
AllowedPublishers:
AllowedPublishers (p. 4533)
CodeSigningPolicies:
CodeSigningPolicies (p. 4534)
Description: String

プロパティ
AllowedPublishers
許可されたパブリッシャーのリスト。
必須: はい
タイプ: AllowedPublishers (p. 4533)
Update requires: No interruption
CodeSigningPolicies
コード署名ポリシーは、署名の不一致または有効期限の検証失敗アクションを制御します。
必須: いいえ
タイプ: CodeSigningPolicies (p. 4534)
Update requires: No interruption
Description
コード署名設定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CodeSigningConfigArn
コード署名設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
CodeSigningConfigId
コード署名設定 ID。

AWS::Lambda::CodeSigningConfig AllowedPublishers
コードパッケージに署名できる署名プロファイルのリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SigningProfileVersionArns" : [ String, ... ]

YAML
SigningProfileVersionArns:
- String

プロパティ
SigningProfileVersionArns
各署名プロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。署名プロファイルは、コードパッケージに署
名できる信頼できるユーザーを定義します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
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AWS::Lambda::CodeSigningConfig CodeSigningPolicies
コード署名設定ポリシーは、署名の不一致または有効期限の、検証の失敗アクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"UntrustedArtifactOnDeployment" : String

YAML
UntrustedArtifactOnDeployment: String

プロパティ
UntrustedArtifactOnDeployment
デプロイ検証の失敗のためのコード署名設定ポリシー。ポリシーを Enforce に設定した場合、署名
の検証チェックが失敗すると、Lambda はデプロイリクエストをブロックします。ポリシーを Warn
に設定した場合、Lambda はデプロイを許可し、CloudWatch ログを作成します。
デフォルト値: Warn
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Enforce | Warn
Update requires: No interruption

AWS::Lambda::EventInvokeConfig
AWS::Lambda::EventInvokeConfig リソースは、バージョンまたはエイリアスに対する 非同期呼び出
し のオプションを設定します。
デフォルトでは、関数がエラーを返した場合、Lambda は非同期呼び出しを 2 回再試行します。イベント
は最大 6 時間キューに保持されます。イベントがすべての処理に失敗した場合、または非同期呼び出し
キューに長時間残っている場合、Lambda はそれを破棄します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Lambda::EventInvokeConfig",
"Properties" : {
"DestinationConfig" : DestinationConfig (p. 4537),
"FunctionName" : String,
"MaximumEventAgeInSeconds" : Integer,
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}

}

"MaximumRetryAttempts" : Integer,
"Qualifier" : String

YAML
Type: AWS::Lambda::EventInvokeConfig
Properties:
DestinationConfig:
DestinationConfig (p. 4537)
FunctionName: String
MaximumEventAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer
Qualifier: String

プロパティ
DestinationConfig
処理のために関数に送信された後のイベントの宛先。

送信先
• 関数 - Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キュー - SQS キューの ARN。
• トピック - SNS トピックの ARN。
• イベントバス - Amazon EventBridge イベントバスの ARN。
必須: いいえ
タイプ: DestinationConfig (p. 4537)
Update requires: No interruption
FunctionName
Lambda 関数の名前。
最小: 1
最大: 64
パターン: ([a-zA-Z0-9-_]+)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MaximumEventAgeInSeconds
Lambda が処理のために関数に送信するリクエストの最大経過時間。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 60
最大: 21600
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Update requires: No interruption
MaximumRetryAttempts
関数がエラーを返すときに再試行する最大回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 2
Update requires: No interruption
Qualifier
バージョンまたはエイリアスの識別子。
• バージョン - バージョン番号。
• エイリアス - エイリアス名。
• 最新 - 未公開バージョンを指定するには、$LATEST を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: (|[a-zA-Z0-9$_-]+)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
When you pass the logical ID of this resource to the intrinsic Ref function, Ref returns a unique identifier
for this resource.

例
非同期呼び出し設定
関数のバージョンのエラー処理と宛先設定。Node.js 関数とバージョンが含まれています。

YAML
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Code:
ZipFile: |
exports.handler = async (event) => {
console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
const response = {
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statusCode: 200,
body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),

};
return response;

};
Runtime: nodejs12.x
TracingConfig:
Mode: Active
version:
Type: AWS::Lambda::Version
Properties:
FunctionName: !Ref function
asyncconfig:
Type: AWS::Lambda::EventInvokeConfig
Properties:
DestinationConfig:
OnFailure:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq
OnSuccess:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq
FunctionName: !Ref function
MaximumEventAgeInSeconds: 300
MaximumRetryAttempts: 1
Qualifier: !GetAtt version.Version

AWS::Lambda::EventInvokeConfig DestinationConfig
Lambda がイベントを処理した後のイベントの送信先を指定する設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnFailure" : OnFailure (p. 4538),
"OnSuccess" : OnSuccess (p. 4539)

YAML
OnFailure:
OnFailure (p. 4538)
OnSuccess:
OnSuccess (p. 4539)

プロパティ
OnFailure
失敗した呼び出しの送信先設定。
必須: いいえ
タイプ: OnFailure (p. 4538)
Update requires: No interruption
OnSuccess
成功した呼び出しの送信先設定。
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必須: いいえ
タイプ: OnSuccess (p. 4539)
Update requires: No interruption

例
障害時の送信先設定
失敗した非同期呼び出しのレコードを SQS キューに送信する関数を設定します。

YAML
DestinationConfig:
OnFailure:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq

AWS::Lambda::EventInvokeConfig OnFailure
処理に失敗したイベントの送信先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : String

YAML
Destination: String

プロパティ
Destination
送信先リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 350
パターン: ^$|arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
Update requires: No interruption

例
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障害時の送信先設定
失敗した非同期呼び出しのレコードを SQS キューに送信する関数を設定します。

YAML
OnFailure:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq

AWS::Lambda::EventInvokeConfig OnSuccess
正常に処理されたイベントの送信先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : String

YAML
Destination: String

プロパティ
Destination
送信先リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 350
パターン: ^$|arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
Update requires: No interruption

例
成功時の送信先設定
成功した非同期呼び出しのレコードを SQS キューに送信する関数を設定します。

YAML
OnSuccess:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:destination
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AWS::Lambda::EventSourceMapping
AWS::Lambda::EventSourceMapping リソースは、イベントソースと AWS Lambda 関数間のマッピン
グを作成します。Lambda は、イベントソースから項目を読み込み、関数をトリガーします。
各イベントソースタイプの詳細については、次のトピックを参照してください。特に、各トピックでは、
特定のイベントソースの必須パラメータとオプションのパラメータについて説明します。
• Dynamo DB ストリームをイベントソースとして設定する
• Kinesis ストリームをイベントソースとして設定する
• イベントソースとしての SQS キューの設定
• イベントソースとしての MQ ブローカーの設定
• MSK をイベントソースとして設定する
• セルフマネージド型 Apache Kafka をイベントソースとして設定する

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::EventSourceMapping",
"Properties" : {
"BatchSize" : Integer,
"BisectBatchOnFunctionError" : Boolean,
"DestinationConfig" : DestinationConfig (p. 4546),
"Enabled" : Boolean,
"EventSourceArn" : String,
"FunctionName" : String,
"FunctionResponseTypes" : [ String, ... ],
"MaximumBatchingWindowInSeconds" : Integer,
"MaximumRecordAgeInSeconds" : Integer,
"MaximumRetryAttempts" : Integer,
"ParallelizationFactor" : Integer,
"Queues" : [ String, ... ],
"SelfManagedEventSource" : SelfManagedEventSource (p. 4548),
"SourceAccessConfigurations" : [ SourceAccessConfiguration (p. 4549), ... ],
"StartingPosition" : String,
"StartingPositionTimestamp" : Double,
"Topics" : [ String, ... ],
"TumblingWindowInSeconds" : Integer
}

YAML
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
BatchSize: Integer
BisectBatchOnFunctionError: Boolean
DestinationConfig:
DestinationConfig (p. 4546)
Enabled: Boolean
EventSourceArn: String
FunctionName: String
FunctionResponseTypes:
- String
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MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer
ParallelizationFactor: Integer
Queues:
- String
SelfManagedEventSource:
SelfManagedEventSource (p. 4548)
SourceAccessConfigurations:
- SourceAccessConfiguration (p. 4549)
StartingPosition: String
StartingPositionTimestamp: Double
Topics:
- String
TumblingWindowInSeconds: Integer

プロパティ
BatchSize
Lambda がストリームまたはキューから取得して関数に送信する各バッチ内のレコードの最大
数。Lambda は、同期呼び出しのペイロード制限 (6 MB) まで、バッチ内のすべてのレコードを 1 回の
呼び出しで関数に渡します。
• Amazon Kinesis - デフォルト 100。最大 10,000。
• Amazon DynamoDB Streams - デフォルト 100。最大 1,000。
• Amazon Simple Queue Service - デフォルト 10。標準キューの場合、最大値は 10,000 です。FIFO
キューの場合、最大値は 10 です。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
• セルフマネージド Apache Kafka - デフォルト 100。最大 10,000。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 10000
Update requires: No interruption
BisectBatchOnFunctionError
(ストリームのみ) 関数がエラーを返した場合は、バッチを 2 つに分割して再試行します。デフォルト
値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DestinationConfig
(ストリームのみ) 廃棄されたレコードの Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの送信
先。
必須: いいえ
タイプ: DestinationConfig (p. 4546)
Update requires: No interruption
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Enabled
true の場合、イベントソースマッピングがアクティブになります。false の場合、Lambda はポーリン
グと呼び出しを一時停止します。
デフォルト: True
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EventSourceArn
イベントソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Amazon Kinesis - データストリームまたはストリームコンシューマーの ARN。
• Amazon DynamoDB ストリーム - ストリームの ARN。
• Amazon Simple Queue Service - キューの ARN。
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka - クラスターの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
Update requires: Replacement
FunctionName
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• バージョンまたはエイリアス ARN - arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:MyFunction:PROD.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Update requires: No interruption
FunctionResponseTypes
(ストリーム) イベントソースマッピングに適用されている現在のレスポンスタイプの列挙型のリス
ト。
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有効な値: ReportBatchItemFailures
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
MaximumBatchingWindowInSeconds
(ストリームと Amazon SQS 標準キュー) 関数を呼び出す前に Lambda がレコードの収集に費やす最
大時間 (秒)。
デフォルト: 0
関連設定: 10 より大きい値に BatchSize を設定する場合
は、MaximumBatchingWindowInSeconds を少なくとも 1 に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 300
Update requires: No interruption
MaximumRecordAgeInSeconds
(ストリームのみ) 指定した経過期間よりも古いレコードを破棄します。デフォルト値は -1 です。これ
は、最大経過時間を無限に設定します。値が無限に設定されている場合、Lambda は古いレコードを
破棄しません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: -1
最大: 604800
Update requires: No interruption
MaximumRetryAttempts
(ストリームのみ) 指定した再試行数の後でレコードを破棄します。デフォルト値は -1 です。これは、
最大再試行回数を無限に設定します。MaximumRetryAttempts が無限の場合、Lambda はイベント
ソースでレコードが失効するまで、失敗したレコードを再試行します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: -1
最大: 10000
Update requires: No interruption
ParallelizationFactor
(ストリームのみ) 各シャードから同時に処理するバッチの数。デフォルト値は 1 です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 10
Update requires: No interruption
Queues
(Amazon MQ) 消費する Amazon MQ ブローカーの送信先キューの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
SelfManagedEventSource
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
必須: いいえ
タイプ: SelfManagedEventSource (p. 4548)
Update requires: Replacement
SourceAccessConfigurations
イベントソースをセキュリティで保護して定義するための認証プロトコル、VPC コンポーネント、ま
たは仮想ホストの配列。
必須: いいえ
タイプ: SourceAccessConfiguration (p. 4549) のリスト
最大: 22
Update requires: No interruption
StartingPosition
読み取りを開始するストリームの場所。Amazon Kinesis、Amazon DynamoDB、Amazon MSK
Streams の各ソースに必須です。
• LATEST - 新しいレコードのみを読み込みます。
• TRIM_HORIZON - 使用可能なすべてのレコードを処理します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StartingPositionTimestamp
StartingPosition が AT_TIMESTAMP に設定されます (読み込みを開始する時刻 (Unix 時間 (秒))。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
Topics
Kafka トピックの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
TumblingWindowInSeconds
(ストリームのみ) 処理ウィンドウの継続時間 (秒)。指定できる範囲は 1 秒から 900 秒までです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 900
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: マッピング ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Id
Property description not available.

例
イベントソースマッピング
Amazon Kinesis からイベントを読み取り、同じテンプレートで Lambda 関数を呼び出すイベントソース
マッピングを作成します。

JSON
"EventSourceMapping": {
"Type": "AWS::Lambda::EventSourceMapping",
"Properties": {
"EventSourceArn": {
"Fn::Join": [
"",
[
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]

}

}

]

"arn:aws:kinesis:",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
":",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":stream/",
{
"Ref": "KinesisStream"
}

},
"FunctionName": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaFunction",
"Arn"
]
},
"StartingPosition": "TRIM_HORIZON"

YAML
MyEventSourceMapping:
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
EventSourceArn:
Fn::Join:
- ""
- "arn:aws:kinesis:"
Ref: "AWS::Region"
- ":"
Ref: "AWS::AccountId"
- ":stream/"
Ref: "KinesisStream"
FunctionName:
Fn::GetAtt:
- "LambdaFunction"
- "Arn"
StartingPosition: "TRIM_HORIZON"

AWS::Lambda::EventSourceMapping DestinationConfig
Lambda がイベントを処理した後のイベントの送信先を指定する設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnFailure" : OnFailure (p. 4548)
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YAML
OnFailure:
OnFailure (p. 4548)

プロパティ
OnFailure
失敗した呼び出しの送信先設定。
必須: いいえ
タイプ: OnFailure (p. 4548)
Update requires: No interruption

例
障害時の送信先設定
失敗したバッチのレコードを SQS キューに送信する関数を設定します。

YAML
DestinationConfig:
OnFailure:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq

AWS::Lambda::EventSourceMapping Endpoints
Kafka ブローカー用のブートストラップサーバーのリストは、次の形式で示されます:
"KafkaBootstrapServers": ["abc.xyz.com:xxxx","abc2.xyz.com:xxxx"]。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KafkaBootstrapServers" : [ String, ... ]

YAML
KafkaBootstrapServers:
- String

プロパティ
KafkaBootstrapServers
Kafka ブローカー用のブートストラップサーバーのリストは、次の形式で示されます:
"KafkaBootstrapServers": ["abc.xyz.com:xxxx","abc2.xyz.com:xxxx"]。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::Lambda::EventSourceMapping OnFailure
処理に失敗したイベントの送信先。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : String

YAML
Destination: String

プロパティ
Destination
送信先リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 350
パターン: ^$|arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
Update requires: No interruption

例
障害時の送信先設定
失敗したバッチのレコードを SQS キューに送信する関数を設定します。

YAML
OnFailure:
Destination: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq

AWS::Lambda::EventSourceMapping SelfManagedEventSource
イベントソースのセルフマネージド Apache Kafka クラスター。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Endpoints" : Endpoints (p. 4547)

YAML
Endpoints:
Endpoints (p. 4547)

プロパティ
Endpoints
Kafka ブローカー用のブートストラップサーバーのリストは、次の形式で示されます:
"KafkaBootstrapServers": ["abc.xyz.com:xxxx","abc2.xyz.com:xxxx"]。
必須: いいえ
タイプ: エンドポイント (p. 4547)
Update requires: Replacement

AWS::Lambda::EventSourceMapping SourceAccessConfiguration
イベントソースをセキュリティで保護して定義するための認証プロトコル、VPC コンポーネント、または
仮想ホストの配列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"URI" : String

YAML
Type: String
URI: String

プロパティ
Type
イベントソースの認証プロトコル、VPC コンポーネント、または仮想ホストのタイプ。例:
"Type":"SASL_SCRAM_512_AUTH"。
• BASIC_AUTH - (Amazon MQ) ブローカーの認証情報を保存する AWS Secrets Manager シークレッ
ト。
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• BASIC_AUTH - (セルフマネージド Apache Kafka) Apache Kafka ブローカーの SASL/PLAIN 認証に
使用されるシークレットキーの Secrets Manager ARN。
• VPC_SUBNET - VPC に関連付けられたサブネット。Lambda はこれらのサブネットに接続して、セ
ルフマネージド Apache Kafka クラスターからデータを取得します。
• VPC_SECURITY_GROUP - セルフマネージド Apache Kafka ブローカーへのアクセスを管理するため
に使用される VPC セキュリティグループ。
• SASL_SCRAM_256_AUTH - セルフマネージド Apache Kafka ブローカーの SASL SCRAM-256 認証
に使用されるシークレットキーの Secrets Manager ARN。
• SASL_SCRAM_512_AUTH - セルフマネージド Apache Kafka ブローカーの SASL SCRAM-512 認証
に使用されるシークレットキーの Secrets Manager ARN。
• VIRTUAL_HOST - (Amazon MQ) RabbitMQ ブローカーの仮想ホストの名前。Lambda はこの
RabbitMQ ホストをイベントソースとして使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: BASIC_AUTH | SASL_SCRAM_256_AUTH | SASL_SCRAM_512_AUTH |
VIRTUAL_HOST | VPC_SECURITY_GROUP | VPC_SUBNET
Update requires: No interruption
URI
Type で選択した設定の値。例: "URI": "arn:aws:secretsmanager:useast-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName"。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 200
パターン: [a-zA-Z0-9-\/*:_+=.@-]*
Update requires: No interruption

AWS::Lambda::Function
AWS::Lambda::Function リソースは、Lambda 関数を作成します。関数を作成するには、デプロイ
パッケージと実行ロールが必要です。デプロイパッケージは、関数コードを含む .zip ファイルアーカイ
ブまたはコンテナイメージです。実行ロールにより、AWS サービス (ログをストリーミングするための
Amazon CloudWatch Logs、リクエストをトレースするための AWS X-Ray など) を使用するアクセス許可
が関数に付与されます。
デプロイパッケージがコンテナイメージの場合は、パッケージの種類を Image に設定します。コンテナイ
メージの場合、コードプロパティに Amazon ECR レジストリのコンテナイメージの URI を含める必要が
あります。ハンドラープロパティとランタイムプロパティを指定する必要はありません。
デプロイパッケージが.zip ファイルアーカイブの場合は、パッケージの種類を Zip に設定します。.zip
ファイルアーカイブの場合、code プロパティは .zip ファイルの場所を指定します。また、ハンドラープロ
パティとランタイムプロパティも指定する必要があります。
デプロイパッケージが .zip ファイルアーカイブの場合は、コード署名を使用できます。この関数のコード
署名を有効にするには、コード署名設定の ARN を指定します。ユーザーが UpdateFunctionCode を使
用してコードパッケージのデプロイを試みると、そのパッケージに信頼できる発行元からの有効な署名が
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あるかどうかが、Lambda によりチェックされます。code-signing の設定には、一連の署名プロファイル
が含まれており、このプロファイルにより、関数から信頼された発行元が定義されます。
AWS::Lambda::Version または AWS::Lambda::Alias でプロビジョンされた同時実行を設定するこ
とに注意してください。
Lambda 関数の全概要については、 Lambda 開発者ガイド の Lambda とは をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::Function",
"Properties" : {
"Code" : Code (p. 4558),
"CodeSigningConfigArn" : String,
"DeadLetterConfig" : DeadLetterConfig (p. 4560),
"Description" : String,
"Environment" : Environment (p. 4561),
"FileSystemConfigs" : [ FileSystemConfig (p. 4561), ... ],
"FunctionName" : String,
"Handler" : String,
"ImageConfig" : ImageConfig (p. 4562),
"KmsKeyArn" : String,
"Layers" : [ String, ... ],
"MemorySize" : Integer,
"PackageType" : String,
"ReservedConcurrentExecutions" : Integer,
"Role" : String,
"Runtime" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Timeout" : Integer,
"TracingConfig" : TracingConfig (p. 4563),
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 4564)
}

YAML
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
Code (p. 4558)
CodeSigningConfigArn: String
DeadLetterConfig:
DeadLetterConfig (p. 4560)
Description: String
Environment:
Environment (p. 4561)
FileSystemConfigs:
- FileSystemConfig (p. 4561)
FunctionName: String
Handler: String
ImageConfig:
ImageConfig (p. 4562)
KmsKeyArn: String
Layers:
- String
MemorySize: Integer
PackageType: String
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ReservedConcurrentExecutions: Integer
Role: String
Runtime: String
Tags:
- Tag
Timeout: Integer
TracingConfig:
TracingConfig (p. 4563)
VpcConfig:
VpcConfig (p. 4564)

プロパティ
Code
関数のコード。
必須: はい
タイプ: Code (p. 4558)
Update requires: No interruption
CodeSigningConfigArn
この関数のコード署名を有効にするには、コード署名設定の ARN を指定します。code-signing の設定
には、一連の署名プロファイルが含まれており、このプロファイルにより、関数から信頼された発行
元が定義されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
パターン: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[a-z]+\d{1}:\d{12}:code-signing-config:csc-[a-z0-9]{17}
Update requires: No interruption
DeadLetterConfig
処理に失敗したときに Lambda が非同期イベントを送信するキューまたはトピックを指定するデッド
レターキュー設定。詳細については、「デッドレターキュー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: DeadLetterConfig (p. 4560)
Update requires: No interruption
Description
関数の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
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Environment
実行中に関数コードからアクセス可能な環境変数。
必須: いいえ
タイプ: 環境 (p. 4561)
Update requires: No interruption
FileSystemConfigs
Amazon EFS ファイルシステムの接続設定。関数をファイルシステムに接続するには、関数が接続す
るすべてのアベイラビリティーゾーンでマウントターゲットが使用可能である必要があります。テン
プレートに AWS::EFS::MountTarget リソースが含まれている場合は、関数の前にマウントターゲット
が作成または更新されるように DependsOn 属性も指定する必要があります。
DependsOn 属性の使用の詳細については、「DependsOn 属性」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: FileSystemConfig (p. 4561) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
FunctionName
Lambda 関数の名前 (最大 64 文字)。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation により名前が生成
されます。
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、一定の中
断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある場合は、新しい名
前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Handler
関数を実行するために Lambda が呼び出すコード内のメソッドの名前。形式にはファイル名を含め
ます。また、ランタイムに応じて名前空間や他の修飾子を含めることもできます。詳細については、
「プログラミングモデル」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: [^\s]+
Update requires: No interruption
ImageConfig
コンテナイメージ Dockerfile の設定を上書きする設定値。コンテナの設定を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ImageConfig (p. 4562)
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Update requires: No interruption
KmsKeyArn
関数の環境変数の暗号化に使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーの ARN。指定
されていない場合は、AWS Lambda はデフォルトのサービスキーを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
Update requires: No interruption
Layers
関数の実行環境に追加する関数レイヤーのリスト。その ARN ごとに各レイヤーを指定します (バー
ジョンも含めます)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MemorySize
実行時に関数で使用できるメモリの量。関数のメモリを増やすと、関数の CPU 割り当ても増えま
す。デフォルト値は 128 MB です。値には、1 MB の任意の倍数を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 128
最大: 10240
Update requires: No interruption
PackageType
デプロイパッケージのタイプ。コンテナイメージでは Image に設定し、.zip ファイルアーカイブでは
Zip を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Image | Zip
Update requires: No interruption
ReservedConcurrentExecutions
関数用に予約する同時実行数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
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Role
関数の実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+
Update requires: No interruption
Runtime
関数のランタイムの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: dotnetcore1.0 | dotnetcore2.0 | dotnetcore2.1 | dotnetcore3.1
| go1.x | java11 | java8 | java8.al2 | nodejs | nodejs10.x | nodejs12.x |
nodejs14.x | nodejs4.3 | nodejs4.3-edge | nodejs6.10 | nodejs8.10 | provided
| provided.al2 | python2.7 | python3.6 | python3.7 | python3.8 | python3.9 |
ruby2.5 | ruby2.7
Update requires: No interruption
Tags
関数に適用するタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Timeout
Lambda が関数を停止するまでに、関数に許可する実行時間。デフォルト値は 3 秒です。最大許容値
は 900 秒です。詳細については、「Lambda 実行環境」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
TracingConfig
Mode を Active に設定し、X-Ray で着信リクエストのサブセットをサンプリングおよびトレースし
ます。
必須: いいえ
タイプ: TracingConfig (p. 4563)
Update requires: No interruption
VpcConfig
VPC 内の AWS リソースへのネットワーク接続には、VPC のセキュリティグループとサブネットのリ
ストを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 4564)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
関数の Amazon リソースネーム (ARN)。

例
関数
Node.js 関数を作成します。

JSON
"AMIIDLookup": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Handler": "index.handler",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"LambdaExecutionRole",
"Arn"
]
},
"Code": {
"S3Bucket": "lambda-functions",
"S3Key": "amilookup.zip"
},
"Runtime": "nodejs12.x",
"Timeout": 25,
"TracingConfig": {
"Mode": "Active"
}
}
}

インライン関数
cfn-response ライブラリを使用するインライン Node.js 関数。
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Lambda function with cfn-response.
Resources:
primer:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Runtime: nodejs12.x
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Handler: index.handler
Code:
ZipFile: |
var aws = require('aws-sdk')
var response = require('cfn-response')
exports.handler = function(event, context) {
console.log("REQUEST RECEIVED:\n" + JSON.stringify(event))
// For Delete requests, immediately send a SUCCESS response.
if (event.RequestType == "Delete") {
response.send(event, context, "SUCCESS")
return
}
var responseStatus = "FAILED"
var responseData = {}
var functionName = event.ResourceProperties.FunctionName
var lambda = new aws.Lambda()
lambda.invoke({ FunctionName: functionName }, function(err, invokeResult) {
if (err) {
responseData = {Error: "Invoke call failed"}
console.log(responseData.Error + ":\n", err)
}
else responseStatus = "SUCCESS"
response.send(event, context, responseStatus, responseData)
})
}
Description: Invoke a function during stack creation.
TracingConfig:
Mode: Active

VPC 関数
VPC に接続された関数。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: VPC function.
Resources:
Function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Code:
S3Bucket: my-bucket
S3Key: function.zip
Runtime: nodejs12.x
Timeout: 5
TracingConfig:
Mode: Active
VpcConfig:
SecurityGroupIds:
- sg-085912345678492fb
SubnetIds:
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- subnet-071f712345678e7c8
- subnet-07fd123456788a036

AWS::Lambda::Function Code
Lambda 関数のデプロイパッケージ。コンテナイメージとして定義された関数をデプロイするに
は、Amazon ECR レジストリ内のコンテナイメージの場所を指定します。.zip ファイルデプロイパッケー
ジでは、Amazon S3 内のオブジェクトの場所を指定できます。Node.js および Python 関数の場合は、テ
ンプレートにインラインで関数コードを指定できます。
Amazon S3 内のデプロイパッケージの変更は、スタックの更新時に自動的には検出されません。関数コー
ドを更新するには、テンプレートでオブジェクトキーまたはバージョンを変更します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ImageUri" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String,
"S3ObjectVersion" : String,
"ZipFile" : String

YAML
ImageUri: String
S3Bucket: String
S3Key: String
S3ObjectVersion: String
ZipFile: String

プロパティ
ImageUri
Amazon ECR レジストリ内のコンテナイメージの URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3Bucket
関数と同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケット。バケットがある AWS アカウントは異なる
場合があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: ^[0-9A-Za-z\.\-_]*(?<!\.)$
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Update requires: No interruption
S3Key
デプロイパッケージの Amazon S3 キー。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
S3ObjectVersion
バージョニングされたオブジェクトの場合、使用するデプロイパッケージオブジェクトのバージョ
ン。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
ZipFile
(Node.js および Python) Lambda 関数のソースコード。このパラメータに関数のソースをインライン
で含めると、AWS CloudFormation では、これを index というファイルに配置して圧縮し、デプロイ
パッケージを作成します。Handler プロパティの場合、ハンドラー識別子の最初の部分は index に
する必要があります。たとえば、index.handler と指定します。
ソースコードには、最大 4,096 文字を含めることができます。JSON の場合は、引用符と、改行 (\n)
などの特殊文字はバックスラッシュを使用してエスケープする必要があります。
AWS CloudFormation カスタムリソースと通信する関数を指定する場合、関数を呼び出したカスタ
ムリソースに応答を送信するために独自の関数を作成する必要はありません。AWS CloudFormation
は、応答の送信を簡素化する応答モジュール (cfn-response) を提供します。詳細については、 AWS
CloudFormation での AWS Lambda の使用 を参照してください 。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
インライン関数
cfn-response ライブラリを使用するインライン Node.js 関数。

YAML
Code:
ZipFile: |
var aws = require('aws-sdk')
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var response = require('cfn-response')
exports.handler = function(event, context) {
console.log("REQUEST RECEIVED:\n" + JSON.stringify(event))
// For Delete requests, immediately send a SUCCESS response.
if (event.RequestType == "Delete") {
response.send(event, context, "SUCCESS")
return
}
var responseStatus = "FAILED"
var responseData = {}
var functionName = event.ResourceProperties.FunctionName
var lambda = new aws.Lambda()
lambda.invoke({ FunctionName: functionName }, function(err, invokeResult) {
if (err) {
responseData = {Error: "Invoke call failed"}
console.log(responseData.Error + ":\n", err)
}
else responseStatus = "SUCCESS"
response.send(event, context, responseStatus, responseData)
})
}

AWS::Lambda::Function DeadLetterConfig
失敗した非同期呼び出しのデッドレターキュー。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TargetArn" : String

YAML
TargetArn: String

プロパティ
TargetArn
Amazon SQS キューまたは Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:[a-z0-9-.]+:.*)|()
Update requires: No interruption

例
Dead-letter Queue
デッドレターキューを関数に追加します。
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YAML
DeadLetterConfig:
TargetArn: arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:dlq

AWS::Lambda::Function Environment
関数の環境変数を設定。環境変数を使用すると、コードを更新せずに関数の動作を調整できます。環境変
数は、関数のバージョン固有の設定に保存される文字列のペアです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Variables" : {Key : Value, ...}

YAML
Variables:
Key : Value

プロパティ
Variables
各環境変数はキーと値のペア。詳細については、Using Lambda environment variables をご参照くだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

例
Environment Variables
環境変数を関数に追加します。各変数はキーと値のペアです。この例では、databaseName および
databaseUser の値を指定します。

YAML
Environment:
Variables:
databaseName: lambdadb
databaseUser: admin

AWS::Lambda::Function FileSystemConfig
Lambda 関数と Amazon EFS ファイルシステム間の接続に関する詳細。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"LocalMountPath" : String

YAML
Arn: String
LocalMountPath: String

プロパティ
Arn
ファイルシステムへのアクセスを提供する Amazon EFS アクセスポイントの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 200
パターン: arn:aws[a-zA-Z-]*:elasticfilesystem:[a-z]{2}((-gov)|(-iso(b?)))?-[az]+-\d{1}:\d{12}:access-point/fsap-[a-f0-9]{17}
Update requires: No interruption
LocalMountPath
関数がファイルシステムにアクセスできる /mnt/ で始まるパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 160
パターン: ^/mnt/[a-zA-Z0-9-_.]+$
Update requires: No interruption

AWS::Lambda::Function ImageConfig
コンテナイメージ Dockerfile の設定を上書きする設定値。コンテナの設定を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Command" : [ String, ... ],
"EntryPoint" : [ String, ... ],
"WorkingDirectory" : String

YAML
Command:
- String
EntryPoint:
- String
WorkingDirectory: String

プロパティ
Command
ENTRYPOINT とともに渡すパラメータを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1500
Update requires: No interruption
EntryPoint
アプリケーションへのエントリポイントを指定します。通常、これはランタイム実行可能ファイルの
場所です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1500
Update requires: No interruption
WorkingDirectory
作業ディレクトリを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1000
Update requires: No interruption

AWS::Lambda::Function TracingConfig
関数の AWS X-Ray トレース設定。受信リクエストのサンプリングと記録には、Mode を Active に設定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Mode" : String

YAML
Mode: String

プロパティ
Mode
トレースモード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Active | PassThrough
Update requires: No interruption

例
Tracing Configuration
関数でアクティブトレースを有効にします。

YAML
TracingConfig:
Mode: Active

AWS::Lambda::Function VpcConfig
Lambda 関数に関連付けられている VPC セキュリティグループとサブネット。関数を VPC に接続する
と、Lambda は、関数の VPC 設定内のセキュリティグループとサブネットの組み合わせごとに Elastic
Network Interface を作成します。この関数は、その VPC を介してのみリソースとインターネットにアク
セスできます。詳細については、「VPC 設定」を参照してください。

Note
関数を削除すると、AWS CloudFormation は、そのネットワークインターフェイスの状態をモニ
タリングし、Lambda が関数を削除するのを待機してから処理を続行します。VPC が同じスタッ
クで定義されている場合、AWS CloudFormation が VPC のリソースを削除する前に、Lambda が
ネットワークインターフェイスを削除する必要があります。
ネットワークインターフェイスをモニタリングするには、AWS CloudFormation に
ec2:DescribeNetworkInterfaces の許可が必要です。スタックを変更するユーザーまたは
ロールからこれを取得します。この許可を付与しない場合、AWS CloudFormation はネットワー
クインターフェイスの削除を待機しません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
SubnetIds
VPC サブネット ID のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption

例
VPC 設定
関数を VPC に接続します。

YAML
VpcConfig:
SecurityGroupIds:
- sg-085912345678492fb
SubnetIds:
- subnet-071f712345678e7c8
- subnet-07fd123456788a036

AWS::Lambda::LayerVersion
AWS::Lambda::LayerVersion リソースは、ZIP アーカイブから Lambda レイヤーを作成します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::LayerVersion",
"Properties" : {
"CompatibleRuntimes" : [ String, ... ],
"Content" : Content (p. 4568),
"Description" : String,
"LayerName" : String,
"LicenseInfo" : String
}

YAML
Type: AWS::Lambda::LayerVersion
Properties:
CompatibleRuntimes:
- String
Content:
Content (p. 4568)
Description: String
LayerName: String
LicenseInfo: String

プロパティ
CompatibleRuntimes
互換性のある関数のランタイムのリスト。ListLayers および ListLayerVersions でのフィルタリングに
使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 15
Update requires: Replacement
Content
関数のレイヤーアーカイブ。
必須: はい
タイプ: Content (p. 4568)
Update requires: Replacement
Description
バージョンの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 256
Update requires: Replacement
LayerName
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
Update requires: Replacement
LicenseInfo
レイヤーのソフトウェアライセンス。これは、次のいずれかとなります。
• SPDX ライセンス識別子。たとえば、MIT と指定します。
• インターネットでホストされているライセンスの URL。たとえば、https://opensource.org/
licenses/MIT と指定します。
• ライセンスのフルテキスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1 など、レイヤーバージョンの
ARN をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
レイヤーバージョン
my-layer という名前のレイヤーを作成します。

JSON
"MyLayer": {
"Type": "AWS::Lambda::LayerVersion",
"Properties": {
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}

}

"CompatibleRuntimes": [
"python3.6",
"python3.7"
],
"Content": {
"S3Bucket": "my-bucket-us-west-2-123456789012",
"S3Key": "layer.zip"
},
"Description": "My layer",
"LayerName": "my-layer",
"LicenseInfo": "MIT"

YAML
MyLayer:
Type: AWS::Lambda::LayerVersion
Properties:
CompatibleRuntimes:
- python3.6
- python3.7
Content:
S3Bucket: my-bucket-us-west-2-123456789012
S3Key: layer.zip
Description: My layer
LayerName: my-layer
LicenseInfo: MIT

AWS::Lambda::LayerVersion Content
Lambda レイヤーのコンテンツを含む ZIP アーカイブ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String,
"S3ObjectVersion" : String

YAML
S3Bucket: String
S3Key: String
S3ObjectVersion: String

プロパティ
S3Bucket
レイヤーアーカイブの Amazon S3 バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 3
最大: 63
パターン: ^[0-9A-Za-z\.\-_]*(?<!\.)$
Update requires: Replacement
S3Key
レイヤーアーカイブの Amazon S3 キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement
S3ObjectVersion
バージョニングされたオブジェクトの場合、使用するレイヤーアーカイブオブジェクトのバージョ
ン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: Replacement

例
Layer Content
Amazon S3 内のレイヤーアーカイブの場所。

JSON
"Content": {
"S3Bucket": "my-bucket-us-west-2-123456789012",
"S3Key": "layer.zip"
}

YAML
Content:
S3Bucket: my-bucket-us-west-2-123456789012
S3Key: layer.zip

AWS::Lambda::LayerVersionPermission
AWS::Lambda::LayerVersionPermission リソースは、 Lambda レイヤー のバージョンのリソース
ベースのポリシーにアクセス許可を追加します。レイヤーの使用に関するアクセス許可を他のアカウント
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に付与するには、このアクションを使用します。アクセス許可は、1 つのアカウント、すべての AWS ア
カウント、または組織内のすべてのアカウントに付与することができます。

Important
UpdateReplacePolicy のリリース以降、UpdateReplacePolicy と DeletionPolicy の両方
が、Resources/LayerPermissions の削除から保護するために必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::LayerVersionPermission",
"Properties" : {
"Action" : String,
"LayerVersionArn" : String,
"OrganizationId" : String,
"Principal" : String
}

YAML
Type: AWS::Lambda::LayerVersionPermission
Properties:
Action: String
LayerVersionArn: String
OrganizationId: String
Principal: String

プロパティ
Action
レイヤーへのアクセスを許可する API アクション。たとえば、lambda:GetLayerVersion と指定し
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 22
パターン: lambda:GetLayerVersion
Update requires: Replacement
LayerVersionArn
レイヤーの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
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パターン: (arn:[a-zA-Z0-9-]+:lambda:[a-zA-Z0-9-]+:\d{12}:layer:[a-zA-Z0-9_]+)|[a-zA-Z0-9-_]+
Update requires: Replacement
OrganizationId
プリンシパルを * に設定して、指定された組織のすべてのアカウントにアクセス許可を付与します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 34
パターン: o-[a-z0-9]{10,32}
Update requires: Replacement
Principal
組織内のすべてのアカウント、またはすべての AWS アカウント (organizationId が指定されてい
ない場合) にレイヤーの使用のための許可を付与するためのアカウント ID、または *。後者の場合、
本当にすべての AWS アカウントにこのレイヤーの使用のための許可を付与することを希望している
かどうかを確認してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: \d{12}|\*|arn:(aws[a-zA-Z-]*):iam::\d{12}:root
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1#engineering-org など、レ
イヤーバージョン ARN およびステートメント ID をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
レイヤーバージョンのアクセス許可
組織 o-t194hfs8cz のアカウントにレイヤーの使用に関するアクセス許可を付与します。

JSON
"MyLayerPermission": {
"Type": "AWS::Lambda::LayerVersionPermission",
"Properties": {
"Action": "lambda:GetLayerVersion",
"LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1",
"OrganizationId": "o-t194hfs8cz",
"Principal": "*"
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}

}

YAML
MyLayerPermission:
Type: AWS::Lambda::LayerVersionPermission
Properties:
Action: lambda:GetLayerVersion
LayerVersionArn: arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1
OrganizationId: o-t194hfs8cz
Principal: *

AWS::Lambda::Permission
AWS::Lambda::Permission リソースは、関数を使用するためのアクセス許可を AWS サービスまたは
別のアカウントに付与します。関数レベルでポリシーを適用したり、1 つのバージョンまたはエイリアス
へのアクセスを制限する修飾子を指定したりすることができます。修飾子を使用する場合は、バージョン
の完全な Amazon リソースネーム (ARN) またはエイリアスを使用して関数を呼び出す必要があります。
別のアカウントにアクセス許可を付与するには、アカウント ID を Principal として指定しま
す。AWS サービスの場合、プリンシパルは、サービスによって定義されたドメイン形式の識別子
(s3.amazonaws.com や sns.amazonaws.com など) です。AWS のサービスの場合、関連付けられたリ
ソースの ARN を SourceArn として指定することもできます。ソースを指定せずにアクセス許可をサー
ビスプリンシパルに付与した場合は、他のアカウントが Lambda 関数を呼び出すようにそのアカウントの
リソースを設定する可能性があります。
このリソースにより、ステートメントが関数のリソースベースのアクセス許可ポリシーに追加されます。
関数ポリシーの詳細については、「Lambda 関数ポリシー」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::Permission",
"Properties" : {
"Action" : String,
"EventSourceToken" : String,
"FunctionName" : String,
"Principal" : String,
"SourceAccount" : String,
"SourceArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
Action: String
EventSourceToken: String
FunctionName: String
Principal: String
SourceAccount: String
SourceArn: String
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プロパティ
Action
プリンシパルが関数で使用できるアクション。例え
ば、lambda:InvokeFunction、lambda:GetFunction などです。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: (lambda:[*]|lambda:[a-zA-Z]+|[*])
Update requires: Replacement
EventSourceToken
Alexa Smart Home 関数の場合、呼び出し元によって指定される必要のあるトークン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
パターン: [a-zA-Z0-9._\-]+
Update requires: Replacement
FunctionName
Lambda 関数、バージョン、またはエイリアスの名前。

名前の形式
• 関数名 - my-function (名前のみ)、my-function:v1 (エイリアス付き)。
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function.
• 一部の ARN - 123456789012:function:my-function.
バージョン番号またはエイリアスを任意の形式に追加できます。完全な ARN にのみ適用される長さ
の制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Update requires: Replacement
Principal
関数を呼び出す AWS のサービスまたはアカウント。サービスを指定する場合は、SourceArn または
SourceAccount を使用して、そのサービスを使用して関数を呼び出すことができるユーザーを制限
します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: [^\s]+
Update requires: Replacement
SourceAccount
Amazon S3 の場合、リソースを所有しているアカウントの ID。これを SourceArn とともに使用し
て、指定したアカウントによってリソースが所有されるようにします。Amazon S3 バケットは、その
所有者によって削除され、別のアカウントによって再作成される可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 12
パターン: \d{12}
Update requires: Replacement
SourceArn
AWS のサービスの場合、関数を呼び出す AWS リソースの ARN。たとえば、Amazon S3 バケットま
たは Amazon SNS トピックです。
Lambda は StringLike 演算子を使用して比較を設定することに注意してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: arn:(aws[a-zA-Z0-9-]*):([a-zA-Z0-9\-])+:([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+\d{1})?:(\d{12})?:(.*)
Update requires: Replacement

例
クロスアカウントの呼び出し
アカウント 123456789012 に、同じテンプレートで作成された、function という名前の関数リソースを
呼び出すためのアクセス許可を付与します。

YAML
permission:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName: !GetAtt function.Arn
Action: lambda:InvokeFunction
Principal: 123456789012

Amazon S3 の通知
同じテンプレートで作成された、function という名前の関数リソースを呼び出し、bucket という名前
のバケットリソースに対する通知を処理するための Amazon S3 アクセス許可を付与します。
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JSON
"s3Permission": {
"Type": "AWS::Lambda::Permission",
"Properties": {
"FunctionName": {
"Fn::GetAtt": [
"function",
"Arn"
]
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Principal": "s3.amazonaws.com",
"SourceAccount": {
"Ref": "AWS::AccountId"
},
"SourceArn": {
"Fn::GetAtt": [
"bucket",
"Arn"
]
}
}
}

YAML
s3Permission:
Type: AWS::Lambda::Permission
Properties:
FunctionName: !GetAtt function.Arn
Action: lambda:InvokeFunction
Principal: s3.amazonaws.com
SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId'
SourceArn: !GetAtt bucket.Arn

AWS::Lambda::Version
AWS::Lambda::Version リソースは、現在の関数のコードおよび設定からバージョンを作成します。
バージョンを使用して、変更されない関数のコードおよび設定のスナップショットを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Lambda::Version",
"Properties" : {
"CodeSha256" : String,
"Description" : String,
"FunctionName" : String,
"ProvisionedConcurrencyConfig" : ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4578)
}

YAML
Type: AWS::Lambda::Version
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CodeSha256: String
Description: String
FunctionName: String
ProvisionedConcurrencyConfig:
ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4578)

プロパティ
CodeSha256
ハッシュ値が指定された値と一致した場合のみ、バージョンを発行します。このオプションを使用し
て、最終更新から関数コードが変更された場合にバージョンの発行を回避します。このプロパティの
更新はサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
関数設定の説明を上書きするバージョンの説明。このプロパティの更新はサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 256
Update requires: No interruption
FunctionName
Lambda 関数の名前。

名前の形式
• 関数名 - MyFunction.
• 関数 ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.
• 一部の ARN - 123456789012:function:MyFunction.
完全な ARN にのみ適用される長さの制限。関数名のみを指定する場合、64 文字の長さに制限されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 140
パターン: (arn:(aws[a-zA-Z-]*)?:lambda:)?([a-z]{2}(-gov)?-[a-z]+-\d{1}:)?
(\d{12}:)?(function:)?([a-zA-Z0-9-_]+)(:(\$LATEST|[a-zA-Z0-9-_]+))?
Update requires: Replacement
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ProvisionedConcurrencyConfig
関数のバージョンに対してプロビジョニングされた同時実行設定を指定します。このプロパティの更
新はサポートされません。
必須: いいえ
タイプ: ProvisionedConcurrencyConfiguration (p. 4578)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:helloworld:1 など、バージョンの ARN
をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Version
バージョン番号。

例
関数バージョン
プロビジョニングされた同時実行性を使用してバージョンを公開します。

YAML
Resources:
function:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Handler: index.handler
Role: arn:aws:iam::123456789012:role/lambda-role
Code:
ZipFile: |
exports.handler = async (event) => {
console.log(JSON.stringify(event, null, 2));
const response = {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
};
return response;
};
Runtime: nodejs12.x
TracingConfig:
Mode: Active
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version:
Type: AWS::Lambda::Version
Properties:
FunctionName: !Ref function
Description: v1
ProvisionedConcurrencyConfig:
ProvisionedConcurrentExecutions: 20

AWS::Lambda::Version ProvisionedConcurrencyConfiguration
関数のバージョンに対してプロビジョニングされた同時実行の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ProvisionedConcurrentExecutions" : Integer

YAML
ProvisionedConcurrentExecutions: Integer

プロパティ
ProvisionedConcurrentExecutions
バージョンに割り当てるプロビジョニングされた同時実行数。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

例
プロビジョニングされた同時実行数の設定
バージョンに対してプロビジョニングされた 20 の同時実行数を割り当てます。

YAML
ProvisionedConcurrencyConfig:
ProvisionedConcurrentExecutions: 20

AWS License Manager リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::LicenseManager::Grant (p. 4579)
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• AWS::LicenseManager::License (p. 4581)

AWS::LicenseManager::Grant
許可を指定します。
許可により、ライセンス使用権限を特定の AWS accounts と共有して使用できるようにします。詳細につ
いては、AWS License Manager ユーザーガイドの付与されたライセンスを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LicenseManager::Grant",
"Properties" : {
"AllowedOperations" : [ String, ... ],
"GrantName" : String,
"HomeRegion" : String,
"LicenseArn" : String,
"Principals" : [ String, ... ],
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::LicenseManager::Grant
Properties:
AllowedOperations:
- String
GrantName: String
HomeRegion: String
LicenseArn: String
Principals:
- String
Status: String

プロパティ
AllowedOperations
許可に対して認められた操作。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
GrantName
許可名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
HomeRegion
許可のホームリージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LicenseArn
ライセンス ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Principals
許可のプリンシパル
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Status
ライセンスステータスを付与しました。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 許可の ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
GrantArn
許可の Amazon リソースネーム (ARN)。
Version
許可バージョン。
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AWS::LicenseManager::License
付与されたライセンスを指定します。
付与されたライセンスとは、組織が AWS Marketplace から、またはソフトウェアをマネージド使用権限
と統合した販売者から直接購入した製品のライセンスです。詳細については、AWS License Manager ユー
ザーガイドの付与されたライセンスを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LicenseManager::License",
"Properties" : {
"Beneficiary" : String,
"ConsumptionConfiguration" : ConsumptionConfiguration (p. 4584),
"Entitlements" : [ Entitlement (p. 4585), ... ],
"HomeRegion" : String,
"Issuer" : IssuerData (p. 4587),
"LicenseMetadata" : [ Metadata (p. 4587), ... ],
"LicenseName" : String,
"ProductName" : String,
"ProductSKU" : String,
"Status" : String,
"Validity" : ValidityDateFormat (p. 4589)
}

YAML
Type: AWS::LicenseManager::License
Properties:
Beneficiary: String
ConsumptionConfiguration:
ConsumptionConfiguration (p. 4584)
Entitlements:
- Entitlement (p. 4585)
HomeRegion: String
Issuer:
IssuerData (p. 4587)
LicenseMetadata:
- Metadata (p. 4587)
LicenseName: String
ProductName: String
ProductSKU: String
Status: String
Validity:
ValidityDateFormat (p. 4589)

プロパティ
Beneficiary
ライセンス受益者。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
ConsumptionConfiguration
ライセンスの使用に関する設定。
必須: はい
タイプ: ConsumptionConfiguration (p. 4584)
Update requires: No interruption
Entitlements
ライセンス使用権限。
必須: はい
タイプ : 使用権限 (p. 4585)のリスト
Update requires: No interruption
HomeRegion
ライセンスのホームリージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Issuer
ライセンス発行者。
必須: はい
タイプ: IssuerData (p. 4587)
Update requires: No interruption
LicenseMetadata
License metadata.
必須: いいえ
タイプ: メタデータ (p. 4587)のリスト
Update requires: No interruption
LicenseName
ライセンス名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProductName
製品名
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProductSKU
製品 SKU
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
ライセンスのステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Validity
ライセンスが有効な日付と時刻の範囲 (ISO8601-UTC 形式)。
必須: はい
タイプ: ValidityDateFormat (p. 4589)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ライセンスの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LicenseArn
ライセンスの Amazon リソースネーム (ARN)。
Version
ライセンスバージョン。

AWS::LicenseManager::License BorrowConfiguration
借用設定に関する詳細。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AllowEarlyCheckIn" : Boolean,
"MaxTimeToLiveInMinutes" : Integer

YAML
AllowEarlyCheckIn: Boolean
MaxTimeToLiveInMinutes: Integer

プロパティ
AllowEarlyCheckIn
アーリーチェックインが許可されているかどうかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxTimeToLiveInMinutes
借用設定の最大時間 (分単位)。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License ConsumptionConfiguration
消費設定に関する詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BorrowConfiguration" : BorrowConfiguration (p. 4583),
"ProvisionalConfiguration" : ProvisionalConfiguration (p. 4588),
"RenewType" : String

YAML
BorrowConfiguration:
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BorrowConfiguration (p. 4583)
ProvisionalConfiguration:
ProvisionalConfiguration (p. 4588)
RenewType: String

プロパティ
BorrowConfiguration
借用設定に関する詳細。
必須: いいえ
タイプ: BorrowConfiguration (p. 4583)
Update requires: No interruption
ProvisionalConfiguration
暫定設定に関する詳細。
必須: いいえ
タイプ: ProvisionalConfiguration (p. 4588)
Update requires: No interruption
RenewType
更新頻度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License Entitlement
ライセンスで使用できるリソースについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowCheckIn" : Boolean,
"MaxCount" : Integer,
"Name" : String,
"Overage" : Boolean,
"Unit" : String,
"Value" : String

YAML
AllowCheckIn: Boolean
MaxCount: Integer
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Name: String
Overage: Boolean
Unit: String
Value: String

プロパティ
AllowCheckIn
チェックインが許可されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MaxCount
使用権限の最大数。単位が [None (なし)] でない場合に使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
使用権限名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Overage
超過が許可されているかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Unit
使用権限の単位。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
使用権限のリソース。単位が [None (なし)] の場合にのみ使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License IssuerData
ライセンスの発行者に関連付けられた詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"SignKey" : String

YAML
Name: String
SignKey: String

プロパティ
Name
発行者名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SignKey
AWS Key Management Service からの非対称 KMS キー。KMS キーには、署名と検証のキー使用があ
り、RSASSA-PSS SHA-256 署名アルゴリズムをサポートする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License Metadata
キーと値のペアについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,

API バージョン 2010-05-15
4587

AWS CloudFormation ユーザーガイド
License Manager

}

"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
キー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License ProvisionalConfiguration
暫定設定に関する詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxTimeToLiveInMinutes" : Integer

YAML
MaxTimeToLiveInMinutes: Integer

プロパティ
MaxTimeToLiveInMinutes
暫定設定の最大時間 (分単位)。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

AWS::LicenseManager::License ValidityDateFormat
ライセンスが有効な日付と時刻の範囲 (ISO8601-UTC 形式)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Begin" : String,
"End" : String

YAML
Begin: String
End: String

プロパティ
Begin
時間範囲の開始。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
End
時間範囲の終わり。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon Location Service リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
•
•
•
•
•

AWS::Location::GeofenceCollection (p. 4590)
AWS::Location::Map (p. 4592)
AWS::Location::PlaceIndex (p. 4594)
AWS::Location::RouteCalculator (p. 4597)
AWS::Location::Tracker (p. 4599)

• AWS::Location::TrackerConsumer (p. 4601)
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AWS::Location::GeofenceCollection
AWS::Location::GeofenceCollection リソースは、追跡対象デバイスがジオフェンスと呼ばれる定
義された地理的境界に出入りする際に検出してアクションを実行する機能を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Location::GeofenceCollection",
"Properties" : {
"CollectionName" : String,
"Description" : String,
"KmsKeyId" : String,
"PricingPlan" : String,
"PricingPlanDataSource" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::GeofenceCollection
Properties:
CollectionName: String
Description: String
KmsKeyId: String
PricingPlan: String
PricingPlanDataSource: String

プロパティ
CollectionName
ジオフェンスコレクションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement
Description
ジオフェンスコレクションの説明 (オプション)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000
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Update requires: Replacement
KmsKeyId
AWS KMS カスタマーマネージドキーのキー識別子。キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエ
イリアス ARN を入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
PricingPlan
ジオフェンスコレクションの料金プランを指定します。
各料金プランのオプションの詳細と制限については、Amazon Location Service の料金のページをご覧
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MobileAssetManagement | MobileAssetTracking | RequestBasedUsage
Update requires: Replacement
PricingPlanDataSource
ジオフェンスコレクションのデータプロバイダーを指定します。
• 次の料金プランに必要な値: MobileAssetTracking | MobileAssetManagement
データプロバイダーと料金プランの詳細については、Amazon Location Service の製品ページを参照し
てください。

Note
Amazon Location Service は、PricingPlanDataSource をジオフェンスコレクションの請
求の計算にのみ使用します。お客様のデータはデータプロバイダーと共有されず、お客様が
移動しない限り、お客様の AWS アカウントまたはリージョンに残ります。
有効な値: Esri | Here
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
GeofenceCollectionName
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For more information about using the Ref function, see Ref.
CreateTime
Property description not available.

AWS::Location::Map
AWS::Location::Map リソースは、AWS アカウントのマップリソースを指定します。これは、グロー
バル位置データプロバイダーから調達されたさまざまなスタイルのマップタイルを提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Location::Map",
"Properties" : {
"Configuration" : MapConfiguration (p. 4594),
"Description" : String,
"MapName" : String,
"PricingPlan" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::Map
Properties:
Configuration:
MapConfiguration (p. 4594)
Description: String
MapName: String
PricingPlan: String

プロパティ
Configuration
使用可能なデータプロバイダーから選択したマップスタイルを指定します。
必須: はい
タイプ: MapConfiguration (p. 4594)
Update requires: Replacement
Description
マップリソースの説明 (オプション)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 1000
Update requires: Replacement
MapName
マップリソースの名前。
要件:
• 英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_)のみを使用する
必要があります。
• 一意のマップリソース名である必要があります。
• スペースは使用できません。たとえば、ExampleMap と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement
PricingPlan
マップリソースの料金プランを指定します。
各料金プランのオプションの詳細と制限については、Amazon Location Service の料金のページをご覧
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MobileAssetManagement | MobileAssetTracking | RequestBasedUsage
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: MapName。
For more information about using the Ref function, see Ref.
Arn
Property description not available.
DataSource
Property description not available.
UpdateTime
Property description not available.
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AWS::Location::Map MapConfiguration
使用可能なプロバイダーから選択したマップタイルスタイルを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Style" : String

YAML
Style: String

プロパティ
Style
使用可能なデータプロバイダーから選択したマップスタイルを指定します。

有効なスタイル:
VectorEsriStreets、VectorEsriTopographic、VectorEsriNavigation、VectorEsriDarkGrayCanva

Note
HERE をデータプロバイダーとして使用し、Style VectorHereBerlin を選択する
と、Asset Management に HERE Maps を使用することはできません。Amazon Location
Service の AWS サービス条件を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement

AWS::Location::PlaceIndex
AWS::Location::PlaceIndex リソースは、AWS アカウント内のプレースインデックスリソースを指
定します。これは、選択したデータプロバイダーから提供される地理空間データで Places 関数をサポート
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Location::PlaceIndex",
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}

"Properties" : {
"DataSource" : String,
"DataSourceConfiguration" : DataSourceConfiguration (p. 4596),
"Description" : String,
"IndexName" : String,
"PricingPlan" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::PlaceIndex
Properties:
DataSource: String
DataSourceConfiguration:
DataSourceConfiguration (p. 4596)
Description: String
IndexName: String
PricingPlan: String

プロパティ
DataSource
地理空間データのデータプロバイダーを指定します。

Note
このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。図のように有効な値を入力します。
例えば、HERE と入力するとエラーが返されます。
有効な値を次に示します。
• Esri
• Here

Important
HERE をデータプロバイダーとして使用するプレースインデックスリソースは、日本国
内の位置の結果を保存するために使用することはできません。詳細については、Amazon
Location Service の AWS サービス条件を参照してください。
データプロバイダーの追加の詳細については、Amazon Location Service のデータプロバイダーのペー
ジを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DataSourceConfiguration
[Places] (場所) をリクエストするためのデータストレージオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceConfiguration (p. 4596)
Update requires: Replacement
Description
プレースインデックスリソースの説明 (オプション)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000
Update requires: Replacement
IndexName
プレースインデックスリソースの名前。
要件:
• 英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_) のみを含めま
す。
• 一意のプレースインデックスリソース名である必要があります。
• スペースは使用できません。たとえば、ExamplePlaceIndex と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement
PricingPlan
プレースインデックスリソースの料金プランを指定します。
各料金プランのオプションの詳細と制限については、Amazon Location Service の料金のページをご覧
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MobileAssetManagement | MobileAssetTracking | RequestBasedUsage
Update requires: Replacement

AWS::Location::PlaceIndex DataSourceConfiguration
[Places] (場所) をリクエストするためのデータストレージオプションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IntendedUse" : String
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YAML
IntendedUse: String

プロパティ
IntendedUse
発信者によるオペレーションの結果の保存方法を指定します。
有効な値を次に示します。
• SingleUse は結果が保存されないことを指定します。
• Storage は、結果をキャッシュまたはデータベースに保存できることを指定します。

Important
HERE をデータプロバイダーとして使用するプレースインデックスリソース
は、IntendedUse パラメータ用に Storage を選択する際に日本国内の位置の結果を保存
するように設定できません。
デフォルト値: SingleUse
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: SingleUse | Storage
Update requires: Replacement

AWS::Location::RouteCalculator
AWS::Location::RouteCalculator リソースは、AWS アカウントのルート計算リソースを指定しま
す。
ルート計算リソースにリクエストを送信して、移動時間と距離を推定し、ルートを取得できます。ルート
計算機は、選択したデータプロバイダーから交通および道路網のデータをソースします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Location::RouteCalculator",
"Properties" : {
"CalculatorName" : String,
"DataSource" : String,
"Description" : String,
"PricingPlan" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::RouteCalculator
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CalculatorName: String
DataSource: String
Description: String
PricingPlan: String

プロパティ
CalculatorName
ルート計算リソースの名前。
要件:
• 英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_) のみを使用でき
ます。
• 一意のルート計算リソース名である必要があります。
• スペースは使用できません。たとえば、ExampleRouteCalculator と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement
DataSource
交通と道路網データのデータプロバイダーを指定します。

Note
このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。図のように有効な値を入力します。
例えば、HERE と入力するとエラーが返されます。
有効な値を次に示します。
• Esri
• Here
データプロバイダーの詳細については、Amazon Location Service のデータプロバイダーのページを参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
ルート計算リソースの説明 (オプション)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
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最大: 1000
Update requires: Replacement
PricingPlan
ルート計算リソースの料金プランを指定します。
各料金プランのオプションの詳細と制限については、Amazon Location Service の料金のページをご覧
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MobileAssetManagement | MobileAssetTracking | RequestBasedUsage
Update requires: Replacement

AWS::Location::Tracker
AWS::Location::Tracker リソースは、AWS account のトラッカーリソースを指定します。これによ
り、デバイスの現在の位置および位置の履歴を受け取ることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Location::Tracker",
"Properties" : {
"Description" : String,
"KmsKeyId" : String,
"PricingPlan" : String,
"PricingPlanDataSource" : String,
"TrackerName" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::Tracker
Properties:
Description: String
KmsKeyId: String
PricingPlan: String
PricingPlanDataSource: String
TrackerName: String

プロパティ
Description
トラッカーリソースの説明 (オプション)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 1000
Update requires: Replacement
KmsKeyId
AWS KMS カスタマーマネージドキーのキー識別子。キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエ
イリアス ARN を入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
PricingPlan
トラッカーリソースの料金プランを指定します。
各料金プランのオプションの詳細と制限については、Amazon Location Service の料金のページをご覧
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MobileAssetManagement | MobileAssetTracking | RequestBasedUsage
Update requires: Replacement
PricingPlanDataSource
トラッカーリソースのデータプロバイダーを指定します。
• 次の料金プランに必要な値: MobileAssetTracking | MobileAssetManagement
データプロバイダーと料金プランの詳細については、Amazon Location Service の製品ページを参照し
てください。

Note
Amazon Location Service は、PricingPlanDataSource をトラッカーリソースの請求の計
算にのみ使用します。お客様のデータはデータプロバイダーと共有されず、お客様が移動し
ない限り、お客様の AWS アカウントまたはリージョンに残ります。
有効な値: Esri | Here
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TrackerName
トラッカーリソースの名前。
要件:
• 英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_) のみを含めま
す。
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• 一意のトラッカーリソース名である必要があります。
• スペースは使用できません。たとえば、ExampleTracker と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement

AWS::Location::TrackerConsumer
AWS::Location::TrackerConsumer リソースは、ジオフェンスコレクションとトラッカーリソース間
の関連付けを指定します。これにより、トラッカーリソースはリンクされたジオフェンスコレクションと
の間で位置データを通信できます。

Note
現在サポートされていません — あるアカウントのトラッカーリソースと別のアカウントのジオ
フェンスコレクション間の関連付けの作成など、クロスアカウント設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Location::TrackerConsumer",
"Properties" : {
"ConsumerArn" : String,
"TrackerName" : String
}

YAML
Type: AWS::Location::TrackerConsumer
Properties:
ConsumerArn: String
TrackerName: String

プロパティ
ConsumerArn
トラッカーリソースとの関連付けを解除するジオフェンスコレクションの Amazon リソースネーム
(ARN)。すべての AWS のリソースを指定する必要がある場合に使用します。
• 形式例: arn:aws:geo:region:account-id:geofence-collection/
ExampleGeofenceCollectionConsumer
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
4601

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Lookout for Equipment

タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1600
パターン: ^arn(:[a-z0-9]+([.-][a-z0-9]+)*){2}(:([a-z0-9]+([.-][a-z0-9]+)*)?)
{2}:([^/].*)?$
Update requires: Replacement
TrackerName
トラッカーリソースの名前。
要件:
• 英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアンダースコア (_) のみを含めま
す。
• 一意のトラッカーリソース名である必要があります。
• スペースは使用できません。たとえば、ExampleTracker と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[-._\w]+$
Update requires: Replacement

Amazon Lookout for Equipment リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler (p. 4602)

AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
スケジュールされた推論を作成します。推論のスケジュールでは、新しい測定データを分析するための継
続的なリアルタイム推論計画を設定します。スケジュールを設定するときは、入力データの Amazon S3
バケットの場所を指定し、データ内の個別のエントリの間に区切り文字を割り当てて、必要に応じてオフ
セット遅延を設定し、推論の頻度を設定します。出力データ用の Amazon S3 バケットの場所も指定する
必要があります。

Note
以下のプロパティをいくつか更新すると (InferenceSchedulerName や ServerSideKmsKeyId な
ど)、リソース置換がトリガーされ、新しいモデルが必要になります。このようなプロパティ
を、AWS CloudFormation を使用しつつ、まったく新しいスタックを作成せずに置き換えるに
は、ModelName を置き換える必要があります。プロパティを置き換える必要があるが、同じモデ
ルを使用する場合は、現在のスタックを削除し、更新されたプロパティで新しいスタックを作成
します。
API バージョン 2010-05-15
4602

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Lookout for Equipment

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler",
"Properties" : {
"DataDelayOffsetInMinutes" : Integer,
"DataInputConfiguration" : Json,
"DataOutputConfiguration" : Json,
"DataUploadFrequency" : String,
"InferenceSchedulerName" : String,
"ModelName" : String,
"RoleArn" : String,
"ServerSideKmsKeyId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
Properties:
DataDelayOffsetInMinutes: Integer
DataInputConfiguration: Json
DataOutputConfiguration: Json
DataUploadFrequency: String
InferenceSchedulerName: String
ModelName: String
RoleArn: String
ServerSideKmsKeyId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DataDelayOffsetInMinutes
データの開始後にデータの推論が遅延する期間 (分)。例えば、5 分のオフセット遅延時間を選択した
場合、5 分後の最初のデータ測定がマークするまで、データの推論は開始されません。例えば、5 分
を選択すると、設定された頻度で推論スケジューラが起動し、5 分間の遅延時間が追加され、カスタ
マー S3 バケットがチェックされます。お客様は同じ頻度でデータをアップロードでき、新しいデー
タをアップロードするときにスケジューラを停止して再起動する必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DataInputConfiguration
区切り文字、形式、データセットの場所など、推論スケジューラ用の入力データの設定情報を指定し
ます。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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DataOutputConfiguration
推論スケジューラ用の出力結果の設定情報 (出力の Amazon S3 場所など) を指定します。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
DataUploadFrequency
入力データの送信元 S3 バケットにデータがアップロードされる頻度。この値は、データのアップ
ロード間隔の長さです。例えば、5 分を選択すると、Amazon Lookout for Equipment は 5 分ごとに 1
回、送信元バケットにリアルタイムデータをアップロードします。この頻度により、Amazon Lookout
for Equipment がお客様のデータに対してスケジュールされた推論を開始する頻度も決まります。この
例では、5 分ごとに 1 回、開始します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: PT10M | PT15M | PT1H | PT30M | PT5M
Update requires: No interruption
InferenceSchedulerName
推論スケジューラの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 200
パターン: ^[0-9a-zA-Z_-]{1,200}$
Update requires: Replacement
ModelName
推論スケジューラに使用する機械学習モデルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 200
パターン: ^[0-9a-zA-Z_-]{1,200}$
Update requires: Replacement
RoleArn
推論に使用されているデータソースにアクセスするための許可を持つロールの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServerSideKmsKeyId
Amazon Lookout for Equipment によって推論スケジューラデータを暗号化するために使用される
AWS KMS key の識別子を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
推論スケジューラに関連付けられているタグ。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
InferenceSchedulerArn
作成される推論スケジューラの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
推論スケジューラ
スケジュールの推論を作成する

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"Name": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyInferenceScheduler": {
"Type": "AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler",
"Properties": {
"InferenceSchedulerName": {"Ref": "Name"},
"ModelName": "my-test-model",
"DataUploadFrequency": "PT5M",
"RoleArn": {"Fn::ImportValue": "MyExportRole"},
"DataInputConfiguration": {
"S3InputConfiguration": {

API バージョン 2010-05-15
4605

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Lookout for Metrics
"Bucket": {"Fn::ImportValue":"MyExportBucket"},
"Prefix": "myTestData/"

}

}

}

}
},
"DataOutputConfiguration": {
"S3OutputConfiguration": {
"Bucket": {"Fn::ImportValue": "MyExportBucket"},
"Prefix": "myTestData/"
}
}

},
"Outputs": {
"PrimaryId": {
"Value": {
"Ref": "MyInferenceScheduler"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
Name:
Type: String
Resources:
MyInferenceScheduler:
Type: 'AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler'
Properties:
InferenceSchedulerName: !Ref Name
ModelName: my-test-model
DataUploadFrequency: PT5M
RoleArn: !ImportValue MyExportRole
DataInputConfiguration:
S3InputConfiguration:
Bucket: !ImportValue MyExportBucket
Prefix: myTestData/
DataOutputConfiguration:
S3OutputConfiguration:
Bucket: !ImportValue MyExportBucket
Prefix: myTestData/
Outputs:
PrimaryId:
Value: !Ref MyInferenceScheduler

Amazon Lookout for Metrics リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS::LookoutMetrics::Alert (p. 4606)
• AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector (p. 4610)

AWS::LookoutMetrics::Alert
AWS::LookoutMetrics::Alert タイプは、異常ディテクターのアラートを作成します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LookoutMetrics::Alert",
"Properties" : {
"Action" : Action (p. 4608),
"AlertDescription" : String,
"AlertName" : String,
"AlertSensitivityThreshold" : Integer,
"AnomalyDetectorArn" : String
}

YAML
Type: AWS::LookoutMetrics::Alert
Properties:
Action:
Action (p. 4608)
AlertDescription: String
AlertName: String
AlertSensitivityThreshold: Integer
AnomalyDetectorArn: String

プロパティ
Action
アラートがあるときにトリガーされるアクション。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 4608)
Update requires: Replacement
AlertDescription
アラートの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AlertName
アラートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AlertSensitivityThreshold
アラート感度しきい値を指定する 0～100 の整数。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
AnomalyDetectorArn
アラートがアタッチされているディテクターの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
アラートの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:lookoutmetrics:useast-2:123456789012:Alert:my-alert

AWS::LookoutMetrics::Alert Action
異常が検出されたときに実行するアクションを指定する設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaConfiguration" : LambdaConfiguration (p. 4609),
"SNSConfiguration" : SNSConfiguration (p. 4610)

YAML
LambdaConfiguration:
LambdaConfiguration (p. 4609)
SNSConfiguration:
SNSConfiguration (p. 4610)
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プロパティ
LambdaConfiguration
AWS Lambda チャネルの設定。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConfiguration (p. 4609)
Update requires: Replacement
SNSConfiguration
Amazon SNS チャネルの設定。
必須: いいえ
タイプ: SNSConfiguration (p. 4610)
Update requires: Replacement

AWS::LookoutMetrics::Alert LambdaConfiguration
Lambda 設定に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LambdaArn" : String,
"RoleArn" : String

YAML
LambdaArn: String
RoleArn: String

プロパティ
LambdaArn
Lambda 関数の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RoleArn
Lambda 関数を呼び出すためのアクセス権限を持つ IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement

AWS::LookoutMetrics::Alert SNSConfiguration
アラートの送信先となる SNS トピックと、そのトピックへのアクセス権を持つ IAM ロールに関する情報
が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RoleArn" : String,
"SnsTopicArn" : String

YAML
RoleArn: String
SnsTopicArn: String

プロパティ
RoleArn
ターゲット SNS トピックへのアクセス権を持つ IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnsTopicArn
ターゲット SNS トピックの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector タイプは、異常ディテクターを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector",
"Properties" : {
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}

}

"AnomalyDetectorConfig" : AnomalyDetectorConfig (p. 4612),
"AnomalyDetectorDescription" : String,
"AnomalyDetectorName" : String,
"KmsKeyArn" : String,
"MetricSetList" : [ MetricSet (p. 4617), ... ]

YAML
Type: AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
Properties:
AnomalyDetectorConfig:
AnomalyDetectorConfig (p. 4612)
AnomalyDetectorDescription: String
AnomalyDetectorName: String
KmsKeyArn: String
MetricSetList:
- MetricSet (p. 4617)

プロパティ
AnomalyDetectorConfig
異常ディテクターの設定に関する情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: AnomalyDetectorConfig (p. 4612)
Update requires: No interruption
AnomalyDetectorDescription
ディテクターの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AnomalyDetectorName
ディテクターの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KmsKeyArn
データの暗号化に使用する KMS キーの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricSetList
ディテクターのデータセット。
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必須: はい
タイプ: MetricSet (p. 4617) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ディテクターの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:lookoutmetrics:useast-2:123456789012:AnomalyDetector:my-detector

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector AnomalyDetectorConfig
ディテクターの設定に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AnomalyDetectorFrequency" : String

YAML
AnomalyDetectorFrequency: String

プロパティ
AnomalyDetectorFrequency
ディテクターがソースデータを分析する頻度。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector AppFlowConfig
Amazon AppFlow フローデータソースの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FlowName" : String,
"RoleArn" : String

YAML
FlowName: String
RoleArn: String

プロパティ
FlowName
フローの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
フローへのアクセス権限を Amazon Lookout for Metrics に付与する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector CloudwatchConfig
Amazon CloudWatch データソースの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RoleArn" : String

YAML
RoleArn: String
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プロパティ
RoleArn
Amazon CloudWatch のデータへのアクセス権限を Amazon Lookout for Metrics に付与する IAM ロー
ル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector CsvFormatDescriptor
ソース CSV データファイルの分析方法に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Charset" : String,
"ContainsHeader" : Boolean,
"Delimiter" : String,
"FileCompression" : String,
"HeaderList" : [ String, ... ],
"QuoteSymbol" : String

YAML
Charset: String
ContainsHeader: Boolean
Delimiter: String
FileCompression: String
HeaderList:
- String
QuoteSymbol: String

プロパティ
Charset
ソース CSV ファイルが書き込まれる文字セット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ContainsHeader
ソース CSV ファイルにヘッダーが含まれているかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
Delimiter
ソース CSV ファイルを区切るために使用される文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FileCompression
ソース CSV ファイルの圧縮レベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HeaderList
ソース CSV ファイルのヘッダーのリスト (存在する場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
QuoteSymbol
引用文字として使用される文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector FileFormatDescriptor
ソースファイルの書式設定に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CsvFormatDescriptor" : CsvFormatDescriptor (p. 4614),
"JsonFormatDescriptor" : JsonFormatDescriptor (p. 4616)

YAML
CsvFormatDescriptor:
CsvFormatDescriptor (p. 4614)
JsonFormatDescriptor:
JsonFormatDescriptor (p. 4616)
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プロパティ
CsvFormatDescriptor
ソース CSV データファイルの分析方法に関する情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: CsvFormatDescriptor (p. 4614)
Update requires: No interruption
JsonFormatDescriptor
ソース JSON データファイルの分析方法に関する情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: JsonFormatDescriptor (p. 4616)
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector JsonFormatDescriptor
ソース JSON データファイルの分析方法に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Charset" : String,
"FileCompression" : String

YAML
Charset: String
FileCompression: String

プロパティ
Charset
ソース JSON ファイルが書き込まれる文字セット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FileCompression
ソース CSV ファイルの圧縮レベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector Metric
ソースデータからのメジャーとディメンションを対比して行う計算。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AggregationFunction" : String,
"MetricName" : String,
"Namespace" : String

YAML
AggregationFunction: String
MetricName: String
Namespace: String

プロパティ
AggregationFunction
メトリクスを計算する際に使用される関数。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricName
メトリクスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Namespace
メトリクスの名前空間。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector MetricSet
データセットに関する情報が含まれます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DimensionList" : [ String, ... ],
"MetricList" : [ Metric (p. 4617), ... ],
"MetricSetDescription" : String,
"MetricSetFrequency" : String,
"MetricSetName" : String,
"MetricSource" : MetricSource (p. 4619),
"Offset" : Integer,
"TimestampColumn" : TimestampColumn (p. 4625),
"Timezone" : String

YAML
DimensionList:
- String
MetricList:
- Metric (p. 4617)
MetricSetDescription: String
MetricSetFrequency: String
MetricSetName: String
MetricSource:
MetricSource (p. 4619)
Offset: Integer
TimestampColumn:
TimestampColumn (p. 4625)
Timezone: String

プロパティ
DimensionList
ディメンションとして扱うフィールドのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MetricList
データセットに含まれるメトリクスのリスト。
必須: はい
タイプ: Metric (p. 4617) のリスト
Update requires: No interruption
MetricSetDescription
作成するデータセットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
MetricSetFrequency
ソースデータが異常について分析される頻度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricSetName
データセットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricSource
ソースデータの解釈方法に関する情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: MetricSource (p. 4619)
Update requires: No interruption
Offset
インターバルが終了した後、ディテクターがデータをインポートするまで待機する時間。オフセット
は S3 および Redshift datasources でのみサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TimestampColumn
ソースデータの時間の追跡に使用される列に関する情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: TimestampColumn (p. 4625)
Update requires: No interruption
Timezone
ソースデータが記録されたタイムゾーン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector MetricSource
ソースデータの解釈方法に関する情報が含まれます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppFlowConfig" : AppFlowConfig (p. 4613),
"CloudwatchConfig" : CloudwatchConfig (p. 4613),
"RDSSourceConfig" : RDSSourceConfig (p. 4621),
"RedshiftSourceConfig" : RedshiftSourceConfig (p. 4623),
"S3SourceConfig" : S3SourceConfig (p. 4624)

YAML
AppFlowConfig:
AppFlowConfig (p. 4613)
CloudwatchConfig:
CloudwatchConfig (p. 4613)
RDSSourceConfig:
RDSSourceConfig (p. 4621)
RedshiftSourceConfig:
RedshiftSourceConfig (p. 4623)
S3SourceConfig:
S3SourceConfig (p. 4624)

プロパティ
AppFlowConfig
AppFlow 設定に関する情報を含むオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AppFlowConfig (p. 4613)
Update requires: No interruption
CloudwatchConfig
Amazon CloudWatch モニタリング設定に関する情報を含むオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: CloudwatchConfig (p. 4613)
Update requires: No interruption
RDSSourceConfig
Amazon Relational Database Service (RDS) 設定に関する情報を含むオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: RDSSourceConfig (p. 4621)
Update requires: No interruption
RedshiftSourceConfig
Amazon Redshift データベース設定に関する情報を含むオブジェクト。
API バージョン 2010-05-15
4620

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Lookout for Metrics

必須: いいえ
タイプ: RedshiftSourceConfig (p. 4623)
Update requires: No interruption
S3SourceConfig
ソースファイルを含む S3 バケットの設定に関する情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: S3SourceConfig (p. 4624)
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector RDSSourceConfig
Amazon Relational Database Service (RDS) の設定に関する情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DatabaseHost" : String,
"DatabaseName" : String,
"DatabasePort" : Integer,
"DBInstanceIdentifier" : String,
"RoleArn" : String,
"SecretManagerArn" : String,
"TableName" : String,
"VpcConfiguration" : VpcConfiguration (p. 4626)

YAML
DatabaseHost: String
DatabaseName: String
DatabasePort: Integer
DBInstanceIdentifier: String
RoleArn: String
SecretManagerArn: String
TableName: String
VpcConfiguration:
VpcConfiguration (p. 4626)

プロパティ
DatabaseHost
データベースのホスト名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DatabaseName
RDS データベースの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabasePort
データベースにアクセスできるポート番号。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DBInstanceIdentifier
データベースインスタンスを識別する文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretManagerArn
AWS Secrets Manager ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
データベースのテーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 設定に関する情報を含むオブジェクト。
必須: はい
タイプ: VpcConfiguration (p. 4626)
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Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector RedshiftSourceConfig
Amazon Redshift データベース設定に関する情報を提供します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClusterIdentifier" : String,
"DatabaseHost" : String,
"DatabaseName" : String,
"DatabasePort" : Integer,
"RoleArn" : String,
"SecretManagerArn" : String,
"TableName" : String,
"VpcConfiguration" : VpcConfiguration (p. 4626)

YAML
ClusterIdentifier: String
DatabaseHost: String
DatabaseName: String
DatabasePort: Integer
RoleArn: String
SecretManagerArn: String
TableName: String
VpcConfiguration:
VpcConfiguration (p. 4626)

プロパティ
ClusterIdentifier
Redshift クラスターを識別する文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseHost
データベースホストの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
Redshift データベース名。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabasePort
データベースにアクセスできるポート番号。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RoleArn
データベースへのアクセスを提供するロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretManagerArn
AWS Secrets Manager ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TableName
Redshift データベースのテーブル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) の設定に関する情報が含まれています。
必須: はい
タイプ: VpcConfiguration (p. 4626)
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector S3SourceConfig
ソースファイルを含む S3 バケットの設定に関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"FileFormatDescriptor" : FileFormatDescriptor (p. 4615),
"HistoricalDataPathList" : [ String, ... ],
"RoleArn" : String,
"TemplatedPathList" : [ String, ... ]

YAML
FileFormatDescriptor:
FileFormatDescriptor (p. 4615)
HistoricalDataPathList:
- String
RoleArn: String
TemplatedPathList:
- String

プロパティ
FileFormatDescriptor
ソースファイルの書式設定に関する情報が含まれます。
必須: はい
タイプ: FileFormatDescriptor (p. 4615)
Update requires: No interruption
HistoricalDataPathList
履歴データファイルへのパスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RoleArn
ソース S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセス権限を持つ IAM ロールの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplatedPathList
ソースファイルへのテンプレート化されたパスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector TimestampColumn
ソースデータファイル内の時間の追跡に使用される列に関する情報が含まれます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnFormat" : String,
"ColumnName" : String

YAML
ColumnFormat: String
ColumnName: String

プロパティ
ColumnFormat
タイムスタンプ列の形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColumnName
タイムスタンプ列の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector VpcConfiguration
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に関する設定情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIdList" : [ String, ... ],
"SubnetIdList" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIdList:
- String
SubnetIdList:
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- String

プロパティ
SecurityGroupIdList
セキュリティグループのリストを含む文字列の配列。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIdList
Amazon VPC サブネット ID を含む文字列の配列 (例: subnet-0bb1c79de3EXAMPLE。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

Amazon Lookout for Vision リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::LookoutVision::Project (p. 4627)

AWS::LookoutVision::Project
AWS::LookoutVision::Project タイプによって、Amazon Lookout for Vision プロジェクトが作成さ
れます。プロジェクトは、Amazon Lookout for Vision モデルを作成および管理するために必要なリソース
のグループです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::LookoutVision::Project",
"Properties" : {
"ProjectName" : String
}

YAML
Type: AWS::LookoutVision::Project
Properties:
ProjectName: String
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プロパティ
ProjectName
プロジェクトの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "CircuitBoardProject" }
Amazon Lookout for Vision CircuitBoardProject の場合、Ref はプロジェクトの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル
戻り値のリストが示されます。Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してくださ
い。
Arn
プロジェクトの Amazon リソースネームを返します。

Amazon Macie リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Macie::CustomDataIdentifier (p. 4628)
• AWS::Macie::FindingsFilter (p. 4632)
• AWS::Macie::Session (p. 4636)

AWS::Macie::CustomDataIdentifier
AWS::Macie::CustomDataIdentifier リソースは、1 つ以上のデータソースで機密データを検出す
るために定義する一連の基準です。各識別子は、データで一致するテキストパターンを定義する正規表現
(regex) を指定します。また、単語やフレーズなどの文字シーケンス、およびデータソースの分析を絞り込
む近接ルールを指定することもできます。カスタムデータ識別子を使用することで、組織固有のニーズに
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合わせて分析を調整し、Amazon Macie が提供する組み込みのマネージドデータ識別子を補完することが
できます。
CustomDataIdentifier を作成する前に、アカウントに Session が存在している必要がありま
す。DependsOn 属性を使用して、Session が他のリソースよりも前に作成されるようにします。たとえ
ば、"DependsOn: Session" と指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Macie::CustomDataIdentifier",
"Properties" : {
"Description" : String,
"IgnoreWords" : [ String, ... ],
"Keywords" : [ String, ... ],
"MaximumMatchDistance" : Integer,
"Name" : String,
"Regex" : String
}

YAML
Type: AWS::Macie::CustomDataIdentifier
Properties:
Description: String
IgnoreWords:
- String
Keywords:
- String
MaximumMatchDistance: Integer
Name: String
Regex: String

プロパティ
Description
カスタムデータ識別子の説明。説明には最大 512 文字を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IgnoreWords
結果から除外する特定の文字シーケンス (単語を無視する) をリストする配列。正規表現と一致する
テキストがこの配列内の任意の文字列と同じである場合、Amazon Macie はそのテキストを無視しま
す。配列には、無視する単語を 10 個まで含めることができます。無視する単語には、4～90 文字を含
めることができます。無視する単語は大文字と小文字が区別されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: Replacement
Keywords
特定の文字シーケンス (キーワード) をリストする配列。それらの文字シーケンスのうちの 1 つは一致
する正規表現の近接 (MaximumMatchDistance) 内にある必要があります。配列には、最大 50 個の
キーワードを含めることができます。各キーワードには、3～90 文字を含めることができます。キー
ワードでは大文字と小文字が区別されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
MaximumMatchDistance
RegEx パターンに一致するテキストと、Keywords 配列で指定された文字シーケンスの間に存在でき
る最大文字数。Amazon Macie は、RegEx パターンに一致するテキストに対するキーワードの近似性
に基づいて、結果を包含または除外します。距離は 1〜300 文字です。デフォルト値は 50 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Name
カスタムデータ識別子のカスタム名。名前には最大 128 文字を含めることができます。
カスタムデータ識別子の名前に機密データを含めないようにすることを強くお勧めします。Amazon
Macie で実行できるアクションによっては、アカウントの他のユーザーが識別子の名前を確認できる
場合があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Regex
一致するパターンを定義する正規表現 (regex)。式には最大 512 文字を含めることができます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: :
CustomDataIdentifier の ID。例: { "Ref": "CustomDataIdentifier" }

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
カスタムデータ識別子の Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedAt
カスタムデータ識別子が作成された日付と時刻 (UTC および拡張 ISO 8601 形式)。
Deleted
カスタムデータ識別子が削除されたかどうかを指定します。カスタムデータ識別子を削除して
も、Amazon Macie は完全には削除しません。代わりに、その識別子をソフト削除します。
Id
カスタムデータ識別子の一意の識別子。

例
以下の例は、AWS::Macie::CustomDataIdentifier リソースを宣言する方法を示しています。

カスタムデータ識別子の作成
この例では、指定したキーワードの近くにある 6 桁の従業員 ID を検出するカスタムデータ識別子を作成
します。一致がサンプル値 (無視する単語で指定されている値など) の場合は、スキップされます。

JSON
{

}

"Type": "AWS::Macie::CustomDataIdentifier",
"DependsOn": "Session",
"Properties": {
"Description": "My custom data identifier",
"IgnoreWords": [
"000000",
"123456"
],
"Keywords": [
"employeeID",
"employee ID"
],
"MaximumMatchDistance": 20,
"Name": "EmployeeIDCustomDataIdentifier",
"Regex": "\\d{6}"
}

YAML
Type: AWS::Macie::CustomDataIdentifier
DependsOn: "Session"
Properties:
Description: "My custom data identifier"
IgnoreWords:
- "000000"
- "123456"
Keywords:
- "employeeID"
- "Employee ID"
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Name: EmployeeIDCustomDataIdentifier
Regex: "\\d{6}"

AWS::Macie::FindingsFilter
AWS::Macie::FindingsFilter リソースは、検出結果を表示、分析、および管理するために作成、お
よび保存する個々の検出結果フィルタを表します。検出結果フィルタは、検出結果を取得するクエリの結
果にどの検出結果を含めるかを指定する、一連の条件です。検出結果フィルタは、フィルタの基準を満た
す検出結果に対して特定のアクションを実行することもできます。
FindingsFilter を作成する前に、アカウントに Session が存在している必要がありま
す。DependsOn 属性を使用して、Session が他のリソースよりも前に作成されるようにします。たとえ
ば、"DependsOn: Session" と指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Macie::FindingsFilter",
"Properties" : {
"Action" : String,
"Description" : String,
"FindingCriteria" : FindingCriteria (p. 4635),
"Name" : String,
"Position" : Integer
}

YAML
Type: AWS::Macie::FindingsFilter
Properties:
Action: String
Description: String
FindingCriteria:
FindingCriteria (p. 4635)
Name: String
Position: Integer

プロパティ
Action
フィルタ基準 (FindingCriteria) を満たす検出結果に対して実行するアクション。有効な値は次の
とおりです。
• ARCHIVE - 検出結果を非表示 (自動的にアーカイブ) にします。
• NOOP - 検出結果に対して何もアクションを実行しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Description
フィルターのカスタム説明。説明には最大 512 文字を含めることができます。
フィルターの説明に機密データを含めないようにすることを強くお勧めします。Amazon Macie で実
行できるアクションによっては、アカウントの他のユーザーがフィルターの説明を確認できる場合が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FindingCriteria
結果のフィルタリングに使用する基準。
必須: はい
タイプ: FindingCriteria (p. 4635)
Update requires: No interruption
Name
フィルターのカスタム名。名前には少なくとも 3 文字を含める必要があり、最大 64 文字を含めるこ
とができます。
フィルターの名前に機密データを含めないようにすることを強くお勧めします。Amazon Macie で実
行できるアクションによっては、アカウントの他のユーザーがフィルターの名前を確認できる場合が
あります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Position
Amazon Macie コンソールの保存済みフィルターのリスト内でのフィルターの位置。また、この値に
よって、結果に適用される他のフィルターと比較して、結果に適用されるフィルターの順序も決定さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: : FindingsFilter の
ID。たとえば、{ "Ref": "FindingsFilter" } と指定します。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
フィルターの Amazon リソースネーム (ARN)。
FindingsFilterListItems
FindingsFilterListItem オブジェクトの配列 (アカウントに関連付けられている各検出結果フィ
ルタごとに 1 つずつ)。
Id
フィルターの一意の識別子。

例
以下の例は、AWS::Macie::FindingsFilter リソースを宣言する方法を示しています。

アカウント ID でフィルタリングする検出結果フィルターの作成
この例では、指定した AWS account が所有する AWS リソースに適用される検出結果を抑制 (自動的に
アーカイブ) する検出結果フィルターを作成します。

JSON
{

}

"Type": "AWS::Macie::FindingsFilter",
"DependsOn": "Session",
"Properties": {
"Action": "ARCHIVE",
"Description": "My custom findings filter",
"FindingCriteria": {
"Criterion": {
"AccountId": {
"eq": "123456789012"
}
}
},
"Name": "MyFilterName",
"Position": 1
}

YAML
Type: AWS::Macie::FindingsFilter
DependsOn: "Session"
Properties:
Action: ARCHIVE
Description: "My custom findings filter"
FindingCriteria:
Criterion:
"AccountID":
eq: "123456789012"
Name: MyFilterName
Position: 1

AWS::Macie::FindingsFilter Criterion
検出結果におけるクエリの結果のフィルタリングに使用するプロパティ、演算子、および値を指定する条
件。詳細については、Amazon Macie API リファレンスの Criterion を参照してください。
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AWS::Macie::FindingsFilter FindingCriteria
検索に対するクエリの結果をフィルタリングする 1 つ以上のプロパティベースの条件をマップとして指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Criterion" : Criterion (p. 4634)

YAML
Criterion:
Criterion (p. 4634)

プロパティ
Criterion
結果のフィルタリングに使用するプロパティ、演算子、値を定義する条件を指定します。
必須: いいえ
タイプ: Criterion (p. 4634)
Update requires: No interruption

AWS::Macie::FindingsFilter FindingsFilterListItem
検出結果フィルタの一意の識別子とカスタム名を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"Name" : String

YAML
Id: String
Name: String

プロパティ
Id
フィルターの一意の識別子。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
フィルタのカスタム名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Macie::Session
AWS::Macie::Session リソースは、アカウントの Amazon Macie サービスと構成設定を表しま
す。Session は、Macie を有効にする各 AWS Region のために作成されます。
AWS::Macie::FindingsFilter または AWS::Macie::CustomDataIdentifier リソースを作成す
る前に、アカウントに Session を作成する必要があります。DependsOn 属性を使用して、Session が
他のリソースよりも前に作成されるようにします。たとえば、"DependsOn: Session" と指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Macie::Session",
"Properties" : {
"FindingPublishingFrequency" : String,
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::Macie::Session
Properties:
FindingPublishingFrequency: String
Status: String

プロパティ
FindingPublishingFrequency
Amazon Macie がアカウントのポリシー検出結果の更新を発行する頻度。これには、AWS Security
Hub および Amazon EventBridge への更新の公開も含まれます (以前は Amazon CloudWatch Events
と呼ばれていました)。有効な値は次のとおりです。
• FIFTEEN_MINUTES
• ONE_HOUR
• SIX_HOURS
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
MacieStatus の Session。有効な値は、ENABLED および PAUSED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Amazon Macie セッション
が作成される AWS account のアカウント ID。たとえば、{ "Ref": "Session" } と指定します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AwsAccountId
Session が作成された AWS account のアカウント ID。
ServiceRole
Amazon Macie がアカウントの AWS リソース内のデータをモニタリングおよび分析できるようにす
る、サービスにリンクされたロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
以下の例は、AWS::Macie::Session リソースを宣言する方法を示しています。

セッションの作成
この例では、アカウントのために Amazon Macie を有効にします。また、アカウントの更新された検出結
果を 1 時間ごとに発行するように Macie を設定します。

JSON
{

"Type": "AWS::Macie::Session",
"Properties": {
"FindingPublishingFrequency": "ONE_HOUR",
"Status": "ENABLED"
}
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}

YAML
Type: AWS::Macie::Session
Properties:
FindingPublishingFrequency: ONE_HOUR
Status: ENABLED

Amazon Managed Blockchain リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::ManagedBlockchain::Member (p. 4638)
• AWS::ManagedBlockchain::Node (p. 4650)

AWS::ManagedBlockchain::Member
マネージドブロックチェーンネットワーク内にメンバーを作成します。
Hyperledger Fabric にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ManagedBlockchain::Member",
"Properties" : {
"InvitationId" : String,
"MemberConfiguration" : MemberConfiguration (p. 4644),
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 4647),
"NetworkId" : String
}

YAML
Type: AWS::ManagedBlockchain::Member
Properties:
InvitationId: String
MemberConfiguration:
MemberConfiguration (p. 4644)
NetworkConfiguration:
NetworkConfiguration (p. 4647)
NetworkId: String

プロパティ
InvitationId
メンバーを作成するアカウントに送信されたネットワークに参加するための招待の一意の識別子。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption
MemberConfiguration
メンバーの設定プロパティ。
必須: はい
タイプ: MemberConfiguration (p. 4644)
Update requires: No interruption
NetworkConfiguration
メンバーが属するネットワークの設定プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfiguration (p. 4647)
Update requires: No interruption
NetworkId
メンバーが属するネットワークの一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: メンバー ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
MemberId
メンバーの一意の識別子。
NetworkId
メンバーが属するネットワークの一意の識別子。
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例
Hyperledger Fabric と最初のメンバー用の新しい Managed Blockchain ネットワークを作成する
Managed Blockchain ネットワークで最初のメンバーを作成するときに、ネットワークを作成するパラメー
タも指定します。

YAML
Description: "Basic initial member template"
Parameters:
MemberName:
Type: String
MemberDescription:
Type: String
MemberAdminUsername:
Type: String
MemberAdminPassword:
Type: String
NetworkName:
Type: String
NetworkDescription:
Type: String
Edition:
Type: String
ThresholdPercentage:
Type: Number
ThresholdComparator:
Type: String
ProposalDurationInHours:
Type: Number
Resources:
Member:
Type: "AWS::ManagedBlockchain::Member"
Properties:
NetworkConfiguration:
Name: !Ref NetworkName
Description: !Ref NetworkDescription
Framework: "HYPERLEDGER_FABRIC"
FrameworkVersion: "1.2"
NetworkFrameworkConfiguration:
NetworkFabricConfiguration:
Edition: !Ref Edition
VotingPolicy:
ApprovalThresholdPolicy:
ThresholdPercentage: !Ref ThresholdPercentage
ProposalDurationInHours: !Ref ProposalDurationInHours
ThresholdComparator: !Ref ThresholdComparator
MemberConfiguration:
Name: !Ref MemberName
Description: !Ref MemberDescription
MemberFrameworkConfiguration:
MemberFabricConfiguration:
AdminUsername: !Ref MemberAdminUsername
AdminPassword: !Ref MemberAdminPassword

JSON
{

"Description": "Basic initial member template",
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"Parameters": {
"MemberName": {
"Type": "String"
},
"MemberDescription": {
"Type": "String"
},
"MemberAdminUsername": {
"Type": "String"
},
"MemberAdminPassword": {
"Type": "String"
},
"NetworkName": {
"Type": "String"
},
"NetworkDescription": {
"Type": "String"
},
"Edition": {
"Type": "String"
},
"ThresholdPercentage": {
"Type": "Number"
},
"ThresholdComparator": {
"Type": "String"
},
"ProposalDurationInHours": {
"Type": "Number"
}
},
"Resources": {
"Member": {
"Type": "AWS::ManagedBlockchain::Member",
"Properties": {
"NetworkConfiguration": {
"Name": "NetworkName",
"Description": "NetworkDescription",
"Framework": "HYPERLEDGER_FABRIC",
"FrameworkVersion": "1.2",
"NetworkFrameworkConfiguration": {
"NetworkFabricConfiguration": {
"Edition": "Edition"
}
},
"VotingPolicy": {
"ApprovalThresholdPolicy": {
"ThresholdPercentage": "ThresholdPercentage",
"ProposalDurationInHours": "ProposalDurationInHours",
"ThresholdComparator": "ThresholdComparator"
}
}
},
"MemberConfiguration": {
"Name": "MemberName",
"Description": "MemberDescription",
"MemberFrameworkConfiguration": {
"MemberFabricConfiguration": {
"AdminUsername": "MemberAdminUsername",
"AdminPassword": "MemberAdminPassword"
}
}
}
}
}
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}

}

既存の Hyperledger Fabric ネットワークへの追加メンバーの作成
YAML
Description: "Basic additional member template"
Parameters:
MemberName:
Type: String
MemberDescription:
Type: String
MemberAdminUsername:
Type: String
MemberAdminPassword:
Type: String
NetworkId:
Type: String
InvitationId:
Type: String
Resources:
Member:
Type: 'AWS::ManagedBlockchain::Member'
Properties:
MemberConfiguration:
Name: !Ref MemberName
Description: !Ref MemberDescription
MemberFrameworkConfiguration:
MemberFabricConfiguration:
AdminUsername: !Ref MemberAdminUsername
AdminPassword: !Ref MemberAdminPassword
NetworkId: !Ref NetworkId
InvitationId: !Ref InvitationId

JSON
{

"Description": "Basic additional member template",
"Parameters": {
"MemberName": {
"Type": "String"
},
"MemberDescription": {
"Type": "String"
},
"MemberAdminUsername": {
"Type": "String"
},
"MemberAdminPassword": {
"Type": "String"
},
"NetworkId": {
"Type": "String"
},
"InvitationId": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Member": {
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}

}

}

"Type": "AWS::ManagedBlockchain::Member",
"Properties": {
"MemberConfiguration": {
"Name": {
"Ref": "MemberName"
},
"MemberFrameworkConfiguration": {
"MemberFabricConfiguration": {
"AdminUsername": {
"Ref": "MemberAdminUsername"
},
"AdminPassword": {
"Ref": "MemberAdminPassword"
}
}
}
},
"NetworkId": {
"Ref": "NetworkId"
},
"InvitationId": {
"Ref": "InvitationId"
}
}

AWS::ManagedBlockchain::Member ApprovalThresholdPolicy
ネットワークの投票ルールを定義するポリシータイプ。ルールによって、提案が承認されるかどうかが決
まります。承認は、YES 投票率や提案期間などの基準に基づく場合があります。このポリシーは、すべて
の提案に適用され、ネットワークの作成時に指定されます。
Hyperledger Fabric にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ProposalDurationInHours" : Integer,
"ThresholdComparator" : String,
"ThresholdPercentage" : Integer

YAML
ProposalDurationInHours: Integer
ThresholdComparator: String
ThresholdPercentage: Integer

プロパティ
ProposalDurationInHours
提案が作成されてから有効期限が切れるまでの期間。メンバーが、提案を承認するために必要な YES
投票数や、期限が切れる前に拒否するために必要な NO 投票数のいずれも投じなかった場合、提案は
EXPIRED であり、ProposalActions は実行されません。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 168
Update requires: No interruption
ThresholdComparator
承認されるには、投票率が ThresholdPercentage より大きいか、ThreholdPercentage 以上と
なる必要があるかどうかを決定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GREATER_THAN | GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO
Update requires: No interruption
ThresholdPercentage
提案が承認されるために、YES でなければならないすべてのメンバー間の投票の割合。たとえ
ば、ThresholdPercentage の値が 50 の場合は 50% を示します。ThresholdComparator は正
確な比較を決定します。10 人のメンバーを持つネットワークで ThresholdPercentage の値が 50
で、ThresholdComparator の値が GREATER_THAN に指定されている場合、提案が承認されるには
6 つの YES 投票が必要であることを示します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member MemberConfiguration
メンバーの設定プロパティ。
Hyperledger Fabric にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"MemberFrameworkConfiguration" : MemberFrameworkConfiguration (p. 4646),
"Name" : String

YAML
Description: String
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MemberFrameworkConfiguration:
MemberFrameworkConfiguration (p. 4646)
Name: String

プロパティ
Description
メンバーの説明 (省略可能)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
MemberFrameworkConfiguration
メンバーに関連するブロックチェーンフレームワークの設定プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: MemberFrameworkConfiguration (p. 4646)
Update requires: No interruption
Name
メンバーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^(?!-|[0-9])(?!.*-$)(?!.*?--)[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member MemberFabricConfiguration
Hyperledger Fabric フレームワークを使用した Managed Blockchain ネットワークのメンバーの
Hyperledger Fabric の設定プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AdminPassword" : String,
"AdminUsername" : String
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YAML
AdminPassword: String
AdminUsername: String

プロパティ
AdminPassword
メンバーの初期管理ユーザーのパスワード。AdminPassword は 8 文字以上、32 文字以下である必要
があります。少なくとも 1 つの大文字、1 つの小文字、1 つの数字を使用する必要があります。一重
引用符 (')、二重引用符 (“)、スラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、@、またはスペースは使用できま
せん。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 8
最大: 32
パターン: ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?!.*[@'\\"/])[a-zA-Z0-9\S]*$
Update requires: No interruption
AdminUsername
メンバーの初期管理ユーザーのユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 16
パターン: ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*$
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member MemberFrameworkConfiguration
Managed Blockchain ネットワークが使用するブロックチェーンフレームワークのメンバーに関連する設定
プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MemberFabricConfiguration" : MemberFabricConfiguration (p. 4645)

YAML
MemberFabricConfiguration:
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MemberFabricConfiguration (p. 4645)

プロパティ
MemberFabricConfiguration
Hyperledger Fabric の設定プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: MemberFabricConfiguration (p. 4645)
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member NetworkConfiguration
メンバーが属するネットワークの設定プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"Framework" : String,
"FrameworkVersion" : String,
"Name" : String,
"NetworkFrameworkConfiguration" : NetworkFrameworkConfiguration (p. 4649),
"VotingPolicy" : VotingPolicy (p. 4650)

YAML
Description: String
Framework: String
FrameworkVersion: String
Name: String
NetworkFrameworkConfiguration:
NetworkFrameworkConfiguration (p. 4649)
VotingPolicy:
VotingPolicy (p. 4650)

プロパティ
Description
ネットワークのブロックチェーンフレームワークの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
Framework
ネットワークが使用するブロックチェーンフレームワーク。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ETHEREUM | HYPERLEDGER_FABRIC
Update requires: No interruption
FrameworkVersion
ネットワークが使用するブロックチェーンフレームワークのバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 8
Update requires: No interruption
Name
ネットワークの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
NetworkFrameworkConfiguration
ネットワークが使用するブロックチェーンフレームワークのネットワークに関連する設定プロパ
ティ。
必須: いいえ
タイプ: NetworkFrameworkConfiguration (p. 4649)
Update requires: No interruption
VotingPolicy
提案が承諾されるかどうかを決定するネットワークの投票ルール。
必須: はい
タイプ: VotingPolicy (p. 4650)
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member NetworkFabricConfiguration
ネットワークの Hyperledger Fabric 設定プロパティ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Edition" : String

YAML
Edition: String

プロパティ
Edition
ネットワークが使用する Amazon Managed Blockchain のエディション。有効な値は、standard お
よび starter です。詳細については、次を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: STANDARD | STARTER
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member NetworkFrameworkConfiguration
ネットワークが使用するブロックチェーンフレームワークのネットワークに関連する設定プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NetworkFabricConfiguration" : NetworkFabricConfiguration (p. 4648)

YAML
NetworkFabricConfiguration:
NetworkFabricConfiguration (p. 4648)

プロパティ
NetworkFabricConfiguration
Hyperledger Fabric フレームワークを使用した Managed Blockchain ネットワークのメンバーの
Hyperledger Fabric の設定プロパティ。
必須: いいえ
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タイプ: NetworkFabricConfiguration (p. 4648)
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Member VotingPolicy
提案が受け入れられるかどうかを決定するネットワークの投票ルール
Hyperledger Fabric にのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApprovalThresholdPolicy" : ApprovalThresholdPolicy (p. 4643)

YAML
ApprovalThresholdPolicy:
ApprovalThresholdPolicy (p. 4643)

プロパティ
ApprovalThresholdPolicy
提案が承認されるために必要な YES 投票の割合や提案の期間など、提案に投票するためのネットワー
クのルールを定義します。このポリシーは、すべての提案に適用され、ネットワークの作成時に指定
されます。
必須: いいえ
タイプ: ApprovalThresholdPolicy (p. 4643)
Update requires: No interruption

AWS::ManagedBlockchain::Node
指定されたブロックチェーンネットワーク上にノードを作成します。
Hyperledger Fabric と Ethereum に適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ManagedBlockchain::Node",
"Properties" : {
"MemberId" : String,
"NetworkId" : String,
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}

}

"NodeConfiguration" : NodeConfiguration (p. 4654)

YAML
Type: AWS::ManagedBlockchain::Node
Properties:
MemberId: String
NetworkId: String
NodeConfiguration:
NodeConfiguration (p. 4654)

プロパティ
MemberId
ノードが属するメンバーの一意の識別子。Hyperledger Fabric にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkId
ノードが存在するネットワークの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NodeConfiguration
ピアノードの設定プロパティ。
必須: はい
タイプ: NodeConfiguration (p. 4654)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ノード ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
ノードの Amazon リソースネーム (ARN)
MemberId
ノードが作成されるメンバーの一意の識別子。Hyperledger Fabric にのみ適用されます。
NetworkId
ノードが存在するネットワークの一意の識別子。
NodeId
ノードの一意の識別子。

例
Ethereum ネットワーク上にノードを作成する
YAML
Description: "Basic Ethereum node template"
Parameters:
NetworkId:
Type: String
InstanceType:
Type: String
AvailabilityZone:
Type: String
Resources:
Node:
Type: "AWS::ManagedBlockchain::Node"
Properties:
NetworkId: !Ref NetworkId
NodeConfiguration:
InstanceType: !Ref InstanceType
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone

JSON
{

"Description": "Basic Ethereum node template",
"Parameters": {
"NetworkId": {
"Type": "String"
},
"InstanceType": {
"Type": "String"
},
"AvailabilityZone": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Node": {
"Type": "AWS::ManagedBlockchain::Node",
"Properties": {
"NetworkId": "NetworkId",
"NodeConfiguration": {
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}

}

}

}

}

"InstanceType": "InstanceType",
"AvailabilityZone": "AvailabilityZone"

Hyperledger Fabric ネットワークメンバーにノードを作成する
YAML
Description: "Basic Hyperledger Fabric node template"
Parameters:
NetworkId:
Type: String
MemberId:
Type: String
InstanceType:
Type: String
AvailabilityZone:
Type: String
Resources:
InitialNode:
Type: "AWS::ManagedBlockchain::Node"
Properties:
NetworkId: !Ref NetworkId
MemberId: !Ref MemberId
NodeConfiguration:
InstanceType: !Ref InstanceType
AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone

JSON
{

"Description": "Basic Hyperledger Fabric node template",
"Parameters": {
"NetworkId": {
"Type": "String"
},
"MemberId": {
"Type": "String"
},
"InstanceType": {
"Type": "String"
},
"AvailabilityZone": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"InitialNode": {
"Type": "AWS::ManagedBlockchain::Node",
"Properties": {
"NetworkId": "NetworkId",
"MemberId": "MemberId",
"NodeConfiguration": {
"InstanceType": "InstanceType",
"AvailabilityZone": "AvailabilityZone"
}
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}

}

}

}

AWS::ManagedBlockchain::Node NodeConfiguration
メンバーシップ内のピアノードの設定プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailabilityZone" : String,
"InstanceType" : String

YAML
AvailabilityZone: String
InstanceType: String

プロパティ
AvailabilityZone
ノードが存在するアベイラビリティーゾーン。Ethereum ノードに必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstanceType
ノードの Amazon Managed Blockchain インスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Elemental MediaConnect リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::MediaConnect::Flow (p. 4655)
• AWS::MediaConnect::FlowEntitlement (p. 4662)
• AWS::MediaConnect::FlowOutput (p. 4667)
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• AWS::MediaConnect::FlowSource (p. 4672)
• AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface (p. 4677)

AWS::MediaConnect::Flow
AWS::MediaConnect::Flow リソースは、1 つまたは複数の動画ソースと 1 つまたは複数の出力間の接続を
定義します。フローごとに、使用するトランスポートプロトコル、暗号化情報、および必要な出力または
使用権限の詳細を指定します。AWS Elemental MediaConnect は、ライブ動画を 1 つのユニキャストスト
リームとして送信できるインジェストエンドポイントを返します。サービスは、AWS クラウド内または外
部を問わず、指定したすべての出力に動画をレプリケートして配信します。また、フローに使用権限を設
定して、他の AWS accounts がコンテンツにアクセスできるようにすることもできます。
注: MediaConnect は、現時点において、CloudFormation を使用して SRT-リスナープロトコルを使用する
ソースを含むフローの作成をサポートしていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConnect::Flow",
"Properties" : {
"AvailabilityZone" : String,
"Name" : String,
"Source" : Source (p. 4659),
"SourceFailoverConfig" : FailoverConfig (p. 4659)
}

YAML
Type: AWS::MediaConnect::Flow
Properties:
AvailabilityZone: String
Name: String
Source:
Source (p. 4659)
SourceFailoverConfig:
FailoverConfig (p. 4659)

プロパティ
AvailabilityZone
フローを作成するアベイラビリティーゾーン。これらのオプションは、現在の AWS リージョン 内の
アベイラビリティーゾーンに限定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
フローの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Source
新しいフローに使用するソースの設定。
必須: はい
タイプ: ソース (p. 4659)
Update requires: No interruption
SourceFailoverConfig
ソースフェイルオーバーの設定。
必須: いいえ
タイプ: FailoverConfig (p. 4659)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: フロー ARN。以下に例を
示します。
{ "Ref": "arn:aws:mediaconnect:useast-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
FlowAvailabilityZone
フローが作成されたアベイラビリティーゾーン。これらのオプションは、現在の AWS リージョン内
のアベイラビリティーゾーンに限定されます。
Source.IngestIp
Property description not available.
Source.SourceArn
Property description not available.
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AWS::MediaConnect::Flow Encryption
フローの暗号化に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Algorithm" : String,
"ConstantInitializationVector" : String,
"DeviceId" : String,
"KeyType" : String,
"Region" : String,
"ResourceId" : String,
"RoleArn" : String,
"SecretArn" : String,
"Url" : String

YAML
Algorithm: String
ConstantInitializationVector: String
DeviceId: String
KeyType: String
Region: String
ResourceId: String
RoleArn: String
SecretArn: String
Url: String

プロパティ
Algorithm
暗号化に使用されるアルゴリズムの種類 (aes128、aes192、または aes256 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される 128 ビット 16 バイトの 16 進値。コンテンツを暗号化するためのキーで
使用されます。このパラメータは、静的キーの暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeviceId
デジタル著作権管理 (DRM) プラットフォームのキープロバイダーで設定したデバイスの 1 つの値。こ
のパラメータは SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyType
暗号化に使用されるキーの種類。keyType 値を指定しない場合、サービスはデフォルト設定
(static-key) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Region
API Gateway プロキシエンドポイントが作成された AWS リージョン。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
コンテンツの識別子。この値は、現在のエンドポイントを特定するために、サービスよりキーサー
バーに送信されます。リソース ID は、コンテンツ ID とも呼ばれます。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
セットアップ中に作成したロールの Amazon リソースネーム (ARN) (MediaConnect を信頼されたエン
ティティとして設定する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretArn
暗号化キーを保存するために AWS Secrets Manager で作成したシークレットの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
キーサーバーと通信するためにセットアップした API ゲートウェイプロキシの URL。このパラメータ
は SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::Flow FailoverConfig
ソースフェイルオーバーの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RecoveryWindow" : Integer,
"State" : String

YAML
RecoveryWindow: Integer
State: String

プロパティ
RecoveryWindow
サービスが保持するバッファ (遅延) のサイズ。バッファが大きいほど、ストリームの送信の遅延が長
引きますが、エラー修正の余地が増えます。バッファが小さいほど、遅延は短くなりますが、エラー
修正の余地も少なくなります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
State
フロー上のソースフェイルオーバーの状態。状態が無効の場合、フローはソースを 1 つだけ持つこと
ができます。状態が有効の場合、フローは 1 つまたは 2 つのソースを持つことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::Flow Source
フローのソースの詳細。
VPC ソースを使用してフローを作成する場合は、まず、次の手順を実行して、一時的な標準ソースでフ
ローを作成する必要があります。
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1. CloudFormation を利用して、フローのパブリック IP アドレスを使用する標準ソースでフローを作成し
ます。
2. CloudFormation を利用して、このフローに追加する VPC インターフェイスを作成します。これは、前
の手順の一部として行うこともできます。
3. CloudFormation がフローと VPC インターフェイスを作成したら、作成した VPC インターフェイスを
ポイントするようにソースを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Decryption" : Encryption (p. 4657),
"Description" : String,
"EntitlementArn" : String,
"IngestIp" : String,
"IngestPort" : Integer,
"MaxBitrate" : Integer,
"MaxLatency" : Integer,
"Name" : String,
"Protocol" : String,
"SourceArn" : String,
"StreamId" : String,
"VpcInterfaceName" : String,
"WhitelistCidr" : String

YAML
Decryption:
Encryption (p. 4657)
Description: String
EntitlementArn: String
IngestIp: String
IngestPort: Integer
MaxBitrate: Integer
MaxLatency: Integer
Name: String
Protocol: String
SourceArn: String
StreamId: String
VpcInterfaceName: String
WhitelistCidr: String

プロパティ
Decryption
ソースから取り込まれたコンテンツで使用される暗号化のタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 暗号化 (p. 4657)
Update requires: No interruption
Description
ソースの説明。この説明は、現在の AWS アカウント の外部には表示されません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EntitlementArn
別の AWS アカウント から取得したコンテンツをサブスクライブできる使用権限の ARN。使用権限は
コンテンツ作成者によって設定され、ARN は作成者のフローの一部として生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IngestIp
フローが着信コンテンツをリッスンする IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IngestPort
フローが着信コンテンツをリッスンするポート。ソースのプロトコルが Zixi の場合は、ポートを 2088
に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxBitrate
RIST、RTP、および RTP-FEC ストリームの最大ビットレート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxLatency
RIST または Zixi ベースのソースの最大レイテンシー (ミリ秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
ソースの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Protocol
ソースによって使用されるプロトコル。利用可能な全体プロトコルの一覧については、AWS
Elemental MediaConnect API リファレンスの Source protocols を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceArn
ソースの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamId
トランスポートに使用するストリーム ID。このパラメータは Zixi ベースのストリームにのみ適用され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcInterfaceName
ソースコンテンツが由来する VPC インターフェイスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WhitelistCidr
ソースへのコンテンツの提供が許可される IP アドレスの範囲。IP アドレスを Classless Inter-Domain
Routing (CIDR) ブロック (10.0.0.0/16 など) としてフォーマットします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement リソースは、AWS account が別の AWS account に付与する許可を
定義し、特定の AWS Elemental MediaConnect フロー内のコンテンツへアクセスできるようにします。コ
ンテンツ作成者は、特定の AWS account (受信者) に使用権限を付与します。使用権限が付与されると、受
信者は発信者のフローをソースとして使用してフローを作成できます。各フローには、最大 50 の使用権
限を設定できます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConnect::FlowEntitlement",
"Properties" : {
"DataTransferSubscriberFeePercent" : Integer,
"Description" : String,
"Encryption" : Encryption (p. 4665),
"EntitlementStatus" : String,
"FlowArn" : String,
"Name" : String,
"Subscribers" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
Properties:
DataTransferSubscriberFeePercent: Integer
Description: String
Encryption:
Encryption (p. 4665)
EntitlementStatus: String
FlowArn: String
Name: String
Subscribers:
- String

プロパティ
DataTransferSubscriberFeePercent
受信者に負担させる使用権限データ転送料金の割合。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Description
使用権限の説明。この説明は MediaConnect コンソールにのみ表示され、現在の AWS アカウント の
外部には表示されません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Encryption
MediaConnect が使用権限に関連付けられた出力に使用する暗号化のタイプ。
必須: いいえ
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タイプ: 暗号化 (p. 4665)
Update requires: No interruption
EntitlementStatus
新しい使用権限を作成するとすぐに有効にするか無効にするかを示すものです。リクエストで
entitlementStatus フィールドを指定しない場合、MediaConnect は [ENABLED (有効)] に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
使用権限の名前。この値は、現在のフロー内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Subscribers
コンテンツを共有する AWS アカウント ID。受信アカウント (受信者) は、コンテンツをソースとして
使用して独自のフローを作成できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 使用権限 ARN。次に例を
示します。
{ "Ref": "arn:aws:mediaconnect:uswest-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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EntitlementArn
使用権限 ARN。

AWS::MediaConnect::FlowEntitlement Encryption
フローの暗号化に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Algorithm" : String,
"ConstantInitializationVector" : String,
"DeviceId" : String,
"KeyType" : String,
"Region" : String,
"ResourceId" : String,
"RoleArn" : String,
"SecretArn" : String,
"Url" : String

YAML
Algorithm: String
ConstantInitializationVector: String
DeviceId: String
KeyType: String
Region: String
ResourceId: String
RoleArn: String
SecretArn: String
Url: String

プロパティ
Algorithm
暗号化に使用されるアルゴリズムの種類 (aes128、aes192、または aes256 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される 128 ビット 16 バイトの 16 進値。コンテンツを暗号化するためのキーで
使用されます。このパラメータは、静的キーの暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DeviceId
デジタル著作権管理 (DRM) プラットフォームのキープロバイダーで設定したデバイスの 1 つの値。こ
のパラメータは SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyType
暗号化に使用されるキーの種類。keyType 値を指定しない場合、サービスはデフォルト設定
(static-key) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Region
API Gateway プロキシエンドポイントが作成された AWS リージョン。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
コンテンツの識別子。この値は、現在のエンドポイントを特定するために、サービスよりキーサー
バーに送信されます。リソース ID は、コンテンツ ID とも呼ばれます。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
セットアップ中に作成したロールの Amazon リソースネーム (ARN) (MediaConnect を信頼されたエン
ティティとして設定する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretArn
暗号化キーを保存するために AWS Secrets Manager で作成したシークレットの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Url
キーサーバーと通信するためにセットアップした API ゲートウェイプロキシの URL。このパラメータ
は SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::FlowOutput
AWS::MediaConnect::FlowOutput リソースは、AWS Elemental MediaConnect が取り込んだ動画を送信す
る送信先アドレス、プロトコル、およびポートを定義します。各フローは最大 50 の出力を持つことがで
きます。出力には、ソースと同じプロトコルと異なるプロトコルが含まれます。
注: MediaConnect は、現時点において、CloudFormation を使用して SRT-リスナープロトコルを使用する
出力の追加をサポートしていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConnect::FlowOutput",
"Properties" : {
"CidrAllowList" : [ String, ... ],
"Description" : String,
"Destination" : String,
"Encryption" : Encryption (p. 4670),
"FlowArn" : String,
"MaxLatency" : Integer,
"Name" : String,
"Port" : Integer,
"Protocol" : String,
"RemoteId" : String,
"SmoothingLatency" : Integer,
"StreamId" : String,
"VpcInterfaceAttachment" : VpcInterfaceAttachment (p. 4671)
}

YAML
Type: AWS::MediaConnect::FlowOutput
Properties:
CidrAllowList:
- String
Description: String
Destination: String
Encryption:
Encryption (p. 4670)
FlowArn: String
MaxLatency: Integer
Name: String
Port: Integer
Protocol: String
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RemoteId: String
SmoothingLatency: Integer
StreamId: String
VpcInterfaceAttachment:
VpcInterfaceAttachment (p. 4671)

プロパティ
CidrAllowList
このフローへの出力リクエストを開始できる IP アドレスの範囲。IP アドレスを Classless InterDomain Routing (CIDR) ブロック (10.0.0.0/16 など) としてフォーマットします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Description
出力の説明。この説明は、アカウントが他のアカウントに使用権限を付与する場合でも、現在の AWS
アカウント の外部には表示されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Destination
出力を送信する IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Encryption
出力に使用する暗号化認証情報。
必須: いいえ
タイプ: 暗号化 (p. 4670)
Update requires: No interruption
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxLatency
Zixi ベースのストリームの最大レイテンシー (ミリ秒単位)。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
VPC インターフェイスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Port
MediaConnect がコンテンツを出力に配信するときに使用するポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Protocol
出力に使用するプロトコル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemoteId
Zixi 受信機に割り当てられる識別子。このパラメータは、Zixi プルを使用する出力にのみ適用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SmoothingLatency
RIST、RTP、および RTP-FEC ストリームのスムージングレイテンシー (ミリ秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamId
トランスポートに使用するストリーム ID。このパラメータは Zixi ベースのストリームにのみ適用され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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VpcInterfaceAttachment
出力の送信先の VPC インターフェイス。
必須: いいえ
タイプ: VpcInterfaceAttachment (p. 4671)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 出力 ARN。次に例を示し
ます。
{ "Ref": "arn:aws:mediaconnect:useast-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYCOutput" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
OutputArn
出力の ARN。

AWS::MediaConnect::FlowOutput Encryption
フローの暗号化に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Algorithm"
"KeyType" :
"RoleArn" :
"SecretArn"

: String,
String,
String,
: String

YAML
Algorithm: String
KeyType: String
RoleArn: String
SecretArn: String
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プロパティ
Algorithm
暗号化に使用されるアルゴリズムの種類 (aes128、aes192、または aes256 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyType
暗号化に使用されるキーの種類。keyType 値を指定しない場合、サービスはデフォルト設定
(static-key) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
セットアップ中に作成したロールの Amazon リソースネーム (ARN) (MediaConnect を信頼されたエン
ティティとして設定する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretArn
暗号化キーを保存するために AWS Secrets Manager で作成したシークレットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::FlowOutput VpcInterfaceAttachment
出力の送信先の VPC インターフェイス。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VpcInterfaceName" : String

YAML
VpcInterfaceName: String
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プロパティ
VpcInterfaceName
出力の送信先の VPC インターフェイスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::FlowSource
AWS#MediaConnect#FlowSource リソースは、設定情報 (暗号化とソースタイプ) とネットワークアドレス
を含む外部動画コンテンツです。各フローには少なくとも 1 つのソースがあります。標準ソースは、オン
プレミスのエンコーダーなど、別の AWS Elemental MediaConnect フロー以外のソースから取得します。
使用権限のあるソースは、別の AWS account が所有し、アカウントに使用権限を付与した MediaConnect
フローから取得します。
注: MediaConnect は、現時点において、CloudFormation を使用して SRT-リスナープロトコルを使用する
ソースの追加をサポートしていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConnect::FlowSource",
"Properties" : {
"Decryption" : Encryption (p. 4675),
"Description" : String,
"EntitlementArn" : String,
"FlowArn" : String,
"IngestPort" : Integer,
"MaxBitrate" : Integer,
"MaxLatency" : Integer,
"Name" : String,
"Protocol" : String,
"StreamId" : String,
"VpcInterfaceName" : String,
"WhitelistCidr" : String
}

YAML
Type: AWS::MediaConnect::FlowSource
Properties:
Decryption:
Encryption (p. 4675)
Description: String
EntitlementArn: String
FlowArn: String
IngestPort: Integer
MaxBitrate: Integer
MaxLatency: Integer
Name: String
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Protocol: String
StreamId: String
VpcInterfaceName: String
WhitelistCidr: String

プロパティ
Decryption
ソースから取り込まれたコンテンツで使用される暗号化のタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 暗号化 (p. 4675)
Update requires: No interruption
Description
ソースの説明。この説明は、現在の AWS アカウント の外部には表示されません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EntitlementArn
フローをサブスクライブできる使用権限の ARN。使用権限はコンテンツ作成者によって設定さ
れ、ARN は作成者のフローの一部として生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IngestPort
フローが着信コンテンツをリッスンするポート。ソースのプロトコルが Zixi の場合は、ポートを 2088
に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxBitrate
RIST、RTP、および RTP-FEC ストリームの最大ビットレート。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxLatency
RIST および Zixi ベースのストリームの最大レイテンシー (ミリ秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
VPC インターフェイスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Protocol
ソースが MediaConnect にコンテンツを配信するために使用するプロトコル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamId
トランスポートに使用するストリーム ID。このパラメータは Zixi ベースのストリームにのみ適用され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcInterfaceName
出力の送信先の VPC インターフェイスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WhitelistCidr
ソースへのコンテンツの提供が許可される IP アドレスの範囲。IP アドレスを Classless Inter-Domain
Routing (CIDR) ブロック (10.0.0.0/16 など) としてフォーマットします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ソース ARN。以下に例を
示します。
{ "Ref": "arn:aws:mediaconnect:useast-1:111122223333:source:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:AwardsShowSource" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
IngestIp
フローが着信コンテンツをリッスンする IP アドレス。
SourceArn
ソースの ARN。

AWS::MediaConnect::FlowSource Encryption
フローの暗号化に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Algorithm" : String,
"ConstantInitializationVector" : String,
"DeviceId" : String,
"KeyType" : String,
"Region" : String,
"ResourceId" : String,
"RoleArn" : String,
"SecretArn" : String,
"Url" : String

YAML
Algorithm: String
ConstantInitializationVector: String
DeviceId: String
KeyType: String
Region: String
ResourceId: String
RoleArn: String
SecretArn: String
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Url: String

プロパティ
Algorithm
暗号化に使用されるアルゴリズムの種類 (aes128、aes192、または aes256 など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される 128 ビット 16 バイトの 16 進値。コンテンツを暗号化するためのキーで
使用されます。このパラメータは、静的キーの暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeviceId
デジタル著作権管理 (DRM) プラットフォームのキープロバイダーで設定したデバイスの 1 つの値。こ
のパラメータは SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyType
暗号化に使用されるキーの種類。keyType 値を指定しない場合、サービスはデフォルト設定
(static-key) を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Region
API Gateway プロキシエンドポイントが作成された AWS リージョン。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
コンテンツの識別子。この値は、現在のエンドポイントを特定するために、サービスよりキーサー
バーに送信されます。リソース ID は、コンテンツ ID とも呼ばれます。このパラメータは SPEKE 暗
号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
セットアップ中に作成したロールの Amazon リソースネーム (ARN) (MediaConnect を信頼されたエン
ティティとして設定する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretArn
暗号化キーを保存するために AWS Secrets Manager で作成したシークレットの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
キーサーバーと通信するためにセットアップした API ゲートウェイプロキシの URL。このパラメータ
は SPEKE 暗号化に必要であり、静的キー暗号化には無効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface リソースは、AWS Elemental MediaConnect フローと Amazon
Virtual Private Cloud サービスを使用して作成した仮想プライベートクラウド (VPC) との間の接続です。
パブリックインターネット経由でコンテンツをストリーミングしないようにするには、最大 2 つの VPC
インターフェイスをフローに追加し、それらの接続を使用して VPC と MediaConnect 間でコンテンツを転
送します。
既存のフローを更新して VPC インターフェイスを追加できます。フローをまだ作成していない場合は、次
の手順を実行して、一時的な標準ソースを使用してフローを作成する必要があります。
1. CloudFormation を利用して、フローのパブリック IP アドレスに使用する標準ソースでフローを作成し
ます。
2. CloudFormation を利用して、このフローに追加する VPC インターフェイスを作成します。これは、前
の手順の一部として行うこともできます。
3. CloudFormation がフローと VPC インターフェイスを作成したら、作成した VPC インターフェイスを
ポイントするようにソースを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface",
"Properties" : {
"FlowArn" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
Properties:
FlowArn: String
Name: String
RoleArn: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetId: String

プロパティ
FlowArn
フローの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
VPC インターフェイスの名前。この値は、現在のフロー内で一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RoleArn
MediaConnect を信頼できるサービスとして設定したときに作成したロールの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
MediaConnect が VPC 設定に使用する VPC セキュリティグループ。リクエストには、少なくとも 1
つのセキュリティグループを含める必要があります。
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必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetId
VPC インターフェイスに使用するサブネット ID。
VPC 内の IP アドレスの範囲。VPC を作成するときに、その VPC に対して、IPv4 アドレスの範囲を
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) ブロックの形式で指定します (例: 10.0.0.0/16)。これは VPC
のプライマリ CIDR ブロックです。VPC 用のサブネットを作成する際、VPC CIDR ブロックのサブ
セットである、サブネットの CIDR ブロックを指定します。
フロー上のすべての VPC インターフェイスで使用するサブネットは、フローと同じアベイラビリ
ティーゾーンに存在する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: フロー ARN と VPC イン
ターフェイスの名前。次に例を示します。
{ "Ref": "arn:aws:mediaconnect:useast-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame|
MyVPCInterface" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
NetworkInterfaceIds
MediaConnect がアカウントで作成したネットワークインターフェイスの ID。

AWS Elemental MediaConvert リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::MediaConvert::JobTemplate (p. 4680)
• AWS::MediaConvert::Preset (p. 4687)
• AWS::MediaConvert::Queue (p. 4692)
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AWS::MediaConvert::JobTemplate
AWS::MediaConvert::JobTemplate リソースは、AWS Elemental MediaConvert リソースタイプで、トラン
スコーディングジョブを生成するために使用できます。
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するときは、トランスコーディングジョブ
設定を JSON または YAML 形式で渡します。この設定仕様は、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検
証に適合する特定の方法で形成する必要があります。SettingsJson プロパティのジョブテンプレートモ
デルの作成の詳細については、このトピックの後半に記載されている「備考」セクションを参照してくだ
さい。
ジョブテンプレートの詳細については、AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド の Working with
AWS Elemental MediaConvert Job Templates を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConvert::JobTemplate",
"Properties" : {
"AccelerationSettings" : AccelerationSettings (p. 4685),
"Category" : String,
"Description" : String,
"HopDestinations" : [ HopDestination (p. 4686), ... ],
"Name" : String,
"Priority" : Integer,
"Queue" : String,
"SettingsJson" : Json,
"StatusUpdateInterval" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::MediaConvert::JobTemplate
Properties:
AccelerationSettings:
AccelerationSettings (p. 4685)
Category: String
Description: String
HopDestinations:
- HopDestination (p. 4686)
Name: String
Priority: Integer
Queue: String
SettingsJson:
Json
StatusUpdateInterval: String
Tags: Json

プロパティ
AccelerationSettings
高速トランスコードは、視覚的に複雑な長いコンテンツでジョブを大幅に高速化できます。この機能
を使用する出力には、プロティア料金が発生します。機能の制限の詳細については、AWS Elemental
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MediaConvert ユーザーガイドの Job Limitations for Accelerated Transcoding in AWS Elemental
MediaConvert を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AccelerationSettings (p. 4685)
Update requires: No interruption
Category
オプション。作成するジョブテンプレートのカテゴリ
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
オプション。作成するジョブテンプレートの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HopDestinations
オプション。カスタマー定義の最小待機時間が経過した場合、ジョブがホップできる送信先キューの
設定。詳細については、 AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイドの Setting Up Queue Hopping
to Avoid Long Waits を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: HopDestination (p. 4686) のリスト
Update requires: No interruption
Name
作成するジョブテンプレートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Priority
このジョブの相対的な優先度を指定します。どのキューでも、最も高い値を持つジョブから最初に処
理が行われます。複数のジョブで優先順位が同じ場合、ユーザーが最初に送信したジョブから処理さ
れます。優先度を指定しない場合、デフォルト値の 0 が使用されます。最小値: - 50 最大値: 50
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Queue
オプション。このテンプレートから作成されたジョブが割り当てられるキュー。キュー
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。たとえば、arn:aws:mediaconvert:usAPI バージョン 2010-05-15
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west-2:505474453218:queues/Default。これを指定しない場合、ジョブはデフォルトのキューに入り
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SettingsJson
このジョブテンプレートのトランスコーディングジョブ設定を JSON 形式で指定します。この仕様
は、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検証に適合している必要があります。この仕様の形式の
詳細については、このトピックの後半の「備考」セクションを参照してください。
MediaConvert ジョブテンプレートの詳細については、AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイ
ドの Working with AWS Elemental MediaConvert Job Templates を参照してください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
StatusUpdateInterval
MediaConvert が STATUS_UPDATE イベントを Amazon CloudWatch Events に送信する頻度を指定
します。ステータス更新間隔を秒単位で設定します。MediaConvert は、サービスがジョブの処理を開
始してからトランスコードを完了するか、エラーが発生するまでこの間隔で更新を送信します。
次のいずれかの列挙型を指定します。
SECONDS_10
SECONDS_12
SECONDS_15
SECONDS_20
SECONDS_30
SECONDS_60
SECONDS_120
SECONDS_180
SECONDS_240
SECONDS_300
SECONDS_360
SECONDS_420
SECONDS_480
SECONDS_540
SECONDS_600
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::MediaConvert::JobTemplate リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数は
Streaming stack DASH などのジョブテンプレートの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ジョブテンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。arn:aws:mediaconvert:uswest-2:123456789012 など。
Name
ジョブテンプレートの名前。Streaming stack DASH など。

解説
SettingsJson プロパティのジョブテンプレートモデルの作成
AWS CloudFormation テンプレートの AWS::MediaConvert::JobTemplate を宣言する際、トランスコー
ディングジョブ設定をプロパティ SettingsJson の値として渡します。この設定仕様は JSON 形式また
は YAML 形式で、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検証に適合している必要があります。
次の手順は、JSON で仕様を生成するためのものです。YAML で必要な場合は、JSON で作成して変換
ユーティリティを使用できます。
SettingsJson の JSON ジョブテンプレートモデルを作成する
1. MediaConvert https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/ を使用してジョブテンプレートを作成し
ます。詳細については、「AWS Elemental MediaConvert ジョブテンプレートの使用」を参照してくだ
さい。
2. AWS CLI を使用して、次のコマンドを使った設定構成のみを取得します。
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aws mediaconvert https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com
get-job-template DASH-stack-template --query 'JobTemplate.Settings'
3. プロパティ SettingsJson の値として設定をコピーします。
JSON および YAML のジョブテンプレートモデルの例については、このトピックの「例」セクションを参
照してください。

例
SettingsJson のジョブテンプレートモデル
SettingsJson プロパティのジョブテンプレートモデルを JSON または YAML で作成する方法の詳細に
ついては、このトピックの「備考」セクションを参照してください。

JSON
{

"AdAvailOffset": 0,
"OutputGroups": [
{
"Name": "File Group",
"OutputGroupSettings": {
"FileGroupSettings": {},
"Type": "FILE_GROUP_SETTINGS"
},
"Outputs": [
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "_Generic_Uhd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_3840x2160p_24Hz_8Mbps",
"Preset": "System-Generic_Uhd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_3840x2160p_24Hz_8Mbps"
},
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier":
"_Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_4.5Mbps",
"Preset": "System-Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_4.5Mbps"
},
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "_Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_3.0Mbps",
"Preset": "System-Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_3.0Mbps"
},
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_6Mbps",
"Preset": "System-Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_6Mbps"
},
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_4.5Mbps",
"Preset": "System-Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_4.5Mbps"
},
{
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "_Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps",
"Preset": "System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps"
}
]
}
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}

]

YAML
--AdAvailOffset: 0
OutputGroups:
- Name: File Group
OutputGroupSettings:
FileGroupSettings: {}
Type: FILE_GROUP_SETTINGS
Outputs:
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Uhd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_3840x2160p_24Hz_8Mbps
Preset: System-Generic_Uhd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_3840x2160p_24Hz_8Mbps
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_4.5Mbps
Preset: System-Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_4.5Mbps
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_3.0Mbps
Preset: System-Generic_Hd_Mp4_Hevc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_3.0Mbps
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_6Mbps
Preset: System-Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1920x1080p_24Hz_6Mbps
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_4.5Mbps
Preset: System-Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_1280x720p_24Hz_4.5Mbps
- Extension: mp4
NameModifier: _Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps
Preset: System-Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_4x3_640x480p_24Hz_1.5Mbps

AWS::MediaConvert::JobTemplate AccelerationSettings
高速トランスコードは、視覚的に複雑な長いコンテンツでジョブを大幅に高速化できます。この機能
を使用する出力には、プロティア料金が発生します。機能の制限の詳細については、AWS Elemental
MediaConvert ユーザーガイドの Job Limitations for Accelerated Transcoding in AWS Elemental
MediaConvert を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Mode" : String

YAML
Mode: String

プロパティ
Mode
サービスが高速トランスコードを使用してジョブを実行する条件を指定します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaConvert::JobTemplate HopDestination
オプション。カスタマー定義の最小待機時間が経過した場合、ジョブがホップできる送信先キューの設
定。詳細については、 AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイドの Setting Up Queue Hopping to
Avoid Long Waits を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Priority" : Integer,
"Queue" : String,
"WaitMinutes" : Integer

YAML
Priority: Integer
Queue: String
WaitMinutes: Integer

プロパティ
Priority
オプション。キューホッピングを使用するようにジョブを設定する場合、送信先キュー内のジョブに
別の相対的な優先度を指定できます。指定しない場合、相対的な優先度は前のキューと同じままにな
ります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Queue
ジョブがデフォルトのキューに送信されない限り、オプションです。キューホッピングを使用するよ
うにジョブを設定する場合、送信先キューを指定できます。このキューは、ジョブが送信される元の
キューにすることはできません。元のキューが既定のキューではなく、送信先キューを指定しない場
合、ジョブは既定のキューに移動します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WaitMinutes
キューホッピングを使用するようにジョブを設定する場合に必要です。ジョブが宛先キューにホップ
できるまでの最小待機時間 (分)。有効な範囲は 1 ～ 1440 分です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaConvert::Preset
AWS::MediaConvert::Preset リソースとは、AWS Elemental MediaConvert リソースの種類で、トランス
コーディングジョブの 1 つの出力のエンコーディング設定を指定するために使用できます。
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するときは、トランスコーディングジョブ
設定を JSON または YAML 形式で渡します。この設定仕様は、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検
証に適合する特定の方法で形成する必要があります。SettingsJson プロパティの出力プリセットモデル
の作成に関する詳細は、このトピックの「備考」セクションを参照してください。
出力 MediaConvert プリセットに関する詳細については、AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド
の Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConvert::Preset",
"Properties" : {
"Category" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"SettingsJson" : Json,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::MediaConvert::Preset
Properties:
Category: String
Description: String
Name: String
SettingsJson:
Json
Tags: Json

プロパティ
Category
プリセットを変更する場合の、そのプリセットの新しいカテゴリ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Description
プリセットを変更する場合の、そのプリセットの新しい説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
変更するプリセットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SettingsJson
この出力プリセットのトランスコーディングジョブ設定を JSON 形式で指定します。この仕様
は、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検証に適合している必要があります。この仕様の形式の
詳細については、このトピックの後半の「備考」セクションを参照してください。
MediaConvert 出力プリセットに関する詳細については、AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイ
ド の Working with AWS Elemental MediaConvert Output Presets を参照してください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
AWS::MediaConvert::Preset リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数は HEVC high
res などの出力プリセットの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
出力プリセットの Amazon リソースネーム (ARN)。arn:aws:mediaconvert:uswest-2:123456789012 など。
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Name
出力プリセット名。HEVC high res など。

解説
SettingsJson プロパティの出力プリセットモデルを作成する
AWS CloudFormation テンプレートで AWS::MediaConvert::Preset エンティティを宣言する場合、トラン
スコーディングジョブ設定をプロパティ SettingsJson の値として渡します。この設定仕様は JSON 形
式または YAML 形式で、AWS Elemental MediaConvert ジョブの検証に適合している必要があります。
次の手順は、JSON で仕様を生成するためのものです。YAML で必要な場合は、JSON で作成して変換
ユーティリティを使用できます。
SettingsJson の JSON ジョブテンプレートモデルを作成する
1. MediaConvert https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/ を使用して出力プリセットを作成しま
す。詳細については、「AWS Elemental MediaConvert 出力プリセットの使用」を参照してください。
2. AWS CLI を使用して、次のコマンドを使った設定構成のみを取得します。
aws mediaconvert https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com
get-preset --name HEVC-high-res --query 'Preset.Settings'
3. プロパティ SettingsJson の値として設定をコピーします。
JSON および YAML の出力プリセットモデルの例については、このトピックの「例」セクションを参照し
てください。

例
SettingsJson の出力プリセットモデル
SettingsJson プロパティの JSON または YAML での出力プリセットモデルの作成の詳細については、
このトピックの「備考」セクションを参照してください。

JSON
{

"AudioDescriptions": [
{
"AudioType": 0,
"AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
"CodecSettings": {
"AacSettings": {
"AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
"Bitrate": 160000,
"CodecProfile": "LC",
"CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
"RateControlMode": "CBR",
"RawFormat": "NONE",
"SampleRate": 48000,
"Specification": "MPEG4"
},
"Codec": "AAC"
},
"LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
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"ContainerSettings": {
"Container": "MP4",
"Mp4Settings": {
"CslgAtom": "EXCLUDE",
"FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
"MoovPlacement": "NORMAL"
}
},
"VideoDescription": {
"AfdSignaling": "NONE",
"AntiAlias": "ENABLED",
"CodecSettings": {
"Codec": "H_265",
"H265Settings": {
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
"AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED",
"Bitrate": 10000000,
"CodecLevel": "LEVEL_5",
"CodecProfile": "MAIN_MAIN",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"FramerateControl": "SPECIFIED",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"FramerateDenominator": 1001,
"FramerateNumerator": 24000,
"GopBReference": "ENABLED",
"GopClosedCadence": 1,
"GopSize": 48.0,
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
"HrdBufferSize": 20000000,
"InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
"MinIInterval": 0,
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
"NumberReferenceFrames": 3,
"ParControl": "SPECIFIED",
"ParDenominator": 1,
"ParNumerator": 1,
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
"RateControlMode": "CBR",
"SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"Slices": 4,
"SlowPal": "DISABLED",
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"Telecine": "NONE",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalIds": "DISABLED",
"Tiles": "ENABLED",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED"
}
},
"ColorMetadata": "INSERT",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"Height": 2160,
"RespondToAfd": "NONE",
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"Sharpness": 50,
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"VideoPreprocessors": {
"Deinterlacer": {
"Algorithm": "INTERPOLATE",
"Control": "NORMAL",
"Mode": "DEINTERLACE"
}
},
"Width": 3840

API バージョン 2010-05-15
4690

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaConvert

}

}

YAML
--AudioDescriptions:
- AudioType: 0
AudioTypeControl: FOLLOW_INPUT
CodecSettings:
AacSettings:
AudioDescriptionBroadcasterMix: NORMAL
Bitrate: 160000
CodecProfile: LC
CodingMode: CODING_MODE_2_0
RateControlMode: CBR
RawFormat: NONE
SampleRate: 48000
Specification: MPEG4
Codec: AAC
LanguageCodeControl: FOLLOW_INPUT
ContainerSettings:
Container: MP4
Mp4Settings:
CslgAtom: EXCLUDE
FreeSpaceBox: EXCLUDE
MoovPlacement: NORMAL
VideoDescription:
AfdSignaling: NONE
AntiAlias: ENABLED
CodecSettings:
Codec: H_265
H265Settings:
AdaptiveQuantization: HIGH
AlternateTransferFunctionSei: DISABLED
Bitrate: 10000000
CodecLevel: LEVEL_5
CodecProfile: MAIN_MAIN
FlickerAdaptiveQuantization: DISABLED
FramerateControl: SPECIFIED
FramerateConversionAlgorithm: DUPLICATE_DROP
FramerateDenominator: 1001
FramerateNumerator: 24000
GopBReference: ENABLED
GopClosedCadence: 1
GopSize: 48.0
GopSizeUnits: FRAMES
HrdBufferInitialFillPercentage: 90
HrdBufferSize: 20000000
InterlaceMode: PROGRESSIVE
MinIInterval: 0
NumberBFramesBetweenReferenceFrames: 3
NumberReferenceFrames: 3
ParControl: SPECIFIED
ParDenominator: 1
ParNumerator: 1
QualityTuningLevel: SINGLE_PASS
RateControlMode: CBR
SampleAdaptiveOffsetFilterMode: ADAPTIVE
SceneChangeDetect: ENABLED
Slices: 4
SlowPal: DISABLED
SpatialAdaptiveQuantization: ENABLED
Telecine: NONE
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TemporalAdaptiveQuantization: ENABLED
TemporalIds: DISABLED
Tiles: ENABLED
UnregisteredSeiTimecode: DISABLED
ColorMetadata: INSERT
DropFrameTimecode: ENABLED
Height: 2160
RespondToAfd: NONE
ScalingBehavior: DEFAULT
Sharpness: 50
TimecodeInsertion: DISABLED
VideoPreprocessors:
Deinterlacer:
Algorithm: INTERPOLATE
Control: NORMAL
Mode: DEINTERLACE
Width: 384

AWS::MediaConvert::Queue
AWS::MediaConvert::Queue リソースは、ジョブを並列処理するためにアカウントで使用できるリソース
を管理するために使用できる AWS Elemental MediaConvert リソースタイプです。キューの詳細について
は、AWS Elemental MediaConvert ユーザーガイド の Working with AWS Elemental MediaConvert Queues
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaConvert::Queue",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"PricingPlan" : String,
"Status" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::MediaConvert::Queue
Properties:
Description: String
Name: String
PricingPlan: String
Status: String
Tags: Json

プロパティ
Description
オプション。作成するキューの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
4692

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaConvert

Update requires: No interruption
Name
作成するキューの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PricingPlan
AWS CloudFormation を使用すると、オンデマンドキューのみを作成できます。したがって、AWS
CloudFormation テンプレートで AWS::MediaConvert::Queue を宣言するときは、PricingPlan は常
に「ON_DEMAND」の値に設定します。
リザーブドキューを作成するには、https://console.aws.amazon.com/mediaconvert にある AWS
Elemental MediaConvert コンソールを使用して契約を設定します。詳細については、AWS Elemental
MediaConvert ユーザーガイドの Working with AWS Elemental MediaConvert Queues を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
キューの初期状態。キューは、ACTIVE または PAUSED のいずれかです。一時停止したキューを作成
すると、そのキューに送信したジョブは開始されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::MediaConvert::Queue リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、キューの名前（Queue
2 など）が関数より返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012 など、キューの Amazon リソースネーム
(ARN)。
Name
キューの名前（Queue 2 など）。

AWS Elemental MediaLive リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::MediaLive::Channel (p. 4694)
• AWS::MediaLive::Input (p. 4879)
• AWS::MediaLive::InputSecurityGroup (p. 4886)

AWS::MediaLive::Channel
AWS::MediaLive::Channel リソースは、チャネルを作成する MediaLive リソースタイプです。
MediaLive チャネルは、そのチャネルにアタッチされた入力からソースコンテンツを取り込み、トランス
コード (デコードおよびエンコード) し、新しいコンテンツを出力にパッケージ化します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaLive::Channel",
"Properties" : {
"CdiInputSpecification" : CdiInputSpecification (p. 4737),
"ChannelClass" : String,
"Destinations" : [ OutputDestination (p. 4844), ... ],
"EncoderSettings" : EncoderSettings (p. 4752),
"InputAttachments" : [ InputAttachment (p. 4804), ... ],
"InputSpecification" : InputSpecification (p. 4811),
"LogLevel" : String,
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : Json,
"Vpc" : VpcOutputSettings (p. 4877)
}

YAML
Type: AWS::MediaLive::Channel
Properties:
CdiInputSpecification:
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CdiInputSpecification (p. 4737)
ChannelClass: String
Destinations:
- OutputDestination (p. 4844)
EncoderSettings:
EncoderSettings (p. 4752)
InputAttachments:
- InputAttachment (p. 4804)
InputSpecification:
InputSpecification (p. 4811)
LogLevel: String
Name: String
RoleArn: String
Tags: Json
Vpc:
VpcOutputSettings (p. 4877)

プロパティ
CdiInputSpecification
このチャンネルの CDI 入力の仕様。
必須: いいえ
タイプ: CdiInputSpecification (p. 4737)
Update requires: No interruption
ChannelClass
このチャネルのクラス。2 つのパイプラインを持つチャネルの場合、クラスは STANDARD です。1
つのパイプラインを持つチャネルの場合、クラスは SINGLE_PIPELINE です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Destinations
この MediaLive 出力パッケージの出力の送信先を識別する設定。
必須: いいえ
タイプ: OutputDestination (p. 4844)のリスト
Update requires: No interruption
EncoderSettings
出力コンテンツのエンコード設定。
必須: いいえ
タイプ: EncoderSettings (p. 4752)
Update requires: No interruption
InputAttachments
チャネルの入力アタッチメントのリスト。
必須: いいえ
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タイプ: InputAttachment (p. 4804)のリスト
Update requires: No interruption
InputSpecification
このチャネルの入力仕様。このチャネルの入力の主な特性 (最大ビットレート、解像度、コーデック)
を指定します。
必須: いいえ
タイプ: InputSpecification (p. 4811)
Update requires: No interruption
LogLevel
このチャネルのアクティビティのログ記録の詳細度。ログ記録の料金 (Amazon CloudWatch Logging
によって生成される) は、詳細度が高いほど高くなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
このオーディオセレクタの名前。AudioDescription (出力内の) は、その出力に含める特定の入力オー
ディオを識別するために、この名前を参照します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
このチャネルを実行するときに MediaLive が引き受けるための IAM ロール。ロールは ARN によって
識別されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このチャネルのタグのコレクション。各タグはキーと値のペアです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Vpc
チャンネルで VPC モードを有効にする設定。これにより、すべての出力のエンドポイントが VPC 内
に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: VpcOutputSettings (p. 4877)
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: チャネルの名前。
例: { "Ref": "myChannel" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
MediaLive チャネルの ARN。例 :arn:aws:medialive:uswest-1:111122223333:medialive:channel:1234567
Inputs
このチャネルにアタッチされている入力。入力は ID によって識別されます (名前や ARN ではなく)。

AWS::MediaLive::Channel AacSettings
出力中の AAC オーディオエンコードの設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bitrate" : Double,
"CodingMode" : String,
"InputType" : String,
"Profile" : String,
"RateControlMode" : String,
"RawFormat" : String,
"SampleRate" : Double,
"Spec" : String,
"VbrQuality" : String

YAML
Bitrate: Double
CodingMode: String
InputType: String
Profile: String
RateControlMode: String
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RawFormat: String
SampleRate: Double
Spec: String
VbrQuality: String

プロパティ
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。有効な値は、レート制御モードとプロファイルによって異なります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
CodingMode
モノラル、ステレオ、または 5.1 チャネルのレイアウト。有効な値は、レート制御モードとプロファ
イルによって異なります。adReceiverMix 設定は、ステレオの説明と制御トラックを受け取り、説明
トラックのモノラル AAC エンコードを、ETSI TS 101 154 付録 E に従って PES ヘッダーで出力され
る制御データと共に出力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputType
入力にステレオペアとしてプリミックスされたメインオーディオ +AD (ナレーション) が含まれ
ている場合は、broadcasterMixedAd に設定します。[Audio Type (オーディオタイプ)] フィール
ド (audioType) は 3 に設定され、このストリームにブロードキャスタミックス AD が含まれてい
ることをダウンストリームシステムに信号を発します。エンコーダが受信する入力には、プリ
ミックスされたオーディオが含まれている必要があります。MediaLive はミックスを実行しませ
ん。audioTypeControl および audioType (AudioDescription) の値は、broadcasterMixedAd に設定する
と無視されます。入力にプリミックスされたオーディオ +AD が含まれていない場合は、この設定を通
常のままにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Profile
AAC プロファイル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RateControlMode
レート制御モード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
RawFormat
Raw コンテナの LATM/LOAS AAC 出力を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SampleRate
サンプルレート (Hz)。有効な値は、レート制御モードとプロファイルによって異なります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Spec
Raw または MPEG-2 トランスポートストリームコンテナには、MPEG-4 AAC オーディオの代わりに
MPEG-2 AAC オーディオを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VbrQuality
VBR 品質レベル。これは、rateControlMode が VBR の場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Ac3Settings
出力中の AC3 オーディオエンコードの設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Bitrate" : Double,
"BitstreamMode" : String,
"CodingMode" : String,
"Dialnorm" : Integer,
"DrcProfile" : String,
"LfeFilter" : String,
"MetadataControl" : String
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}

YAML
Bitrate: Double
BitstreamMode: String
CodingMode: String
Dialnorm: Integer
DrcProfile: String
LfeFilter: String
MetadataControl: String

プロパティ
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。有効なビットレートは、コーディングモードによって異なります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
BitstreamMode
放出される AC-3 ストリームのビットストリームモード (bsmod) を指定します。これらの値について
の詳細は ATSC A/52-2012 をご覧ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CodingMode
Dolby Digital コーディングモード。これにより、チャンネル数が決まります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Dialnorm
出力のダイヤルノームを設定します。除外されており、入力音声が Dolby Digital の場合、ダイヤル
ノームはパススルーされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DrcProfile
filmStandard に設定すると、Dolby Digital 仕様に定義されているように、動的範囲の圧縮シグナルを
出力ビットストリームに追加します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
4700

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

Update requires: No interruption
LfeFilter
有効に設定すると、エンコード前に 120Hz ローパスフィルターを LFE チャネルに適用します。これ
は codingMode32Lfe モードでのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetadataControl
「followInput」に設定すると、エンコーダのメタデータは、このオーディオデータを提供した
DD、DD+、または DolbyE デコーダから取得されます。オーディオがこれらのストリームのいずれか
から供給される場合、静的メタデータ設定が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AncillarySourceSettings
入力から抽出する補助字幕に関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourceAncillaryChannelNumber" : Integer

YAML
SourceAncillaryChannelNumber: Integer

プロパティ
SourceAncillaryChannelNumber
補助キャプションから抽出するキャプションチャンネルの番号 (1 ～ 4) を指定します。補助キャプ
ションを別の形式に変換する場合は、このフィールドに入力します。出力でキャプションの出力先と
して [Embedded (埋め込み)] を選択する場合 (補助キャプション内のすべてのチャンネルを通過するよ
うに)、MediaLive はフィールドを無視するため、このフィールドを空白のままにします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
4701

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

AWS::MediaLive::Channel ArchiveCdnSettings
アーカイブ出力の送信先を設定する設定。
このエンティティのparentは ArchiveGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ArchiveS3Settings" : ArchiveS3Settings (p. 4705)

YAML
ArchiveS3Settings:
ArchiveS3Settings (p. 4705)

プロパティ
ArchiveS3Settings
このアーカイブ出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
必須: いいえ
タイプ: ArchiveS3Settings (p. 4705)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel ArchiveContainerSettings
アーカイブコンテナの設定。
このエンティティの親は ArchiveOutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"M2tsSettings" : M2tsSettings (p. 4813),
"RawSettings" : RawSettings (p. 4852)

YAML
M2tsSettings:
M2tsSettings (p. 4813)
RawSettings:
RawSettings (p. 4852)
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プロパティ
M2tsSettings
アーカイブ出力の M2TS の設定。
必須: いいえ
タイプ: M2tsSettings (p. 4813)
Update requires: No interruption
RawSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: RawSettings (p. 4852)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel ArchiveGroupSettings
アーカイブ出力グループの設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArchiveCdnSettings" : ArchiveCdnSettings (p. 4702),
"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"RolloverInterval" : Integer

YAML
ArchiveCdnSettings:
ArchiveCdnSettings (p. 4702)
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
RolloverInterval: Integer

プロパティ
ArchiveCdnSettings
アーカイブ出力の送信先を設定する設定。
必須: いいえ
タイプ: ArchiveCdnSettings (p. 4702)
Update requires: No interruption
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Destination
アーカイブファイルを書き込むディレクトリとベースファイル名。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
RolloverInterval
アーカイブファイルを閉じて新しいファイルを開始するまでアーカイブファイルに書き込むための秒
数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel ArchiveOutputSettings
アーカイブ出力設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerSettings" : ArchiveContainerSettings (p. 4702),
"Extension" : String,
"NameModifier" : String

YAML
ContainerSettings:
ArchiveContainerSettings (p. 4702)
Extension: String
NameModifier: String

プロパティ
ContainerSettings
ファイルのコンテナタイプに固有の設定。
必須: いいえ
タイプ: ArchiveContainerSettings (p. 4702)
Update requires: No interruption
Extension
出力ファイル拡張子。除外すると、コンテナタイプから自動的に選択されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NameModifier
出力先ファイル名の末尾に連結される文字列。文字列は同じタイプの複数の出力に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel ArchiveS3Settings
このアーカイブ出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
このエンティティのparentは ArchiveCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CannedAcl" : String

YAML
CannedAcl: String

プロパティ
CannedAcl
各 S3 リクエストに適用する既定 ACL を指定します。デフォルトは none です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AribDestinationSettings
出力中の ARIB キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
4705

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel AribSourceSettings
入力から抽出する ARIB 字幕に関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel AudioChannelMapping
オーディオをリミックスするための設定。
このエンティティの親は RemixSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InputChannelLevels" : [ InputChannelLevel (p. 4805), ... ],
"OutputChannel" : Integer

YAML
InputChannelLevels:
- InputChannelLevel (p. 4805)
OutputChannel: Integer

プロパティ
InputChannelLevels
この出力チャネルにリミックスする必要がある各入力チャネルのインデックスとゲイン値です。
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必須: いいえ
タイプ: InputChannelLeve (p. 4805) のリスト
Update requires: No interruption
OutputChannel
生成される出力チャネルのインデックス。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioCodecSettings
オーディオ出力でのオーディオコーデックの設定。
このエンティティの親は AudioDescription です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AacSettings" : AacSettings (p. 4697),
"Ac3Settings" : Ac3Settings (p. 4699),
"Eac3Settings" : Eac3Settings (p. 4745),
"Mp2Settings" : Mp2Settings (p. 4829),
"PassThroughSettings" : PassThroughSettings (p. 4852),
"WavSettings" : WavSettings (p. 4878)

YAML
AacSettings:
AacSettings (p. 4697)
Ac3Settings:
Ac3Settings (p. 4699)
Eac3Settings:
Eac3Settings (p. 4745)
Mp2Settings:
Mp2Settings (p. 4829)
PassThroughSettings:
PassThroughSettings (p. 4852)
WavSettings:
WavSettings (p. 4878)

プロパティ
AacSettings
出力中の AAC オーディオコーデックの設定。
必須: いいえ
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タイプ: AacSettings (p. 4697)
Update requires: No interruption
Ac3Settings
出力中の AC3 オーディオコーデックの設定。
必須: いいえ
タイプ: Ac3Settings (p. 4699)
Update requires: No interruption
Eac3Settings
出力中の EAC3 オーディオコーデックの設定。
必須: いいえ
タイプ: Eac3Settings (p. 4745)
Update requires: No interruption
Mp2Settings
出力中の MP2 オーディオコーデックの設定。
必須: いいえ
タイプ: Mp2Settings (p. 4829)
Update requires: No interruption
PassThroughSettings
ドルビーオーディオコーデックを出力に渡すための設定。
必須: いいえ
タイプ: PassThroughSettings (p. 4852)
Update requires: No interruption
WavSettings
WAV コーデックでエンコードされた音声の設定。
必須: いいえ
タイプ: WavSettings (p. 4878)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioDescription
1 つの出力オーディオのエンコーディング情報。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AudioNormalizationSettings" : AudioNormalizationSettings (p. 4712),
"AudioSelectorName" : String,
"AudioType" : String,
"AudioTypeControl" : String,
"CodecSettings" : AudioCodecSettings (p. 4707),
"LanguageCode" : String,
"LanguageCodeControl" : String,
"Name" : String,
"RemixSettings" : RemixSettings (p. 4853),
"StreamName" : String

YAML
AudioNormalizationSettings:
AudioNormalizationSettings (p. 4712)
AudioSelectorName: String
AudioType: String
AudioTypeControl: String
CodecSettings:
AudioCodecSettings (p. 4707)
LanguageCode: String
LanguageCodeControl: String
Name: String
RemixSettings:
RemixSettings (p. 4853)
StreamName: String

プロパティ
AudioNormalizationSettings
高度なオーディオ正規化設定。
必須: いいえ
タイプ: AudioNormalizationSettings (p. 4712)
Update requires: No interruption
AudioSelectorName
この AudioDescription のソースとして使用される AudioSelector の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioType
audioTypeControl が useConfigured の場合にのみ適用されます。audioType の値は ISO-IEC 13818-1
で定義されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
AudioTypeControl
オーディオタイプの決定方法を指定します。followInput: 入力に ISO 639 audioType が含まれている場
合、その値は出力に渡されます。入力に ISO 639 audioType が含まれていない場合は、[Audio Type
(オーディオタイプ)] の値が出力に含まれます。useConfigured: [Audio Type (オーディオタイプ)] の値
が出力に含まれます。inputType が broadcasterMixedAd の場合、このフィールドと audioType はどち
らも無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CodecSettings
オーディオコーデック設定。
必須: いいえ
タイプ: AudioCodecSettings (p. 4707)
Update requires: No interruption
LanguageCode
オーディオ出力トラックの言語を示します。languageControlMode が useConfigured であるか、入力
に ISO 639 言語コードが指定されていない場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LanguageCodeControl
followInput を選択すると、出力の ISO 639 言語コードが入力の ISO 639 言語コードに続きま
す。languageCode 設定は、useConfigured が設定されている場合、または followInput が選択されて
いるが、入力で指定されている ISO 639 言語コードがない場合に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
この AudioDescription の名前。出力はこの名前を使用して、この AudioDescription を一意に識別しま
す。説明名は、このチャネル内で一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RemixSettings
この設定は、入力オーディオチャネルを出力オーディオチャネルにどのようにリミックスするかを制
御します。
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必須: いいえ
タイプ: RemixSettings (p. 4853)
Update requires: No interruption
StreamName
Microsoft Smooth および Apple HLS 出力に使用されます。プレイヤーによって表示される名前を示し
ます (例えば、英語、または Director Commentary)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioLanguageSelection
抽出するオーディオ言語に関する情報。
このエンティティの親は AudioSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LanguageCode" : String,
"LanguageSelectionPolicy" : String

YAML
LanguageCode: String
LanguageSelectionPolicy: String

プロパティ
LanguageCode
音声ソース内から特定の 3 文字の言語コードを選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LanguageSelectionPolicy
「strict」に設定すると、トランスポートストリームデマックスは言語記述子によって音声ストリーム
を厳密に識別します。PMT 更新が発生して、最初に選択された言語に一致するオーディオストリーム
が存在しなくなった場合、言語が戻るまでミュートがエンコードされます。「loose」に設定されてい
る場合、PMT 更新では、同じ言語のストリームが見つからない場合、デマックスは同じストリームタ
イプのプログラム内の別のオーディオストリームを選択します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioNormalizationSettings
ビデオを正規化するための設定。
このエンティティの親は AudioDescription です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Algorithm" : String,
"AlgorithmControl" : String,
"TargetLkfs" : Double

YAML
Algorithm: String
AlgorithmControl: String
TargetLkfs: Double

プロパティ
Algorithm
使用する音量正規化アルゴリズム。itu17701 は CALM 法の仕様に準拠し、itu17702 は EBU R-128 仕
様に準拠しています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AlgorithmControl
correctAudio に設定すると、選択したアルゴリズムを使用して出力オーディオが修正されま
す。measureOnly に設定すると、オーディオは測定されますが、調整はされません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetLkfs
ボリュームを調整するターゲット LKFS(loudness)。値が入力されていない場合は、選択したアルゴリ
ズムに従ってデフォルト値が使用されます。CALM 法 (1770-1) では、ターゲットとして -24 LKFS が
推奨されています。EBU R-128 仕様 (1770-2) では、ターゲットとして -23 LKFS が推奨されていま
す。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioOnlyHlsSettings
オーディオ専用 HLS 出力の設定。
このエンティティの親は HlsSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioGroupId" : String,
"AudioOnlyImage" : InputLocation (p. 4806),
"AudioTrackType" : String,
"SegmentType" : String

YAML
AudioGroupId: String
AudioOnlyImage:
InputLocation (p. 4806)
AudioTrackType: String
SegmentType: String

プロパティ
AudioGroupId
オーディオレンディションが属するグループを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioOnlyImage
オーディオのみのストリームで使用します。.jpg ファイルまたは .png ファイルである必要がありま
す。指定した場合、このイメージはオーディオのみの出力用のカバーアートとして使用されます。理
想的には、2つの理由から iPhone の画面用にフォーマットする必要があります。iPhone は画像のサイ
ズを変更しません。代わりに、上/下、左/右の中央に画像をトリミングします。さらに、このイメージ
ファイルは 10 秒ごとにビット単位で保存されるため、帯域幅は {イメージファイルサイズ} * {セグメ
ントカウント} * {ユーザー数.} だけ増加します。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
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AudioTrackType
オーディオのみのトラックには 4 種類がサポートされています: オーディオのみのバリアント
ストリーム。クライアントは、低帯域幅のシナリオでは、ビデオの代わりにこのオーディオ
のみのストリームを再生できます。HLS マニフェストでは、EXT-X-STREAM-INF として表
されます。クライアントがデフォルトで再生を試みる Alternate Audio、Auto Select、Default
Alternate レンディション。HLS マニフェストには、DEFAULT=YES、AUTOSELECT=YES
の EXT-X-MEDIA として表されます。クライアントがデフォルトで再生を試みることができ
る Alternate Audio、Auto Select、Not Default Alternate レンディション。HLS マニフェストに
は、DEFAULT=NO、AUTOSELECT=YES の EXT-X-MEDIA として表されます。クライアントがデ
フォルトでは再生を試みない Alternate Audio、not Auto Select Alternate レンディション。HLS マニ
フェストでは、DEFAULT=NO、AUTOSELECT=NO の EXT-X-MEDIA として表されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentType
セグメントタイプを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioPidSelection
PID によって音声を抽出するために使用されます。
このエンティティの親は AudioSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Pid" : Integer

YAML
Pid: Integer

プロパティ
Pid
この PID のオーディオを選択します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::MediaLive::Channel AudioSelector
入力から抽出する 1 つのオーディオに関する情報。
このエンティティの親は InputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"SelectorSettings" : AudioSelectorSettings (p. 4715)

YAML
Name: String
SelectorSettings:
AudioSelectorSettings (p. 4715)

プロパティ
Name
この AudioSelector の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SelectorSettings
入力から抽出する特定のオーディオに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AudioSelectorSettings (p. 4715)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioSelectorSettings
入力から抽出するオーディオに関する情報。
このエンティティの親は AudioSelector です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AudioLanguageSelection" : AudioLanguageSelection (p. 4711),
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}

"AudioPidSelection" : AudioPidSelection (p. 4714),
"AudioTrackSelection" : AudioTrackSelection (p. 4718)

YAML
AudioLanguageSelection:
AudioLanguageSelection (p. 4711)
AudioPidSelection:
AudioPidSelection (p. 4714)
AudioTrackSelection:
AudioTrackSelection (p. 4718)

プロパティ
AudioLanguageSelection
選択するオーディオの言語コード。
必須: いいえ
タイプ: AudioLanguageSelection (p. 4711)
Update requires: No interruption
AudioPidSelection
選択するオーディオの PID。
必須: いいえ
タイプ: AudioPidSelection (p. 4714)
Update requires: No interruption
AudioTrackSelection
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: AudioTrackSelection (p. 4718)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioSilenceFailoverSettings
MediaLive は、指定期間中にこの入力で音声が検出されなかった場合、フェイルオーバーを実行します。
このエンティティの親は FailoverConditionSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AudioSelectorName" : String,
"AudioSilenceThresholdMsec" : Integer
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YAML
AudioSelectorName: String
AudioSilenceThresholdMsec: Integer

プロパティ
AudioSelectorName
無音を検出するために MediaLive が監視する入力中のオーディオセレクタの名前。最も重要なレン
ディションを選択します。この入力でオーディオセレクタを作成していない場合は、空白のままにし
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioSilenceThresholdMsec
自動入力フェイルオーバーが発生する前に、アクティブ入力がサイレントでなければならない時間 (ミ
リ秒単位)。無音は、オーディオロスまたは -50 dBFS よりも静音として定義されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioTrack
抽出する 1 つのオーディオトラックに関する情報。複数のトラックを選択できます。
このエンティティの親は AudioTrackSelection です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Track" : Integer

YAML
Track: Integer

プロパティ
Track
特定のオーディオトラックにマッピングする 1 から始まる整数値です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AudioTrackSelection
抽出するオーディオトラックに関する情報。
このエンティティの親は AudioSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Tracks" : [ AudioTrack (p. 4717), ... ]

YAML
Tracks:
- AudioTrack (p. 4717)

プロパティ
Tracks
ソース内から 1 つまたは複数の一意のオーディオトラックを選択します。
必須: いいえ
タイプ: AudioTrack (p. 4717) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AutomaticInputFailoverSettings
入力を異常として定義し、MediaLive を入力フェイルオーバーペア内の他の入力にフェイルオーバーする
条件を設定するための設定。
このエンティティの親は InputAttachment です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ErrorClearTimeMsec" : Integer,
"FailoverConditions" : [ FailoverCondition (p. 4755), ... ],
"InputPreference" : String,
"SecondaryInputId" : String
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YAML
ErrorClearTimeMsec: Integer
FailoverConditions:
- FailoverCondition (p. 4755)
InputPreference: String
SecondaryInputId: String

プロパティ
ErrorClearTimeMsec
このクリアタイムは、回復された入力が正常であるとみなされるために満たさなければなら
ない要件を定義します。この時間の間、入力にはフェイルオーバー条件がない必要がありま
す。時間はミリ秒単位で入力します。この値は、フェイルオーバーペアの input_preference が
PRIMARY_INPUT_PREFERRED に設定されている場合に特に重要です。この時間が経過する
と、MediaLive はプライマリ入力に切り替わるためです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FailoverConditions
フェイルオーバー条件のリスト。これらの条件のいずれかが発生した場合、MediaLive は他の入力へ
のフェイルオーバーを実行します。
必須: いいえ
タイプ: FailoverCondition (p. 4755) のリスト
Update requires: No interruption
InputPreference
以前に失敗した入力が回復したときに、どの入力をアクティブにするかを決定するときの入力プリ
ファレンス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecondaryInputId
自動入力フェイルオーバーペアのセカンダリ入力の入力 ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AvailBlanking
出力中の広告表示のブランキングの設定。
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このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailBlankingImage" : InputLocation (p. 4806),
"State" : String

YAML
AvailBlankingImage:
InputLocation (p. 4806)
State: String

プロパティ
AvailBlankingImage
使用するブランキング画像。黒一色の場合は空のままにします。bmp イメージと png イメージのみが
サポートされています。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
State
有効に設定すると、挿入メタデータの追加時にビデオ、オーディオ、キャプションが空白になりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# MediaLive# Channel AvailConfiguration
出力中の広告表示処理の設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailSettings" : AvailSettings (p. 4721)

API バージョン 2010-05-15
4720

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

YAML
AvailSettings:
AvailSettings (p. 4721)

プロパティ
AvailSettings
出力中の広告表示処理の設定。
必須: いいえ
タイプ: AvailSettings (p. 4721)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel AvailSettings
出力中の広告表示セットアップの設定。
このエンティティの親は AvailConfiguration です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Scte35SpliceInsert" : Scte35SpliceInsert (p. 4859),
"Scte35TimeSignalApos" : Scte35TimeSignalApos (p. 4860)

YAML
Scte35SpliceInsert:
Scte35SpliceInsert (p. 4859)
Scte35TimeSignalApos:
Scte35TimeSignalApos (p. 4860)

プロパティ
Scte35SpliceInsert
SCTE-35 スプライスインサートハンドリングのセットアップ。
必須: いいえ
タイプ: Scte35SpliceInsert (p. 4859)
Update requires: No interruption
Scte35TimeSignalApos
SCTE-35 時信号 APOS 処理の設定。
必須: いいえ
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タイプ: Scte35TimeSignalApos (p. 4860)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel BlackoutSlate
ブラックアウトスレートの設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlackoutSlateImage" : InputLocation (p. 4806),
"NetworkEndBlackout" : String,
"NetworkEndBlackoutImage" : InputLocation (p. 4806),
"NetworkId" : String,
"State" : String

YAML
BlackoutSlateImage:
InputLocation (p. 4806)
NetworkEndBlackout: String
NetworkEndBlackoutImage:
InputLocation (p. 4806)
NetworkId: String
State: String

プロパティ
BlackoutSlateImage
使用するブラックアウトスレートイメージ。黒一色の場合は空のままにします。bmp イメージと png
イメージのみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
NetworkEndBlackout
有効にすると、SCTE104/35 ネットワーク終了セグメンテーション記述子が検出された際
に、MediaLive がビデオ、オーディオ、キャプションをブラックアウトし、「ネットワークブラック
アウトイメージ」スレートを表示します。ネットワーク開始セグメンテーション記述子が検出され
ると、ブラックアウトは解除されます。ネットワーク終了記述子とネットワーク開始記述子には、
「ネットワーク ID」に入力した値と一致するネットワーク ID を含む必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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NetworkEndBlackoutImage
ネットワーク終了ブラックアウトイメージとして使用するローカルファイルへのパス。イメージは、
出力ラスター全体を塗りつぶすようにスケールされます。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
NetworkId
EIDR ID 形式に一致するネットワーク ID を提供します (例えば、「10.XXXX/XXXX-XXXX-XXXXXXXX-C」)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
State
有効にすると、これによりプログラムメタデータで指定されたビデオ、オーディオ、キャプションが
空白になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel BurnInDestinationSettings
出力中の焼き込みキャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Alignment" : String,
"BackgroundColor" : String,
"BackgroundOpacity" : Integer,
"Font" : InputLocation (p. 4806),
"FontColor" : String,
"FontOpacity" : Integer,
"FontResolution" : Integer,
"FontSize" : String,
"OutlineColor" : String,
"OutlineSize" : Integer,
"ShadowColor" : String,
"ShadowOpacity" : Integer,
"ShadowXOffset" : Integer,
"ShadowYOffset" : Integer,
"TeletextGridControl" : String,
"XPosition" : Integer,
"YPosition" : Integer
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YAML
Alignment: String
BackgroundColor: String
BackgroundOpacity: Integer
Font:
InputLocation (p. 4806)
FontColor: String
FontOpacity: Integer
FontResolution: Integer
FontSize: String
OutlineColor: String
OutlineSize: Integer
ShadowColor: String
ShadowOpacity: Integer
ShadowXOffset: Integer
ShadowYOffset: Integer
TeletextGridControl: String
XPosition: Integer
YPosition: Integer

プロパティ
Alignment
明示的な xPosition または yPosition が指定されない場合、配置を中央に設定すると、キャプションが
出力の下部中央に配置されます。同様に、左揃えに設定すると、キャプションは出力の左下に揃えら
れます。x および y の位置が配置パラメータと共に指定された場合、フォントはそれらの座標に対し
て両端揃え (左または中央) になります。配置で [smart (スマート)] を選択すると、ライブキャプショ
ンは左揃え、事前に録音された字幕は中央揃えで表示されます。オープンキャプションと DVB-Sub
のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BackgroundColor
字幕の背後にある長方形の色を指定します。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はす
べて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BackgroundOpacity
背景の長方形の不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。このパラメータを空白のまま
にすることは、0 (透明) に設定することと同じです。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設
定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Font
キャプションの焼き込みに使用される外部フォントファイル。ファイル拡張子は「ttf」または「tte」
でなければなりません。さまざまなタイプの入力キャプションの出力フォントを選択できますが、埋
め込み、STL、テレテキストソースは厳密なグリッドシステムを使用します。これらのキャプション
ソースで外部フォントを使用すると、プロポーショナルフォントが想定通りに表示されないことがあ
ります。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
FontColor
オープンキャプションの色を指定します。このオプションは、STL、608/埋め込み、またはテレテキ
ストであるソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既にキャプ
ションストリームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント
設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FontOpacity
オープンキャプションの不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。オープンキャプショ
ンと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FontResolution
DPI (ドット/インチ) で表されるフォント解像度。デフォルトは 96 dpi です。オープンキャプションと
DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FontSize
fontSize を [auto (自動)] に設定すると、 フォントが出力のサイズに応じてスケールされます。正の
整数を指定すると、正確なフォントサイズをポイント単位で指定します。オープンキャプションと
DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutlineColor
フォントのアウトラインの色を指定します。このオプションは、608/埋め込みまたは teletext である
ソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既にキャプションスト
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リームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべ
て一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutlineSize
フォントのアウトラインサイズをピクセル単位で指定します。このオプションは、608/埋め込みま
たは teletext であるソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既
にキャプションストリームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub の
フォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowColor
字幕の影の色を指定します。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致してい
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ShadowOpacity
字幕の影の不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。このパラメータを空白のままにす
ることは、0 (透明) に設定することと同じです。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定は
すべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowXOffset
キャプションに対する影の水平方向のオフセットをピクセル単位で指定します。例えば、値が「－2」
の場合、影のオフセットは、文字の 2 ピクセル左になります。オープンキャプションと DVB-Sub の
フォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowYOffset
キャプションに対する影の垂直方向のオフセットをピクセル単位で指定します。例えば、値が「－2」
の場合、影のオフセットは、文字の 2 ピクセル上になります。オープンキャプションと DVB-Sub の
フォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
TeletextGridControl
出力字幕ビットマップの生成に、固定グリッドサイズを使用するかどうかを制御します。これは、テ
レテキストと DVB-Sub/Burn-in 出力にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
XPosition
出力の左側を基準にしたキャプションの水平位置をピクセル単位で指定します。例えば、値が 10 の
場合、字幕は出力画面の左から 10 ピクセルの位置から開始されます。xPosition が明示的に指定され
ていない場合、キャプションの水平位置は配置パラメータによって決定されます。オープンキャプ
ションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
YPosition
出力画面の上端を基準にしたキャプションの垂直位置をピクセル単位で指定します。例えば、値が
10 の場合、字幕は出力の最上部から 10 ピクセルの位置から開始されます。yPosition が明示的に指
定されていない場合、キャプションは出力画面の下部近くに配置されます。オープンキャプションと
DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionDescription
出力キャプションのエンコーディング情報。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CaptionSelectorName" : String,
"DestinationSettings" : CaptionDestinationSettings (p. 4728),
"LanguageCode" : String,
"LanguageDescription" : String,
"Name" : String

YAML
CaptionSelectorName: String
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DestinationSettings:
CaptionDestinationSettings (p. 4728)
LanguageCode: String
LanguageDescription: String
Name: String

プロパティ
CaptionSelectorName
出力キャプションの生成時にキャプションソースとして使用する入力キャプションセレクタを指定し
ます。このフィールドは captionSelector の名前と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationSettings
キャプション送信先の追加設定。宛先タイプによって異なります。
必須: いいえ
タイプ: CaptionDestinationSettings (p. 4728)
Update requires: No interruption
LanguageCode
ISO 639-2 の 3 桁のコード。詳細については、http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ を参照してくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LanguageDescription
プレイヤーが利用できるキャプション (英語やスペイン語など) を示す、人間が読める情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
キャプションの説明の名前。名前は、キャプションの説明を出力に関連付けるために使用されます。
名前はチャネル内で一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionDestinationSettings
出力中の 1 つのキャプションエンコードの設定。
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このエンティティの親は CaptionDescription です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AribDestinationSettings" : AribDestinationSettings (p. 4705),
"BurnInDestinationSettings" : BurnInDestinationSettings (p. 4723),
"DvbSubDestinationSettings" : DvbSubDestinationSettings (p. 4740),
"EbuTtDDestinationSettings" : EbuTtDDestinationSettings (p. 4749),
"EmbeddedDestinationSettings" : EmbeddedDestinationSettings (p. 4751),
"EmbeddedPlusScte20DestinationSettings" : EmbeddedPlusScte20DestinationSettings (p. 4751),
"RtmpCaptionInfoDestinationSettings" : RtmpCaptionInfoDestinationSettings (p. 4854),
"Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings" : Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings (p. 4857),
"Scte27DestinationSettings" : Scte27DestinationSettings (p. 4858),
"SmpteTtDestinationSettings" : SmpteTtDestinationSettings (p. 4861),
"TeletextDestinationSettings" : TeletextDestinationSettings (p. 4863),
"TtmlDestinationSettings" : TtmlDestinationSettings (p. 4866),
"WebvttDestinationSettings" : WebvttDestinationSettings (p. 4879)

YAML
AribDestinationSettings:
AribDestinationSettings (p. 4705)
BurnInDestinationSettings:
BurnInDestinationSettings (p. 4723)
DvbSubDestinationSettings:
DvbSubDestinationSettings (p. 4740)
EbuTtDDestinationSettings:
EbuTtDDestinationSettings (p. 4749)
EmbeddedDestinationSettings:
EmbeddedDestinationSettings (p. 4751)
EmbeddedPlusScte20DestinationSettings:
EmbeddedPlusScte20DestinationSettings (p. 4751)
RtmpCaptionInfoDestinationSettings:
RtmpCaptionInfoDestinationSettings (p. 4854)
Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings:
Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings (p. 4857)
Scte27DestinationSettings:
Scte27DestinationSettings (p. 4858)
SmpteTtDestinationSettings:
SmpteTtDestinationSettings (p. 4861)
TeletextDestinationSettings:
TeletextDestinationSettings (p. 4863)
TtmlDestinationSettings:
TtmlDestinationSettings (p. 4866)
WebvttDestinationSettings:
WebvttDestinationSettings (p. 4879)

プロパティ
AribDestinationSettings
出力中の 1 つの ARIB キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: AribDestinationSettings (p. 4705)
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Update requires: No interruption
BurnInDestinationSettings
出力中の 1 つの焼き付けキャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: BurnInDestinationSettings (p. 4723)
Update requires: No interruption
DvbSubDestinationSettings
出力中の 1 つの DVB Sub キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: DVBS下位設定設定 (p. 4740)
Update requires: No interruption
EbuTtDDestinationSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: EbuTtDDestinationSettings (p. 4749)
Update requires: No interruption
EmbeddedDestinationSettings
出力中の 1 つの埋め込みキャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: EmbeddedDestinationSettings (p. 4751)
Update requires: No interruption
EmbeddedPlusScte20DestinationSettings
出力中の 1 つの埋め込みおよび SCTE-20 キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: EmbeddedPlusScte20DestinationSettings (p. 4751)
Update requires: No interruption
RtmpCaptionInfoDestinationSettings
出力中のの 1 つの RTMPCaptionInfo キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: RtmpCaptionInfoDestinationSettings (p. 4854)
Update requires: No interruption
Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings
出力中の 1つの SCTE20 および埋め込みキャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
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タイプ: Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings (p. 4857)
Update requires: No interruption
Scte27DestinationSettings
出力中の 1 つの SCTE-27 キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: Scte27DestinationSettings (p. 4858)
Update requires: No interruption
SmpteTtDestinationSettings
出力中の 1 つの SMPTE-TT キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: SmpteTtDestinationSettings (p. 4861)
Update requires: No interruption
TeletextDestinationSettings
出力中の 1 つのテレテキストキャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: TeletextDestinationSettings (p. 4863)
Update requires: No interruption
TtmlDestinationSettings
出力中の 1 つの TTML キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: TtmlDestinationSettings (p. 4866)
Update requires: No interruption
WebvttDestinationSettings
出力中の 1 つの WebVTT キャプションエンコードの設定。
必須: いいえ
タイプ: WebvttDestinationSettings (p. 4879)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionLanguageMapping
キャプションチャンネルを ISO 693-2 言語コード (http://www.loc.gov/standards/iso639-2) にマップし、オ
プションの説明を入力します。
このエンティティの親は HlsGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CaptionChannel" : Integer,
"LanguageCode" : String,
"LanguageDescription" : String

YAML
CaptionChannel: Integer
LanguageCode: String
LanguageDescription: String

プロパティ
CaptionChannel
この CaptionLanguageMapping.によって記述されているクローズドキャプションチャネルです。各
チャネルマッピングには、一意のチャネル番号 (最大 4) が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LanguageCode
3 文字の ISO 639-2 言語コード (http://www.loc.gov/standards/iso639-2 を参照)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LanguageDescription
言語のテキスト記述。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionRectangle
このテレテキストソースキャプションを使用して作成される出力キャプションのキャプション長方形を構
成するための設定。
このエンティティのparentは TeletextSourceSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Height" : Double,
"LeftOffset" : Double,
"TopOffset" : Double,
"Width" : Double

YAML
Height: Double
LeftOffset: Double
TopOffset: Double
Width: Double

プロパティ
Height
leftOffset の説明を参照してください。
高さには、長方形の高さ全体を、基盤となるフレームの高さに対する割合で指定します。たとえば、\
"80\"は、長方形の高さが基盤となるフレームの高さの 80% であることを意味します。topOffset と
rectangleHeight は、合計が 100% 以下である必要があります。このフィールドは、TTML スタンダー
ドの tts: 範囲-Y に対応します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
LeftOffset
出力で、これらのソースキャプションを EBU-TT-D または TTML に変換する場合にのみ適用されま
す。（出力にこれらの形式がない場合は、必ずデフォルトのままにしてください）。 基盤となるビデ
オフレームよりも小さいキャプションの表示長方形を定義できます。長方形を定義するには、長方形
の左端、上端、下端、右端の位置を、すべて基盤となるビデオフレーム内で指定します。測定値の単
位はパーセンテージです。これらのフィールドの 1 つに値を指定する場合は、すべてのフィールドに
値を指定する必要があります。
leftOffset では、長方形の左端の位置を基盤となるフレーム幅の割合とし、フレームの左端を基準にし
て指定します。たとえば、\ "10\"は、基盤となるフレーム幅の 10% を測定することを意味します。長
方形の左端は、フレームの左端の位置から始まります。このフィールドは、TTML スタンダードの tts:
原点 - X に対応します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TopOffset
leftOffset の説明を参照してください。
topOffset では、長方形の上端の位置を基盤となるフレームの高さの割合とし、フレームの上端を基準
にして指定します。たとえば、\ "10\"は、その寸法が基盤となるフレームの高さの 10% であることを
意味します。長方形の上端は、フレームの上端の位置から始まります。このフィールドは、TTML ス
タンダードの tts: 原点 - Y に対応します。
必須: いいえ
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タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Width
leftOffset の説明を参照してください。
幅には、長方形の幅全体を、基盤となるフレーム幅の割合で指定します。たとえば、\ "80\"は、長方形
の幅が基盤となるフレーム幅の 80% であることを意味します。leftOffset と rectangleWidth は、合計
が 100% 以下である必要があります。このフィールドは、TTML スタンダードの tts: 範囲 - X に対応
します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionSelector
入力から抽出する 1 つの字幕に関する情報。
このエンティティの親は InputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LanguageCode" : String,
"Name" : String,
"SelectorSettings" : CaptionSelectorSettings (p. 4735)

YAML
LanguageCode: String
Name: String
SelectorSettings:
CaptionSelectorSettings (p. 4735)

プロパティ
LanguageCode
指定すると、このフィールドはソースから抽出する字幕トラックの 3 文字の言語コードを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
字幕セレクタの名前識別子。この名前は、この字幕セレクタを 1 つ以上の字幕の説明に関連付けるた
めに使用されます。名前はチャネル内で一意である必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SelectorSettings
入力から抽出する特定のオーディオに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: CaptionSelectorSettings (p. 4735)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel CaptionSelectorSettings
字幕セレクタの設定
このエンティティの親は CaptionSelector です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AncillarySourceSettings" : AncillarySourceSettings (p. 4701),
"AribSourceSettings" : AribSourceSettings (p. 4706),
"DvbSubSourceSettings" : DvbSubSourceSettings (p. 4744),
"EmbeddedSourceSettings" : EmbeddedSourceSettings (p. 4751),
"Scte20SourceSettings" : Scte20SourceSettings (p. 4858),
"Scte27SourceSettings" : Scte27SourceSettings (p. 4859),
"TeletextSourceSettings" : TeletextSourceSettings (p. 4863)

YAML
AncillarySourceSettings:
AncillarySourceSettings (p. 4701)
AribSourceSettings:
AribSourceSettings (p. 4706)
DvbSubSourceSettings:
DvbSubSourceSettings (p. 4744)
EmbeddedSourceSettings:
EmbeddedSourceSettings (p. 4751)
Scte20SourceSettings:
Scte20SourceSettings (p. 4858)
Scte27SourceSettings:
Scte27SourceSettings (p. 4859)
TeletextSourceSettings:
TeletextSourceSettings (p. 4863)

プロパティ
AncillarySourceSettings
入力から抽出する補助字幕に関する情報。
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必須: いいえ
タイプ: AncillarySourceSettings (p. 4701)
Update requires: No interruption
AribSourceSettings
入力から抽出する ARIB 字幕に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: AribSourceSettings (p. 4706)
Update requires: No interruption
DvbSubSourceSettings
入力から抽出する DVB Sub 字幕に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: DvbSubSourceSettings (p. 4744)
Update requires: No interruption
EmbeddedSourceSettings
入力から抽出する埋め込みキャプションに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: EmbeddedSourceSettings (p. 4751)
Update requires: No interruption
Scte20SourceSettings
入力から抽出する SCTE-20 字幕に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: Scte20SourceSettings (p. 4858)
Update requires: No interruption
Scte27SourceSettings
入力から抽出する SCTE-27 字幕に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: Scte27SourceSettings (p. 4859)
Update requires: No interruption
TeletextSourceSettings
入力から抽出するテレテキストキャプションに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: TeletextSourceSettings (p. 4863)
Update requires: No interruption
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AWS::MediaLive::Channel CdiInputSpecification
このチャネルの入力仕様。これらの特性が他の入力と異なる場合、このチャネルの CDI 入力の主要な特性
を指定します。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Resolution" : String

YAML
Resolution: String

プロパティ
Resolution
最大 CDI 入力解像度
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel ColorSpacePassthroughSettings
パススルーは、出力に色空間変換を適用しません。
このエンティティの親は H264ColorSpaceSettings と H265ColorSpaceSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel DvbNitSettings
DVB NIT の設定。
このエンティティの親は M2tsSettings です。
API バージョン 2010-05-15
4737

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"NetworkId" : Integer,
"NetworkName" : String,
"RepInterval" : Integer

YAML
NetworkId: Integer
NetworkName: String
RepInterval: Integer

プロパティ
NetworkId
ネットワーク情報テーブル (NIT) に配置された数値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NetworkName
ネットワーク情報テーブル (NIT) 内の networkNameDescriptor に配置されたネットワーク名のテキス
ト。最大長は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RepInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel DvbSdtSettings
DVB サービス記述テーブル (SDT)。
このエンティティの親は M2tsSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"OutputSdt" : String,
"RepInterval" : Integer,
"ServiceName" : String,
"ServiceProviderName" : String

YAML
OutputSdt: String
RepInterval: Integer
ServiceName: String
ServiceProviderName: String

プロパティ
OutputSdt
出力ストリームに SDT 情報を挿入する方法を選択します。sdtFollow 設定は、入力ストリームから出
力ストリームに SDT 情報をコピーします。sdtFollowIfPresent 設定は、SDT 情報が入力に存在する場
合、入力ストリームから出力ストリームに SDT 情報をコピーします。それ以外の場合は、ユーザー定
義の値にフォールバックします。sdtManual の設定は、ユーザーが SDT 情報を入力することを意味し
ます。sdtNone の設定は、出力ストリームに SDT 情報が含まれないことを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RepInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ServiceName
サービス記述テーブル (SDT) の serviceDescriptor に配置されるサービス名。最大長は 256 文字で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceProviderName
サービス記述テーブル (SDT) の serviceDescriptor に配置されるサービスプロバイダー名。最大長は
256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel DvbSubDestinationSettings
出力中の DVB Sub キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Alignment" : String,
"BackgroundColor" : String,
"BackgroundOpacity" : Integer,
"Font" : InputLocation (p. 4806),
"FontColor" : String,
"FontOpacity" : Integer,
"FontResolution" : Integer,
"FontSize" : String,
"OutlineColor" : String,
"OutlineSize" : Integer,
"ShadowColor" : String,
"ShadowOpacity" : Integer,
"ShadowXOffset" : Integer,
"ShadowYOffset" : Integer,
"TeletextGridControl" : String,
"XPosition" : Integer,
"YPosition" : Integer

YAML
Alignment: String
BackgroundColor: String
BackgroundOpacity: Integer
Font:
InputLocation (p. 4806)
FontColor: String
FontOpacity: Integer
FontResolution: Integer
FontSize: String
OutlineColor: String
OutlineSize: Integer
ShadowColor: String
ShadowOpacity: Integer
ShadowXOffset: Integer
ShadowYOffset: Integer
TeletextGridControl: String
XPosition: Integer
YPosition: Integer

プロパティ
Alignment
明示的な xPosition または yPosition が指定されない場合、配置を中央に設定すると、キャプションが
出力の下部中央に配置されます。同様に、左揃えに設定すると、キャプションは出力の左下に揃えら
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れます。x および y の位置が配置パラメータと共に指定された場合、フォントはそれらの座標に対し
て両端揃え (左または中央) になります。配置で [smart (スマート)] を選択すると、ライブキャプショ
ンは左揃え、事前に録音された字幕は中央揃えで表示されます。このオプションは、STL または 608/
埋め込みのソースキャプションには無効です。これらのソース設定は、既にキャプションストリーム
によって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致
している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BackgroundColor
字幕の背後にある長方形の色を指定します。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はす
べて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BackgroundOpacity
背景の長方形の不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。このパラメータを空白のまま
にすることは、0 (透明) に設定することと同じです。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設
定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Font
キャプションの焼き込みに使用される外部フォントファイル。ファイル拡張子は「ttf」または「tte」
でなければなりません。さまざまなタイプの入力キャプションの出力フォントを選択できますが、埋
め込み、STL、テレテキストソースは厳密なグリッドシステムを使用します。これらのキャプション
ソースで外部フォントを使用すると、プロポーショナルフォントが想定通りに表示されないことがあ
ります。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
FontColor
オープンキャプションの色を指定します。このオプションは、STL、608/埋め込み、またはテレテキ
ストであるソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既にキャプ
ションストリームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント
設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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FontOpacity
オープンキャプションの不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。オープンキャプショ
ンと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FontResolution
DPI (ドット/インチ) で表されるフォント解像度。デフォルトは 96 dpi です。オープンキャプションと
DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FontSize
fontSize を [auto (自動)] に設定すると、 フォントが出力のサイズに応じてスケールされます。正の
整数を指定すると、正確なフォントサイズをポイント単位で指定します。オープンキャプションと
DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutlineColor
フォントのアウトラインの色を指定します。このオプションは、608/埋め込みまたは teletext である
ソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既にキャプションスト
リームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべ
て一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutlineSize
フォントのアウトラインサイズをピクセル単位で指定します。このオプションは、608/埋め込みま
たは teletext であるソースキャプションに対して有効ではありません。これらのソース設定は、既
にキャプションストリームによって事前に定義されています。オープンキャプションと DVB-Sub の
フォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowColor
キャプションの影の色を指定します。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一
致している必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ShadowOpacity
字幕の影の不透明度を指定します。255 は不透明、0 は透明です。このパラメータを空白のままにす
ることは、0 (透明) に設定することと同じです。オープンキャプションと DVB-Sub のフォント設定は
すべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowXOffset
字幕に対する影の水平方向のオフセットをピクセル単位で指定します。例えば、値が「－2」 の場
合、影のオフセットは、文字の 2 ピクセル左になります。オープンキャプションと DVB-Sub のフォ
ント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ShadowYOffset
字幕に対する影の垂直方向のオフセットをピクセル単位で指定します。例えば、値が「－2」 の場
合、影のオフセットは、文字の 2 ピクセル上になります。オープンキャプションと DVB-Sub のフォ
ント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TeletextGridControl
出力字幕ビットマップの生成に、固定グリッドサイズを使用するかどうかを制御します。これは、テ
レテキストと DVB-Sub/Burn-in 出力にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
XPosition
出力の左側を基準にしたキャプションの水平位置をピクセル単位で指定します。例えば、値が 10 の
場合、字幕は出力画面の左から 10 ピクセルの位置から開始されます。xPosition が明示的に指定され
ていない場合、キャプションの水平位置は配置パラメータによって決定されます。このオプション
は、STL、608/埋め込み、またはテレテキストであるソースキャプションに対して有効ではありませ
ん。これらのソース設定は、既にキャプションストリームによって事前に定義されています。オープ
ンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
YPosition
出力画面の上端を基準にしたキャプションの垂直位置をピクセル単位で指定します。例えば、値
が 10 の場合、字幕は出力の最上部から 10 ピクセルの位置から開始されます。yPosition が明示的
に指定されていない場合、キャプションは出力画面の下部近くに配置されます。このオプション
は、STL、608/埋め込み、またはテレテキストであるソースキャプションに対して有効ではありませ
ん。これらのソース設定は、既にキャプションストリームによって事前に定義されています。オープ
ンキャプションと DVB-Sub のフォント設定はすべて一致している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel DvbSubSourceSettings
入力から抽出する DVB Sub 字幕に関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Pid" : Integer

YAML
Pid: Integer

プロパティ
Pid
焼き付けまたは SMPTE-TT で DVB-Sub を使用する場合は、ソースコンテンツにこの PID を使用しま
す。DVB-Sub パススルーでは使用されません。すべての DVB-Sub コンテンツは、セレクタに関係な
くパススルーされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel DvbTdtSettings
DVB の時刻と日付テーブル (TDT)。
このエンティティの親は M2tsSettings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RepInterval" : Integer

YAML
RepInterval: Integer

プロパティ
RepInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Eac3Settings
出力中の EAC3 オーディオエンコードの設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AttenuationControl" : String,
"Bitrate" : Double,
"BitstreamMode" : String,
"CodingMode" : String,
"DcFilter" : String,
"Dialnorm" : Integer,
"DrcLine" : String,
"DrcRf" : String,
"LfeControl" : String,
"LfeFilter" : String,
"LoRoCenterMixLevel" : Double,
"LoRoSurroundMixLevel" : Double,
"LtRtCenterMixLevel" : Double,
"LtRtSurroundMixLevel" : Double,
"MetadataControl" : String,
"PassthroughControl" : String,
"PhaseControl" : String,
"StereoDownmix" : String,
"SurroundExMode" : String,
"SurroundMode" : String
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YAML
AttenuationControl: String
Bitrate: Double
BitstreamMode: String
CodingMode: String
DcFilter: String
Dialnorm: Integer
DrcLine: String
DrcRf: String
LfeControl: String
LfeFilter: String
LoRoCenterMixLevel: Double
LoRoSurroundMixLevel: Double
LtRtCenterMixLevel: Double
LtRtSurroundMixLevel: Double
MetadataControl: String
PassthroughControl: String
PhaseControl: String
StereoDownmix: String
SurroundExMode: String
SurroundMode: String

プロパティ
AttenuationControl
attenuate3Db に設定すると、サラウンドチャネルに 3 dB の減衰が適用されます。3/2コーディング
モードにのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。有効なビットレートは、コーディングモードによって異なります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
BitstreamMode
放出される E-AC-3 ストリームのビットストリームモード (bsmod) を指定します。詳細について
は、ATSC A/52-2012 (付録 E) を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CodingMode
ドルビーデジタルプラスコーディングモード。このモードにより、チャンネル数が決まります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
DcFilter
有効に設定すると、すべての入力チャネルに対して DC ハイパスフィルターが有効になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Dialnorm
出力のダイヤルノームを設定します。空白で入力音声がドルビーデジタルプラスの場合、ダイヤル
ノームはパススルーされます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DrcLine
ドルビーダイナミックレンジ圧縮プロファイルを設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DrcRf
重いドルビーダイナミックレンジ圧縮のプロファイルを設定し、瞬時の信号ピークが指定されたレベ
ルを超えないようにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LfeControl
3/2オーディオをエンコードする場合、lfe に設定すると、LFE チャネルが有効になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LfeFilter
有効に設定すると、エンコード前に 120Hz ローパスフィルターを LFE チャネルに適用しま
す。codingMode32 コーディングモードでのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoRoCenterMixLevel
左のみ/右のみセンターミックスレベル。3/2コーディングモードにのみ使用されます。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
LoRoSurroundMixLevel
左のみ/右のみサラウンドミックスレベル。3/2コーディングモードでのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
LtRtCenterMixLevel
左トータル/右トータルセンターミックスレベル3/2コーディングモードでのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
LtRtSurroundMixLevel
左トータル/右トータルサラウンドミックスレベル。3/2コーディングモードにのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MetadataControl
「followInput」に設定すると、エンコーダのメタデータは、このオーディオデータを提供した
DD、DD+、または DolbyE デコーダから取得されます。オーディオがこれらのストリームのいずれか
からも供給されない場合、静的メタデータ設定が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PassthroughControl
whenPossible に設定すると、入力の DD+ オーディオが入力に存在する場合、入力の DD+ オーディオ
がパススルーされます。この検出は、トランスコードの寿命にわたって動的です。DD+ コンテンツと
DD+ 以外のコンテンツを交互に入力すると、システムがパススルーとエンコーディングを交互に実行
するため、一貫した DD+ 出力が得られます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PhaseControl
shift90Degrees に設定すると、サラウンドチャネルに 90 度の位相シフトが適用されます。3/2コー
ディングモードでのみ使用されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StereoDownmix
ステレオダウンミックスプリファレンス。3/2コーディングモードにのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SurroundExMode
3/2 オーディオをエンコードするときに、余分なセンターバックサラウンドチャネルを左右のサラウ
ンドチャネルにマトリクスエンコードするかどうかを設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SurroundMode
2/0 オーディオをエンコードする場合、ドルビーサラウンドをマトリクスで 2 つのチャネルにエン
コードするかどうかを設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel EbuTtDDestinationSettings
出力の EBU-TT 字幕の設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CopyrightHolder" : String,
"FillLineGap" : String,
"FontFamily" : String,
"StyleControl" : String

YAML
CopyrightHolder: String
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FillLineGap: String
FontFamily: String
StyleControl: String

プロパティ
CopyrightHolder
出力で、これらのソースキャプションを EBU-TT-D または TTML に変換する場合にのみ適用されま
す。TTML の著作権メタデータタグに著作権者の名前を含める場合は、このフィールドに入力しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FillLineGap
(複数行のキャプションの) 行間のギャップの処理方法を指定します。- 有効: (入力キャプションで指定
されている) キャプションの背景色で塗りつぶします。- 無効: ギャップを塗りつぶさないようにしま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FontFamily
EBU-TT キャプションにアタッチされるフォントデータに含めるフォントファミリーを指定しま
す。styleControl が [include (含む)] に設定されている場合にのみ有効です。このフィールドを空のま
まにすると、フォントファミリーは「等幅」に設定されます。(styleControl が [exlude (除外)] に設定
されている場合、フォントファミリーは常に「等幅」に設定されます)。 フォントファミリーのみを
指定します。他のすべてのスタイル情報 (色、太字、位置など) は、入力キャプションからコピーされ
ます。ダウンストリームプレーヤーがサイズを選択できるように、サイズは常に 100% に設定されま
す。- フォントファミリーのリストを、フォント名のコンマ区切りのリストとして、優先順で入力し
ます。名前は、フォントファミリー (「Arial」など)、または一般的なフォントファミリー (「serif」
など)、または「デフォルト」(下流のプレイヤーにフォントを選択させる) にすることができます。ファミリーを「等幅」に設定するには空白のままにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StyleControl
EBU-TT キャプションにアタッチされるフォントデータに含めるスタイル情報 (フォントの色、フォン
ト位置など) を指定します。- 含む: ソースキャプションからスタイル情報 (フォントの色、フォント位
置など) を取得し、その情報を EBU-TT キャプションにアタッチされたフォントデータに含めます。
このオプションは、ソースキャプションが埋め込みまたはテレテキストの場合のみ有効です。- 除外:
EBU-TT キャプションにアタッチされているフォントデータで、フォントファミリーを「等幅」に設
定します。他のスタイル情報を含めないでください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel EmbeddedDestinationSettings
出力に埋め込まれたキャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel EmbeddedPlusScte20DestinationSettings
出力中の埋め込まれたキャプションと SCTE-20 キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel EmbeddedSourceSettings
入力から抽出する埋め込みキャプションに関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Convert608To708" : String,
"Scte20Detection" : String,
"Source608ChannelNumber" : Integer,
"Source608TrackNumber" : Integer
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YAML
Convert608To708: String
Scte20Detection: String
Source608ChannelNumber: Integer
Source608TrackNumber: Integer

プロパティ
Convert608To708
これがアップコンバージョンである場合、608 のデータは 708 ラッパーの「608 互換性バイト」
フィールドを通じて渡され、708 に変換されます。708 データがソースコンテンツに存在する場合、
破棄されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scte20Detection
断続的または非整列の SCTE-20 および埋め込み字幕を含むストリームを処理するには、「auto」に設
定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source608ChannelNumber
キャプションの抽出元となる、ビデオトラック内の 608/708 チャネル番号を指定します。これはパス
スルーには使用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Source608TrackNumber
このフィールドは使用されず、廃止されました。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel EncoderSettings
出力のエンコーディングの設定。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AudioDescriptions" : [ AudioDescription (p. 4708), ... ],
"AvailBlanking" : AvailBlanking (p. 4719),
"AvailConfiguration" : AvailConfiguration (p. 4720),
"BlackoutSlate" : BlackoutSlate (p. 4722),
"CaptionDescriptions" : [ CaptionDescription (p. 4727), ... ],
"FeatureActivations" : FeatureActivations (p. 4757),
"GlobalConfiguration" : GlobalConfiguration (p. 4763),
"MotionGraphicsConfiguration" : MotionGraphicsConfiguration (p. 4828),
"NielsenConfiguration" : NielsenConfiguration (p. 4842),
"OutputGroups" : [ OutputGroup (p. 4846), ... ],
"TimecodeConfig" : TimecodeConfig (p. 4865),
"VideoDescriptions" : [ VideoDescription (p. 4871), ... ]

YAML
AudioDescriptions:
- AudioDescription (p. 4708)
AvailBlanking:
AvailBlanking (p. 4719)
AvailConfiguration:
AvailConfiguration (p. 4720)
BlackoutSlate:
BlackoutSlate (p. 4722)
CaptionDescriptions:
- CaptionDescription (p. 4727)
FeatureActivations:
FeatureActivations (p. 4757)
GlobalConfiguration:
GlobalConfiguration (p. 4763)
MotionGraphicsConfiguration:
MotionGraphicsConfiguration (p. 4828)
NielsenConfiguration:
NielsenConfiguration (p. 4842)
OutputGroups:
- OutputGroup (p. 4846)
TimecodeConfig:
TimecodeConfig (p. 4865)
VideoDescriptions:
- VideoDescription (p. 4871)

プロパティ
AudioDescriptions
出力オーディオのエンコーディング情報。
必須: いいえ
タイプ: AudioDescription (p. 4708) のリスト
Update requires: No interruption
AvailBlanking
広告表示のブランキングの設定
必須: いいえ
タイプ: AvailBlanking (p. 4719)
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Update requires: No interruption
AvailConfiguration
広告表示処理の構成設定。
必須: いいえ
タイプ: AvailConfiguration (p. 4720)
Update requires: No interruption
BlackoutSlate
ブラックアウトスレートの設定。
必須: いいえ
タイプ: BlackoutSlate (p. 4722)
Update requires: No interruption
CaptionDescriptions
出力キャプションのエンコーディング情報。
必須: いいえ
タイプ: CaptionDescription (p. 4727) のリスト
Update requires: No interruption
FeatureActivations
特定の機能を有効にする設定。
必須: いいえ
タイプ: FeatureActivations (p. 4757)
Update requires: No interruption
GlobalConfiguration
チャンネル全体に適用される構成設定。
必須: いいえ
タイプ: GlobalConfiguration (p. 4763)
Update requires: No interruption
MotionGraphicsConfiguration
チャンネルでモーショングラフィックスのオーバーレイ機能を有効にして構成する設定。
必須: いいえ
タイプ: MotionGraphicsConfiguration (p. 4828)
Update requires: No interruption
NielsenConfiguration
Nielsen の透かしを構成するための設定。
必須: いいえ
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タイプ: NielsenConfiguration (p. 4842)
Update requires: No interruption
OutputGroups
チャンネル内の出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: OutputGroup (p. 4846) のリスト
Update requires: No interruption
TimecodeConfig
入力からタイムコード情報を取得および調整するための設定が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: TimecodeConfig (p. 4865)
Update requires: No interruption
VideoDescriptions
出力ビデオのエンコーディング情報。
必須: いいえ
タイプ: List of VideoDescription (p. 4871)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FailoverCondition
フェイルオーバー条件の設定。AutomaticInputFailoverSettings の内部には、複数のフェイルオーバー条件
が存在する可能性があります。
このエンティティの親は AutomaticInputFailoverSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FailoverConditionSettings" : FailoverConditionSettings (p. 4756)

YAML
FailoverConditionSettings:
FailoverConditionSettings (p. 4756)

プロパティ
FailoverConditionSettings
特定のフェイルオーバー条件の設定。
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必須: いいえ
タイプ: FailoverConditionSettings (p. 4756)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FailoverConditionSettings
1 つのフェイルオーバー条件の設定。
このエンティティの親は FailoverCondition です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioSilenceSettings" : AudioSilenceFailoverSettings (p. 4716),
"InputLossSettings" : InputLossFailoverSettings (p. 4808),
"VideoBlackSettings" : VideoBlackFailoverSettings (p. 4869)

YAML
AudioSilenceSettings:
AudioSilenceFailoverSettings (p. 4716)
InputLossSettings:
InputLossFailoverSettings (p. 4808)
VideoBlackSettings:
VideoBlackFailoverSettings (p. 4869)

プロパティ
AudioSilenceSettings
指定されたオーディオセレクタが指定期間中に無音の場合、MediaLive はフェイルオーバーを実行し
ます。
必須: いいえ
タイプ: AudioSilenceFailoverSettings (p. 4716)
Update requires: No interruption
InputLossSettings
MediaLive は、指定期間中にこの入力でコンテンツが検出されなかった場合、フェイルオーバーを実
行します。
必須: いいえ
タイプ: InputLossFailoverSettings (p. 4808)
Update requires: No interruption
VideoBlackSettings
MediaLiveは、指定期間中にコンテンツが黒と見なされた場合、フェイルオーバーを実行します。
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必須: いいえ
タイプ: VideoBlackFailoverSettings (p. 4869)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FeatureActivations
特定の機能を有効にする設定。チャネルで有効にするまで、これらの機能を設定することはできません。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InputPrepareScheduleActions" : String

YAML
InputPrepareScheduleActions: String

プロパティ
InputPrepareScheduleActions
入力準備機能を有効にします。この機能が有効な場合にのみ、スケジュールで入力準備アクションを
作成できます。既存のスケジュールでこの機能を無効にする場合は、まずスケジュールからすべての
入力準備アクションを削除してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FecOutputSettings
FEC の設定。
このエンティティの親は UdpOutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColumnDepth" : Integer,
"IncludeFec" : String,
"RowLength" : Integer
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YAML
ColumnDepth: Integer
IncludeFec: String
RowLength: Integer

プロパティ
ColumnDepth
SMPTE 2022-1 のパラメータ D。FEC 保護マトリクスの高さ。列エラー修正パケットあたりのトラン
スポートストリームパケット数。数字は 4～20 の範囲で指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IncludeFec
列のみ、または列および行ベースの FEC を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RowLength
SMPTE 2022-1 のパラメータ L。FEC 保護マトリクスの幅。1～20 の範囲でなければなりません。
列 FEC のみを使用する場合、値を大きくすると堅牢性が高くなります。行 FEC を使用する場合、
これは行エラー修正パケットあたりのトランスポートストリームパケット数であり、includeFec が
columnAndRow の場合、値は 4～20 の間でなければなりません。includeFec が列の場合、この値は 1
～20 でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Fmp4HlsSettings
fMP4 コンテナの設定。
このエンティティの親は HlsSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioRenditionSets" : String,
"NielsenId3Behavior" : String,
"TimedMetadataBehavior" : String
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YAML
AudioRenditionSets: String
NielsenId3Behavior: String
TimedMetadataBehavior: String

プロパティ
AudioRenditionSets
ビデオ出力ストリームで使用されるすべてのオーディオグループをリストします。ビデオに関連付け
られているすべてのオーディオグループ ID を「,」で区切って入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NielsenId3Behavior
パススルーに設定すると、入力オーディオでメディアトラッキング用の Nielsen 非可聴音が検出さ
れ、同等の ID3 タグが出力に挿入されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataBehavior
パススルーに設定すると、時間指定メタデータが入力から出力に渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureCdnSettings
フレームキャプチャ出力の送信先を設定するための設定。
このエンティティのparentは、FrameCaptureGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FrameCaptureS3Settings" : FrameCaptureS3Settings (p. 4761)

YAML
FrameCaptureS3Settings:
FrameCaptureS3Settings (p. 4761)
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プロパティ
FrameCaptureS3Settings
このフレームキャプチャ出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
必須: いいえ
タイプ: FrameCaptureS3Settings (p. 4761)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureGroupSettings
フレームキャプチャ出力グループの設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"FrameCaptureCdnSettings" : FrameCaptureCdnSettings (p. 4759)

YAML
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
FrameCaptureCdnSettings:
FrameCaptureCdnSettings (p. 4759)

プロパティ
Destination
フレームキャプチャファイルの保存先。保存先は、Amazon S3 バケットとオブジェクトの URI
と、ファイル名プレフィックス (例えば、s3ssl://sportsDelivery/highlights/20180820/curling_)、
または MediaStore コンテナの URI と、ファイル名プレフィックス (例えば、mediastoressl://
sportsDelivery/20180820/curling_) のいずれかです。最終的なファイル名は、宛先フィールドのプレ
フィックス (たとえば、「curling_」) + 名前修飾子 + カウンター (00001 から始まる 5 桁) + 拡張子 (常
に .jpg) で構成されます。たとえば、curlingLow.00001.jpg です。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
FrameCaptureCdnSettings
フレームキャプチャ出力の送信先を設定するための設定。
必須: いいえ
タイプ: FrameCaptureCdnSettings (p. 4759)
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Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureHlsSettings
HLS 出力グループのフレームキャプチャ出力の設定。
このエンティティの親は HlsSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureOutputSettings
フレームキャプチャ出力設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NameModifier" : String

YAML
NameModifier: String

プロパティ
NameModifier
出力グループに複数の出力が含まれている場合に必要です。この修飾子は、出力ファイル名の一部を
形成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureS3Settings
このフレームキャプチャ出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
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このエンティティのparentは、FrameCaptureCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CannedAcl" : String

YAML
CannedAcl: String

プロパティ
CannedAcl
各 S3 リクエストに適用する既定 ACL を指定します。デフォルトは none です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel FrameCaptureSettings
フレームキャプチャの設定。
このエンティティの親は VideoCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CaptureInterval" : Integer,
"CaptureIntervalUnits" : String

YAML
CaptureInterval: Integer
CaptureIntervalUnits: String

プロパティ
CaptureInterval
出力に含めるフレームをキャプチャする頻度 (秒単位)。例えば、「10」は、10 秒ごとにフレームを
キャプチャすることを意味します。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CaptureIntervalUnits
フレームキャプチャ間隔の単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel GlobalConfiguration
チャンネル全体に適用される構成設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InitialAudioGain" : Integer,
"InputEndAction" : String,
"InputLossBehavior" : InputLossBehavior (p. 4807),
"OutputLockingMode" : String,
"OutputTimingSource" : String,
"SupportLowFramerateInputs" : String

YAML
InitialAudioGain: Integer
InputEndAction: String
InputLossBehavior:
InputLossBehavior (p. 4807)
OutputLockingMode: String
OutputTimingSource: String
SupportLowFramerateInputs: String

プロパティ
InitialAudioGain
チャンネルの初期オーディオゲインを設定する値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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InputEndAction
現在の入力が完了したとき (例えば、end-of-file) に実行するアクションを示しま
す。switchAndLoopInputs が設定されている場合、MediaLive は最初の入力の開始時に再起動されま
す。「none」が設定されている場合、MediaLive は、次の入力切り替え (Channel Schedule API で制
御される) が発生するまで、「入力損失時の動作」設定に従って、黒、単色、またはユーザー指定のス
レートイメージをトランスコードします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputLossBehavior
入力が失われたときのシステムアクションの設定。
必須: いいえ
タイプ: InputLossBehavior (p. 4807)
Update requires: No interruption
OutputLockingMode
MediaLive パイプラインの同期方法を示します。PIPELINELOCKING - MediaLive は、各パイプライン
の出力を他のパイプラインと同期しようとします。EPOCHLOCKING - MediaLive は、各パイプライ
ンの出力を Unix エポックと同期しようとします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutputTimingSource
ライブエンコーダーによって生成されるフレームのレートを、システムクロックで調整するか (オプ
ションで NTP を通じて別のソースにロックされている場合もあり)、入力ストリームを提供している
ソースのクロックにロックするかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SupportLowFramerateInputs
ビデオフレームレートが非常に低いストリームのビデオ入力バッファを調整します。これは通常、毎
秒 1 ビデオフレーム未満の音楽チャネルに対して有効に設定されています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H264ColorSpaceSettings
H264 動画エンコードで色空間を構成するための設定。
このエンティティの親は H264Settings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColorSpacePassthroughSettings" : ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737),
"Rec601Settings" : Rec601Settings (p. 4852),
"Rec709Settings" : Rec709Settings (p. 4853)

YAML
ColorSpacePassthroughSettings:
ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737)
Rec601Settings:
Rec601Settings (p. 4852)
Rec709Settings:
Rec709Settings (p. 4853)

プロパティ
ColorSpacePassthroughSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737)
Update requires: No interruption
Rec601Settings
Rec601 色空間の処理を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: Rec601Settings (p. 4852)
Update requires: No interruption
Rec709Settings
Rec709 色空間の処理を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: Rec709Settings (p. 4853)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H264FilterSettings
H264 コーデックに適用する動画フィルターを構成するための設定。
このエンティティの親は H264Settings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"TemporalFilterSettings" : TemporalFilterSettings (p. 4864)

YAML
TemporalFilterSettings:
TemporalFilterSettings (p. 4864)

プロパティ
TemporalFilterSettings
一時的なフィルターを動画に適用するための設定。
必須: いいえ
タイプ: TemporalFilterSettings (p. 4864)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H264Settings
出力中の H.264 コーデックの設定。
このエンティティの親は VideoCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdaptiveQuantization" : String,
"AfdSignaling" : String,
"Bitrate" : Integer,
"BufFillPct" : Integer,
"BufSize" : Integer,
"ColorMetadata" : String,
"ColorSpaceSettings" : H264ColorSpaceSettings (p. 4764),
"EntropyEncoding" : String,
"FilterSettings" : H264FilterSettings (p. 4765),
"FixedAfd" : String,
"FlickerAq" : String,
"ForceFieldPictures" : String,
"FramerateControl" : String,
"FramerateDenominator" : Integer,
"FramerateNumerator" : Integer,
"GopBReference" : String,
"GopClosedCadence" : Integer,
"GopNumBFrames" : Integer,
"GopSize" : Double,
"GopSizeUnits" : String,
"Level" : String,
"LookAheadRateControl" : String,
"MaxBitrate" : Integer,
"MinIInterval" : Integer,
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}

"NumRefFrames" : Integer,
"ParControl" : String,
"ParDenominator" : Integer,
"ParNumerator" : Integer,
"Profile" : String,
"QualityLevel" : String,
"QvbrQualityLevel" : Integer,
"RateControlMode" : String,
"ScanType" : String,
"SceneChangeDetect" : String,
"Slices" : Integer,
"Softness" : Integer,
"SpatialAq" : String,
"SubgopLength" : String,
"Syntax" : String,
"TemporalAq" : String,
"TimecodeInsertion" : String

YAML
AdaptiveQuantization: String
AfdSignaling: String
Bitrate: Integer
BufFillPct: Integer
BufSize: Integer
ColorMetadata: String
ColorSpaceSettings:
H264ColorSpaceSettings (p. 4764)
EntropyEncoding: String
FilterSettings:
H264FilterSettings (p. 4765)
FixedAfd: String
FlickerAq: String
ForceFieldPictures: String
FramerateControl: String
FramerateDenominator: Integer
FramerateNumerator: Integer
GopBReference: String
GopClosedCadence: Integer
GopNumBFrames: Integer
GopSize: Double
GopSizeUnits: String
Level: String
LookAheadRateControl: String
MaxBitrate: Integer
MinIInterval: Integer
NumRefFrames: Integer
ParControl: String
ParDenominator: Integer
ParNumerator: Integer
Profile: String
QualityLevel: String
QvbrQualityLevel: Integer
RateControlMode: String
ScanType: String
SceneChangeDetect: String
Slices: Integer
Softness: Integer
SpatialAq: String
SubgopLength: String
Syntax: String
TemporalAq: String
TimecodeInsertion: String
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プロパティ
AdaptiveQuantization
適応型量子化。これにより、フレーム内量子化器を変えて視覚的品質を向上させることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AfdSignaling
AFD 値が出力ストリームに書き込まれることを示します。afdSignaling が [auto (自動)] の場合、シ
ステムは入力 AFD 値を保持しようとします (複数の AFD 値が有効な場合)。[fixed (固定)] に設定する
と、AFD 値は fixedAfd パラメータで設定された値になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。これは、レート制御モードが VBR または CBR の場合に必要で
す。QVBR には使用されません。Microsoft Smooth 出力グループでは、ビットレートが 1000 に最も
近い倍数に切り捨てられた場合、各出力は一意の値を持つ必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BufFillPct
最初にいっぱいにする必要があるバッファのパーセンテージ (HRD バッファモデル)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BufSize
バッファ (HRD バッファモデル) のサイズ (ビット/秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ColorMetadata
出力に色空間メタデータを含めます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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ColorSpaceSettings
動画の色空間処理を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: H264ColorSpaceSettings (p. 4764)
Update requires: No interruption
EntropyEncoding
エントロピーエンコードモード。cabac (メインプロファイルまたはハイプロファイルである必要があ
ります) または cavlc を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FilterSettings
エンコードに適用できるオプションのフィルタ。
必須: いいえ
タイプ: H264FilterSettings (p. 4765)
Update requires: No interruption
FixedAfd
出力ストリームのビデオのすべてのフレームに書き込む 4 ビット AFD 値。afdSignaling が [Fixed (固
定)] に設定されている場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FlickerAq
有効に設定されている場合は、各フレーム内で量子化を調整して、I フレームでのフリッカーまたは
ポップを減らします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ForceFieldPictures
この設定は、スキャンタイプが「インターレース」の場合にのみ適用されます。 これは、コーディン
グをフィールド単位で実行するか、フレーム単位で実行するかを制御します。(ビデオがプログレッシ
ブの場合、コーディングは常にフレームベースで実行されます。) 有効: フィールドベースでコード化
するように MediaAlive を強制し、フィールドの奇数セットと偶数セットは別々にコード化されます。
無効: コンテンツに最も適しているものによって、2 つのフィールドセットを個別に (フィールドベー
スで) または一緒に (PAFFを使用してフレームベースで) コード化します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
FramerateControl
出力ビデオフレームレートの指定方法を示します。[specified (指定)] を選択した場合、出力ビ
デオのフレームレートは framerateNumerator と framerateDenominator によって決まります。
[initializeFromSource] を選択すると、出力ビデオのフレームレートは、最初の入力の入力ビデオフ
レームレートと同じ値に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FramerateDenominator
フレームレートの分母。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FramerateNumerator
フレームレートの分子。フレームレートは分数です。例えば、24000/1001 = 23.976 fps。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopBReference
有効になっている場合、B フレームが 1 より小さい GOP 構造にリファレンス B フレームを使用しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GopClosedCadence
クローズ GOP の頻度。ストリーミングアプリケーションでは、中間ストリームに参加するデコーダ
ができるだけ早く IDR フレームを受信できるように、これを 1 に設定することをお勧めします。この
値を 0 に設定すると、出力セグメントが中断されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopNumBFrames
リファレンスフレーム間の B フレーム数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
GopSize
GOP サイズ (キーフレーム間隔) (gopSizeUnits あたりのフレームまたは秒単位)。値はゼロより大きく
なければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
GopSizeUnits
gopSize がフレームまたは秒単位で指定されているかどうかを示します。秒単位の場合、システムは
実行時に gopSize をフレーム数に変換します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Level
H.264 レベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LookAheadRateControl
先読みの量。値を低に設定すると、レイテンシーとメモリ使用量が減少し、高に設定すると、特定の
コンテンツの品質が向上します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxBitrate
QVBR の場合: 品質レベルのツールチップを参照してください。VBR の場合: ビデオの複雑度で予想さ
れるスパイクに対応するために、最大ビットレートを設定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinIInterval
sceneChangeDetect が有効に設定されている場合にのみ意味があります。この設定は、繰り返される
(ケイデンス) I フレームとシーン変更検出によって挿入された I フレームと I フレームの分離を強制し
ます。シーン変更 I フレームがケイデンス I フレームの I インターバルフレーム内にある場合、GOP
はシーン変更 I フレームまで縮小または拡大されます。GOP ストレッチには、先読みを有効にし、I
インターバルを設定する必要があります。通常のケイデンスは次の GOP のために再開します。最大
GOP ストレッチ = GOPサイズ + 最小 I インターバル - 1 であることに注意してください。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NumRefFrames
使用するリファレンスフレーム数。B フレームまたはインターレースエンコーディングを使用する場
合、エンコーダは、要求以上のものを使用する場合があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ParControl
出力ピクセルアスペクト比の指定方法を示します。[specified (指定)] を選択した場合、出力
ビデオのピクセルアスペクト比は parNumerator と parDenominator によって決まります。
[initializeFromSource] を選択した場合、出力ピクセルアスペクト比は、最初の入力のビデオピクセル
アスペクト比と同じ値に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ParDenominator
ピクセルアスペクト比の分母。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ParNumerator
ピクセルアスペクト比の分子。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Profile
H.264 プロファイル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QualityLevel
STANDARD_QUALITY のままにしておくか、別の値を選択してください (チャネルを実行する追
加コストが発生する可能性があります)。- ENHANCED_QUALITY: ビットレートを増加させるこ
となく、生成されるビデオ品質がわずかに向上します。レート制御モードが QVBR または CBR
の場合にのみ効果があります。このチャネルが MediaAlive マルチプレックスにある場合、値は
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ENHANCED_QUALITY に設定する必要があります。-STANDARD_QUALITY: どのレート制御モード
でも有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QvbrQualityLevel
ビデオエンコードのターゲット品質を制御します。これは、レート制御モードが QVBR の場合にだけ
適用されます。QVBR 品質レベルフィールドと Max ビットレートフィールドの値を、最も重要な表
示デバイスに合わせて設定します。推奨値: - プライマリ画面: 品質レベル: 8～10。最大ビットレート:
4M - PC またはタブレット: 品質レベル: 7。最大ビットレート: 1.5M～3M - スマートフォン: 品質レベ
ル: 6。最大ビットレート: 1M〜1.5M。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RateControlMode
レート制御モード。QVBR: 品質は、最大ビットレートによる制約がある場合を除き、指定された品質
レベルと一致します。これは、お客様やその視聴者が帯域幅に対して料金を支払う場合に推奨されま
す。VBR: 品質とビットレートは、ビデオの複雑度によって異なります。チャネルの期間にわたって
特定の平均ビットレートを維持するには、QVBR の代わりにこれが推奨されます。CBR: ビデオの品
質は、ビデオの複雑度によって異なります。これは、可変ビットレートを処理できないデバイスにア
セットを配信する場合にのみ推奨されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScanType
出力のスキャンタイプをプログレッシブまたは上位フィールドが最初にくるインターレースに設定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SceneChangeDetect
シーン変更検出。オン: シーンの変更が検出されると、I フレームを挿入します。オフ: シーンの変更
が検出されたときに I フレームを強制しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Slices
1 枚の写真あたりのスライス数。数値は、プログレッシブ写真の場合はマクロブロック行数以下、イ
ンターレース写真の場合はマクロブロック行数の半分以下である必要があります。このフィールドは
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オプションです。値を指定しない場合、MediaLive はエンコード解像度に基づいてスライスの数を選
択します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Softness
柔らかさ。量子化行列を選択します。値が高いほど、エンコードされたイメージの高周波コンテンツ
が減少します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SpatialAq
有効に設定されている場合、コンテンツの複雑度の空間的変化に基づいて、各フレーム内の量子化を
調整します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubgopLength
fixed に設定されている場合は、サブ GOP ごとに gopNumBFrames の B フレームを使用しま
す。dynamic に設定されている場合は、各サブ GOP で使用される B フレーム数を最適化して、視覚
的品質を向上させます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Syntax
SMPTE RP-2027 に準拠したビットストリームを生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemporalAq
有効に設定されている場合、コンテンツの複雑度の時間的変化に基づいて、各フレーム内の量子化を
調整します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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TimecodeInsertion
タイムコードをビデオ基本ストリームに挿入する方法を決定します。disabled: タイムコードを含まな
い。picTimingSei: タイムコード設定で指定されたソースから写真タイミング SEI メッセージをパスス
ルーします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H265ColorSpaceSettings
H265 色空間設定
このエンティティの親は H265Settings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColorSpacePassthroughSettings" : ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737),
"Hdr10Settings" : Hdr10Settings (p. 4783),
"Rec601Settings" : Rec601Settings (p. 4852),
"Rec709Settings" : Rec709Settings (p. 4853)

YAML
ColorSpacePassthroughSettings:
ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737)
Hdr10Settings:
Hdr10Settings (p. 4783)
Rec601Settings:
Rec601Settings (p. 4852)
Rec709Settings:
Rec709Settings (p. 4853)

プロパティ
ColorSpacePassthroughSettings
動画内の色空間をパススルーするための設定。
必須: いいえ
タイプ: ColorSpacePassthroughSettings (p. 4737)
Update requires: No interruption
Hdr10Settings
HDR10 色空間の処理を構成するための設定。
必須: いいえ
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タイプ: Hdr10Settings (p. 4783)
Update requires: No interruption
Rec601Settings
Rec601 色空間の処理を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: Rec601Settings (p. 4852)
Update requires: No interruption
Rec709Settings
Rec709 色空間の処理を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: Rec709Settings (p. 4853)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H265FilterSettings
H265 コーデックに適用する動画フィルターを構成するための設定。
このエンティティの親は H265Settings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TemporalFilterSettings" : TemporalFilterSettings (p. 4864)

YAML
TemporalFilterSettings:
TemporalFilterSettings (p. 4864)

プロパティ
TemporalFilterSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: TemporalFilterSettings (p. 4864)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel H265Settings
H265 設定
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このエンティティの親は VideoCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdaptiveQuantization" : String,
"AfdSignaling" : String,
"AlternativeTransferFunction" : String,
"Bitrate" : Integer,
"BufSize" : Integer,
"ColorMetadata" : String,
"ColorSpaceSettings" : H265ColorSpaceSettings (p. 4775),
"FilterSettings" : H265FilterSettings (p. 4776),
"FixedAfd" : String,
"FlickerAq" : String,
"FramerateDenominator" : Integer,
"FramerateNumerator" : Integer,
"GopClosedCadence" : Integer,
"GopSize" : Double,
"GopSizeUnits" : String,
"Level" : String,
"LookAheadRateControl" : String,
"MaxBitrate" : Integer,
"MinIInterval" : Integer,
"ParDenominator" : Integer,
"ParNumerator" : Integer,
"Profile" : String,
"QvbrQualityLevel" : Integer,
"RateControlMode" : String,
"ScanType" : String,
"SceneChangeDetect" : String,
"Slices" : Integer,
"Tier" : String,
"TimecodeInsertion" : String

YAML
AdaptiveQuantization: String
AfdSignaling: String
AlternativeTransferFunction: String
Bitrate: Integer
BufSize: Integer
ColorMetadata: String
ColorSpaceSettings:
H265ColorSpaceSettings (p. 4775)
FilterSettings:
H265FilterSettings (p. 4776)
FixedAfd: String
FlickerAq: String
FramerateDenominator: Integer
FramerateNumerator: Integer
GopClosedCadence: Integer
GopSize: Double
GopSizeUnits: String
Level: String
LookAheadRateControl: String
MaxBitrate: Integer
MinIInterval: Integer
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ParDenominator: Integer
ParNumerator: Integer
Profile: String
QvbrQualityLevel: Integer
RateControlMode: String
ScanType: String
SceneChangeDetect: String
Slices: Integer
Tier: String
TimecodeInsertion: String

プロパティ
AdaptiveQuantization
適応型量子化。フレーム内量子化器を変えて視覚的品質を向上させることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AfdSignaling
AFD 値が出力ストリームに書き込まれることを示します。afdSignaling が「auto」の場合、システム
は入力 AFD 値を保持しようとします (複数の AFD 値が有効な場合)。「fixed」に設定すると、AFD 値
は fixedAfd パラメータで設定された値になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AlternativeTransferFunction
非 HDR デコーダおよびディスプレイとの下位互換性をサポートするために、EML が Alternative
Transfer Function SEI メッセージを挿入するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。レート制御モードが VBR または CBR の場合に必要です。QVBR の場
合には使用されません。MS Smooth 出力グループでは、ビットレートが 1000 に最も近い倍数に切り
捨てられた場合、各出力は一意の値を持つ必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BufSize
ビット単位のバッファのサイズ (HRD バッファモデル)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
ColorMetadata
出力に色空間メタデータを含めます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColorSpaceSettings
色空間設定
必須: いいえ
タイプ: H265ColorSpaceSettings (p. 4775)
Update requires: No interruption
FilterSettings
エンコードに適用できるオプションのフィルタ。
必須: いいえ
タイプ: H265FilterSettings (p. 4776)
Update requires: No interruption
FixedAfd
出力ストリームのビデオのすべてのフレームに書き込む 4 ビット AFD 値。AFDSignaling が「Fixed」
に設定されている場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FlickerAq
有効に設定されている場合は、各フレーム内で量子化を調整して、I フレームでのフリッカーまたは
「ポップ」を減らします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FramerateDenominator
フレームレート分母。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FramerateNumerator
フレームレート分子 - フレームレートは分数です (例: 24000/1001 = 23.976 fps)。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopClosedCadence
クローズ GOP の頻度。ストリーミングアプリケーションでは、中間ストリームに参加するデコーダ
ができるだけ早く IDR フレームを受信できるように、これを 1 に設定することをお勧めします。この
値を 0 に設定すると、出力セグメントが中断されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopSize
GOP サイズ (キーフレーム間隔) (gopSizeUnits あたりのフレームまたは秒単位)。gopSizeUnits がフ
レームの場合、gopSize は整数で、1 以上である必要があります。gopSizeUnits が秒の場合、gopSize
は 0 より大きくなければなりませんが、整数である必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
GopSizeUnits
gopSize がフレームまたは秒単位で指定されているかどうかを示します。秒単位の場合、システムは
実行時に gopSize をフレーム数に変換します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Level
H.265 レベル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LookAheadRateControl
先読みの量。値を低に設定すると、レイテンシーとメモリ使用量が減少し、高に設定すると、特定の
コンテンツの品質が向上します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxBitrate
QVBR の場合: 品質レベルのツールチップを参照してください
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinIInterval
sceneChangeDetect が有効に設定されている場合にのみ意味があります。マルチプレックスレート制
御を使用する場合、デフォルトは 5 です。繰り返される (ケイデンス) I フレームとシーン変更検出に
よって挿入された I フレームと I フレームの分離を強制します。シーン変更 I フレームがケイデンス I
フレームの I インターバルフレーム内にある場合、GOP はシーン変更 I フレームまで縮小および/また
は拡大されます。GOP ストレッチには、先読みを有効にし、I インターバルを設定する必要がありま
す。通常のケイデンスは次の GOP のために再開します。注: 最大 GOP ストレッチ = GOPサイズ + 最
小 I インターバル - 1
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ParDenominator
ピクセルアスペクト比の分母。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ParNumerator
ピクセルアスペクト比の分子。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Profile
H.265 プロファイル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
QvbrQualityLevel
ビデオエンコードのターゲット品質を制御します。レート制御モードが QVBR の場合にだけ適用され
ます。QVBR 品質レベルフィールドと Max ビットレートフィールドの値を、最も重要な表示デバイス
に合わせて設定します。推奨値: - プライマリ画面: 品質レベル: 8～10。最大ビットレート: 4M - PC ま
たはタブレット: 品質レベル: 7。最大ビットレート: 1.5M～3M - スマートフォン: 品質レベル: 6。最大
ビットレート: 1M〜1.5M
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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RateControlMode
レート制御モード。QVBR: 品質は、最大ビットレートによる制約がある場合を除き、指定された品
質レベルと一致します。お客様やその視聴者が帯域幅に対して料金を支払う場合に推奨されます。
動画の品質は、動画の複雑度によって異なります。可変ビットレートを処理できないデバイスにア
セットを配信する場合にのみ推奨されます。マルチプレックス: このレート制御モードは、ビデオが
MediaAlive Multiplex に配信されている場合にのみサポートされます (そして必須です)。この場合、
レート制御設定は Multiplex Program 内のプロパティによって制御されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScanType
出力のスキャンタイプをプログレッシブまたは上位フィールドが最初にくるインターレースに設定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SceneChangeDetect
シーン変更検出。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Slices
1 枚の写真あたりのスライス数。プログレッシブ写真の場合はマクロブロック行数以下、インター
レース写真の場合はマクロブロック行数の半分以下である必要があります。このフィールドはオプ
ションです。値が指定されていない場合、エンコーダはエンコード解像度に基づいてスライス数を選
択します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tier
H.265 階層。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimecodeInsertion
タイムコードをビデオ基本ストリームに挿入する方法を決定します。- 'disabled': タイムコードを含ま
ない - 'picTimingSei': タイムコード設定で指定されたソースから写真タイミング SEI メッセージをパ
ススルーします
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Hdr10Settings
Hdr10 の設定
このエンティティのparentは、H265ColorSpaceSettings (出力の色空間設定用) と
VideoSelectorColorSpaceSettings (入力の色空間設定用) です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxCll" : Integer,
"MaxFall" : Integer

YAML
MaxCll: Integer
MaxFall: Integer

プロパティ
MaxCll
最大コンテンツライトレベル エンコードされた HDR ビデオストリームまたはファイル内の任意の 1
ピクセルの最大ライトレベル (nits 単位) を定義する整数のメタデータ値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxFall
最大フレーム平均ライトレベル エンコードされた HDR ビデオストリームまたはファイル内の 1 つの
フレームの最大平均ライトレベル (nits 単位) を定義する整数のメタデータ値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsAkamaiSettings
HLS 出力の Akamai の設定。
このエンティティの親は HlsCdnSettings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"FilecacheDuration" : Integer,
"HttpTransferMode" : String,
"NumRetries" : Integer,
"RestartDelay" : Integer,
"Salt" : String,
"Token" : String

YAML
ConnectionRetryInterval: Integer
FilecacheDuration: Integer
HttpTransferMode: String
NumRetries: Integer
RestartDelay: Integer
Salt: String
Token: String

プロパティ
ConnectionRetryInterval
接続が失われた場合に CDN への接続を再試行するまでの待機時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FilecacheDuration
ストリーミング出力のファイルキャッシュのサイズ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HttpTransferMode
Akamai へのチャンク転送エンコーディングを使用するかどうかを指定します。この機能を有効にする
には、Akamai にお問い合わせください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRetries
チャネルがエラー状態になる前に行われる再試行回数。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RestartDelay
ストリーミング出力が失敗した場合、再起動が開始されるまでの待機時間 (秒単位)。値 0 は再起動が
行われないことを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Salt
認証された Akamai のソルト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Token
認証された Akamai のトークンパラメータ。これを指定しない場合、_gda_ が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsBasicPutSettings
HLS 基本設定の設定。
このエンティティの親は HlsCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"FilecacheDuration" : Integer,
"NumRetries" : Integer,
"RestartDelay" : Integer

YAML
ConnectionRetryInterval: Integer
FilecacheDuration: Integer
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NumRetries: Integer
RestartDelay: Integer

プロパティ
ConnectionRetryInterval
接続が失われた場合に CDN への接続を再試行するまでの待機時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FilecacheDuration
ストリーミング出力のファイルキャッシュのサイズ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NumRetries
チャネルがエラー状態になる前に MediaLive が実行する再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RestartDelay
ストリーミング出力が失敗した場合、再起動が開始されるまでの待機時間 (秒単位)。値 0 は再起動が
行われないことを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsCdnSettings
HLS 出力の CDN の設定。
このエンティティの親は HlsGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"HlsAkamaiSettings" : HlsAkamaiSettings (p. 4783),
"HlsBasicPutSettings" : HlsBasicPutSettings (p. 4785),
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}

"HlsMediaStoreSettings" : HlsMediaStoreSettings (p. 4798),
"HlsS3Settings" : HlsS3Settings (p. 4801),
"HlsWebdavSettings" : HlsWebdavSettings (p. 4802)

YAML
HlsAkamaiSettings:
HlsAkamaiSettings (p. 4783)
HlsBasicPutSettings:
HlsBasicPutSettings (p. 4785)
HlsMediaStoreSettings:
HlsMediaStoreSettings (p. 4798)
HlsS3Settings:
HlsS3Settings (p. 4801)
HlsWebdavSettings:
HlsWebdavSettings (p. 4802)

プロパティ
HlsAkamaiSettings
HLS 出力グループのダウンストリームシステムとして Akamai を設定します。
必須: いいえ
タイプ: HlsAkamaiSettings (p. 4783)
Update requires: No interruption
HlsBasicPutSettings
HLS 出力の基本入力の設定。
必須: いいえ
タイプ: HlsBasicPutSettings (p. 4785)
Update requires: No interruption
HlsMediaStoreSettings
HLS 出力の宛先として MediaStore を設定します。
必須: いいえ
タイプ: HlsMediaStoreSettings (p. 4798)
Update requires: No interruption
HlsS3Settings
この HLS 出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
必須: いいえ
タイプ: HlsS3Settings (p. 4801)
Update requires: No interruption
HlsWebdavSettings
HLS 出力グループのウェブ VTT キャプションの設定。
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このエンティティの親は HlsGroupSettings です。
必須: いいえ
タイプ: HlsWebdavSettings (p. 4802)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsGroupSettings
HLS 出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdMarkers" : [ String, ... ],
"BaseUrlContent" : String,
"BaseUrlContent1" : String,
"BaseUrlManifest" : String,
"BaseUrlManifest1" : String,
"CaptionLanguageMappings" : [ CaptionLanguageMapping (p. 4731), ... ],
"CaptionLanguageSetting" : String,
"ClientCache" : String,
"CodecSpecification" : String,
"ConstantIv" : String,
"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"DirectoryStructure" : String,
"DiscontinuityTags" : String,
"EncryptionType" : String,
"HlsCdnSettings" : HlsCdnSettings (p. 4786),
"HlsId3SegmentTagging" : String,
"IFrameOnlyPlaylists" : String,
"IncompleteSegmentBehavior" : String,
"IndexNSegments" : Integer,
"InputLossAction" : String,
"IvInManifest" : String,
"IvSource" : String,
"KeepSegments" : Integer,
"KeyFormat" : String,
"KeyFormatVersions" : String,
"KeyProviderSettings" : KeyProviderSettings (p. 4812),
"ManifestCompression" : String,
"ManifestDurationFormat" : String,
"MinSegmentLength" : Integer,
"Mode" : String,
"OutputSelection" : String,
"ProgramDateTime" : String,
"ProgramDateTimePeriod" : Integer,
"RedundantManifest" : String,
"SegmentationMode" : String,
"SegmentLength" : Integer,
"SegmentsPerSubdirectory" : Integer,
"StreamInfResolution" : String,
"TimedMetadataId3Frame" : String,
"TimedMetadataId3Period" : Integer,
"TimestampDeltaMilliseconds" : Integer,
"TsFileMode" : String
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YAML
AdMarkers:
- String
BaseUrlContent: String
BaseUrlContent1: String
BaseUrlManifest: String
BaseUrlManifest1: String
CaptionLanguageMappings:
- CaptionLanguageMapping (p. 4731)
CaptionLanguageSetting: String
ClientCache: String
CodecSpecification: String
ConstantIv: String
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
DirectoryStructure: String
DiscontinuityTags: String
EncryptionType: String
HlsCdnSettings:
HlsCdnSettings (p. 4786)
HlsId3SegmentTagging: String
IFrameOnlyPlaylists: String
IncompleteSegmentBehavior: String
IndexNSegments: Integer
InputLossAction: String
IvInManifest: String
IvSource: String
KeepSegments: Integer
KeyFormat: String
KeyFormatVersions: String
KeyProviderSettings:
KeyProviderSettings (p. 4812)
ManifestCompression: String
ManifestDurationFormat: String
MinSegmentLength: Integer
Mode: String
OutputSelection: String
ProgramDateTime: String
ProgramDateTimePeriod: Integer
RedundantManifest: String
SegmentationMode: String
SegmentLength: Integer
SegmentsPerSubdirectory: Integer
StreamInfResolution: String
TimedMetadataId3Frame: String
TimedMetadataId3Period: Integer
TimestampDeltaMilliseconds: Integer
TsFileMode: String

プロパティ
AdMarkers
SCTE35 信号を Apple HLS 出力グループに渡す広告マーカーの種類を 1 つ以上選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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BaseUrlContent
.m3u8 メディアファイルの各出力の前に付加される部分の URI プレフィックス。部分的な URI プレ
フィックスは、ベースとなるマニフェストが .m3u8 メインファイルとは異なる URL から配信される
場合に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BaseUrlContent1
オプション。出力グループごとに 1 つの値。このフィールドは、Base URL コンテンツ A を完了する
場合にのみ必要であり、すべての出力のパイプライン 1 のメディアファイルがパイプライン 0 のメ
ディアファイルとは異なる場所にあることをダウンストリームシステムから通知された場合にのみ必
要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BaseUrlManifest
.m3u8 メディアファイルの各出力の前に付加される部分の URI プレフィックス。部分的な URI プレ
フィックスは、ベースとなるマニフェストが .m3u8 メインファイルとは異なる URL から配信される
場合に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BaseUrlManifest1
オプション。出力グループごとに 1 つの値。このフィールドは、Base URL マニフェスト Aを完了す
る場合にのみ使用し、すべての出力のパイプライン 1 の子マニフェストファイルがパイプライン 0 の
子マニフェストファイルとは異なる場所にあることをダウンストリームシステムから通知された場合
にのみ入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CaptionLanguageMappings
キャプション言語への最大 4 つのキャプションチャネルのマッピング。これ
は、captionLanguageSetting が [insert (挿入)] に設定されている場合にのみ意味があります。
必須: いいえ
タイプ: CaptionLanguageMapping (p. 4731) リスト
Update requires: No interruption
CaptionLanguageSetting
608 埋め込み出力キャプションにのみ適用されます。挿入:マニフェストに CLOSED-CAPTIONS 行を
含めます。[CC1 Language Code (CC1 言語コード)] フィールドに1 つ以上の言語を指定します。指定
API バージョン 2010-05-15
4790

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

した言語コードごとに CLOSED-CAPTION 行が 1 行追加されます。言語は、元のソースに表示される
順序 (ソースが埋め込み形式の場合)、またはキャプションセレクタの順序 (ソースが埋め込み形式以外
の場合) で指定してください。そうしないと、マニフェスト内の言語は出力キャプションと正しく一致
しません。なし: マニフェストに CLOSED-CAPTIONS=NONE 行を含めます。省略: マニフェストか
ら CLOSED-CAPTIONS 行を省略します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientCache
[disabled (無効)] に設定すると、マニフェストに [#EXT-X-ALLOW-CACHE:no (なし)] タグが設定さ
れます。これにより、ユーザーはメディアセグメントを保存して後で再生することができなくなりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CodecSpecification
m3u8 プレイリスト生成時に使用する仕様 (RFC-6381 またはデフォルトの RFC-4281)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConstantIv
encryptionType と共に使用します。これは、32 文字のテキスト文字列で表される 128 ビット、16 バ
イトの 16 進値です。ivSource が [explicit (明示的)] に設定されている場合、このパラメータは必須
で、暗号化の IV として使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Destination
HLS セグメント、マニフェストファイル、および暗号化キー (有効になっている場合) のディレクトリ
または HTTP 送信先。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
DirectoryStructure
セグメントをサブディレクトリに配置します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DiscontinuityTags
この出力グループの HLS 子マニフェストに EXT-X-DISCONTINUITY タグを挿入するかどうかを指
定します。通常、このタグはマニフェストで (HLS 仕様に従って) 必要であり、重要な目的を果たす
ため、[Insert (挿入)] を選択します。(MediaLive 自動フェイルオーバー機能を使用せずに) ダウンスト
リームシステムがリアルタイムフェイルオーバーを行う場合で、そのダウンストリームシステムがタ
グを除外するように指示した場合に限り、[Never Insert (挿入なし)] を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionType
指定された暗号化スキームでセグメントを暗号化します。暗号化が必要ない場合は、このパラメータ
を除外します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HlsCdnSettings
CDN との相互作用を制御するパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HlsCdnSettings (p. 4786)
Update requires: No interruption
HlsId3SegmentTagging
HLS ID3 セグメントタグ付けの状態
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IFrameOnlyPlaylists
DISABLED: I-frame 専用のマニフェストを作成しませんが、マスターマニフェストとメディアマニ
フェストを作成します ([Output Selection (出力選択)] フィールドの設定による)。STANDARD: 動
画を含む出力ごとに、I-frame 専用のマニフェストとその他のマニフェストを作成します ([Output
Selection (出力選択)] フィールドの設定による)。I-frame マニフェストには、I-frame 専用である
ことを示す #EXT-X-I-FRAMES-ONLY タグと、I-frame の位置を識別する 1 つ以上の #EXT-XBYTERANGE エントリが含まれています。例えば、#EXT-X-BYTERANGE:160364@1461888" となり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncompleteSegmentBehavior
チャネル停止、チャネルの一時停止、またはパイプラインへの入力が失われたためにパイプラインが
出力の生成を停止したときに、最終的な (不完全) セグメントをメディア出力に含めるかどうかを指定
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します。[Auto (自動)] は、チャネルクラスと出力グループのタイプに応じて、MediaLive が最終セグ
メントを含めるかどうかを決定することを意味します。[Suppress (非表示)] は、不完全なセグメント
を含まないことを意味します。[Auto (自動)] を選択し、MediaLive に動作を制御させることをお勧め
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IndexNSegments
[Mode (モード)] フィールドが LIVE の場合にのみ適用されます。メディアマニフェストファイル内の
セグメントの最大数を指定します。この最大値を超えると、古いセグメントはメディアマニフェスト
から削除されます。この数は、[Keep Segments (セグメントを保持)] フィールドと同等またはそれ以
下である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InputLossAction
入力損失時の出力グループの動作を制御するパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IvInManifest
encryptionType と共に使用します。IV (初期化ベクトル) は、ブロックを暗号化するためのキーと組み
合わせて使用される 128 ビットの数値です。[include (含む)] に設定すると、IV がマニフェストにリス
トされます。それ以外の場合は、IV はマニフェストにはありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IvSource
encryptionType と共に使用します。IV (初期化ベクトル) は、ブロックを暗号化するためのキーと組み
合わせて使用される 128 ビットの数値です。この設定が「followsSegmentNumber」の場合、IV はす
べてのセグメントを変更します (セグメント番号と一致します)。これを [explicit (明示的)] に設定した
場合は、constantIv 値を入力する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeepSegments
[Mode (モード)] フィールドが LIVE の場合にのみ適用されます。宛先ディレクトリに保持するメディ
アセグメント (.ts ファイル) の数を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KeyFormat
URI によって識別されるリソースでキーがどのように表現されるかを指定します。パラメータが存在
しない場合は、暗黙的な [identity (アイデンティティ)] の値が使用されます。逆の DNS 文字列を指定
することもできます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyFormatVersions
単一の正の整数のバージョン値、またはスラッシュで区切られたバージョン値のリスト (1/2/3) のいず
れかです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyProviderSettings
キープロバイダーの設定。
必須: いいえ
タイプ: KeyProviderSettings (p. 4812)
Update requires: No interruption
ManifestCompression
[gzip] に設定すると、HLS プレイリストが圧縮されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ManifestDurationFormat
出力マニフェストでセグメント期間に浮動小数点値を使用するか、整数値を使用するかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinSegmentLength
設定すると、指定した範囲内で前後を確認して近くの可用性を探し、必要に応じてセグメントサイズ
を拡張することで minimumSegmentLength が強制されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
Mode
[vod] の場合、すべてのセグメントがインデックス化され、送信先とマニフェストに永続的に保持さ
れます。[live (ライブ)] の場合、keepSegments および indexNSegments で指定された番号セグメント
のみが保持されます。新しいセグメントは古いセグメントを置き換えるため、プレイヤーがチャネル
の先頭まで巻き戻さない場合があります。[VOD] モードでは、チャネルの実行中に [EVENT] の [HLS
EXT-X-PLAYLIST-TYPE] を使用し、ストリームの完了時に [VOD] タイプのマニフェストに変換しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutputSelection
MANIFESTSANDSEGMENTS: この出力グループのマニフェスト (該当する場合は、マスターマニフェ
ストおよびメディアマニフェスト) を生成します。SEGMENTSONLY: この出力グループのマニフェス
トは生成されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramDateTime
.m3u8 マニフェストファイルに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグを含めるか除外するかを指定し
ます。値は次のように計算されます。プログラムの日付と時刻は、入力タイムコードソースを使用し
て初期化されるか、入力タイムコードソースを使用して初期化され、日付は timestampOffset を使用
して初期化されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramDateTimePeriod
EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME エントリの挿入期間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RedundantManifest
ENABLED: 各パイプラインのマスターマニフェスト (.m3u8 ファイル) には、最初に独自のメディア
ファイル、次に他のパイプラインのメディアファイルの両方のパイプラインに関する情報が含まれ
ます。この機能により、古いマニフェスト検出をサポートするプレイアウトデバイスが、現在のマニ
フェストが古くなったように見えるときに、あるマニフェストから別のマニフェストに切り替えるこ
とができます。2 つの送信先と 2 つのマスターマニフェストが依然として存在しますが、両方のマス
ターマニフェストは両方のパイプラインのメディアファイルを参照します。DISABLED: 各パイプライ
ンのマスターマニフェスト (.m3u8 ファイル) には、独自のパイプラインに関する情報のみが含まれま
す。送信先として MediaPackage がある HLS 出力グループの場合、DISABLED の動作は常に有効で
す。MediaPackage はプレイヤーに配信するマニフェストを再生成するため、MediaLive からの冗長
マニフェストは無関係です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentationMode
useInputSegmentation は廃止されました。設定されたセグメントサイズは常に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentLength
作成する MPEG-2 トランスポートストリームセグメントの長さ (秒単位)。セグメントは、この秒数が
経過すると次のキーフレームで終了するため、実際のセグメントの時間が長くなる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentsPerSubdirectory
新しいサブディレクトリを開始する前にサブディレクトリに書き込むセグメント数。この設定を有効
にするには、directoryStructure が subdirectoryPerStream である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamInfResolution
バリアントマニフェストの EXT-X-STREAM-INF タグにビデオの RESOLUTION 属性を含めるか除外
するかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataId3Frame
タイムコードを持つ ID3 フレームを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataId3Period
Timed Metadata の間隔 (秒単位) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
TimestampDeltaMilliseconds
タイムスタンプを微調整するための余分なミリ秒の差分オフセットを提供します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TsFileMode
SEGMENTEDFILES: 複数の .ts メディアファイルのセグメントとしてプログラムを出力しま
す。SINGLEFILE: [Mode (モード)] フィールドが VOD の場合にのみ適用されます。プログラムを単
一の .ts メディアファイルとして出力します。メディアマニフェストには、再生用にセグメントをイ
ンデックスを作成するための #EXT-X-BYTERANGE タグが含まれています。この値の一般的な用途
は、1 つのメディアファイルのみを受け入れることができる AWS Elemental MediaConvert に出力を
送信する場合です。HTTP サーバーのキャッシュのため、チャネル実行中の再生は保証されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsInputSettings
アップストリームシステムに接続する方法に関する情報。
このエンティティの親は NetworkInputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bandwidth" : Integer,
"BufferSegments" : Integer,
"Retries" : Integer,
"RetryInterval" : Integer

YAML
Bandwidth: Integer
BufferSegments: Integer
Retries: Integer
RetryInterval: Integer

プロパティ
Bandwidth
指定すると、この値に最も近い m3u8 帯域幅を持つ HLS ストリームが選択されます。それ以外の場
合、m3u8 の最大帯域幅ストリームが選択されます。ビットレートは、HLS マニフェストのように 1
秒あたりのビット数で指定されます。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BufferSegments
指定すると、HLS 入力の読み取りは、この多くのバッファセグメントを最後 (最後に書き込まれたセ
グメント) から開始します。指定しない場合、HLS 入力は m3u8 で指定された最初のセグメントから
始まります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Retries
マニフェストまたはセグメントの読み取りを試行する連続回数を超えると、入力が使用不可と見なさ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RetryInterval
マニフェストまたはセグメントの読み取りが失敗した場合の再試行間の秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsMediaStoreSettings
HLS 出力の出力先としての MediaStore コンテナの設定。
このエンティティの親は HlsCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"FilecacheDuration" : Integer,
"MediaStoreStorageClass" : String,
"NumRetries" : Integer,
"RestartDelay" : Integer

YAML
ConnectionRetryInterval: Integer
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FilecacheDuration: Integer
MediaStoreStorageClass: String
NumRetries: Integer
RestartDelay: Integer

プロパティ
ConnectionRetryInterval
接続が失われた場合に CDN への接続を再試行するまでの待機時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FilecacheDuration
ストリーミング出力のファイルキャッシュのサイズ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MediaStoreStorageClass
テンポラルに設定すると、出力ファイルは非永続メモリに格納され、読み書きが高速化されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRetries
チャネルがエラー状態になる前に行われる再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RestartDelay
ストリーミング出力が失敗した場合、再起動が開始されるまでの待機時間 (秒単位)。値 0 は再起動が
行われないことを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsOutputSettings
HLS 出力の設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"H265PackagingType" : String,
"HlsSettings" : HlsSettings (p. 4801),
"NameModifier" : String,
"SegmentModifier" : String

YAML
H265PackagingType: String
HlsSettings:
HlsSettings (p. 4801)
NameModifier: String
SegmentModifier: String

プロパティ
H265PackagingType
この出力が H.265 ビデオの説明を参照している場合にのみ適用されます。MP4 セグメントを HEV1
または HVC1 としてパッケージするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HlsSettings
基になるストリームに関する設定。この設定は、オーディオのみの出力では異なります。
必須: いいえ
タイプ: HlsSettings (p. 4801)
Update requires: No interruption
NameModifier
出力先ファイル名の末尾に連結される文字列。\"Format Identifiers\":#formatIdentifierParameters を受
け入れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentModifier
セグメントファイル名の末尾に連結される文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsS3Settings
この HLS 出力の送信先として Amazon S3 を設定します。
このエンティティの親は HlsCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CannedAcl" : String

YAML
CannedAcl: String

プロパティ
CannedAcl
各 S3 リクエストに適用する既定 ACL を指定します。デフォルトは none です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsSettings
HLS 出力の設定。
このエンティティの親は HlsOutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioOnlyHlsSettings" : AudioOnlyHlsSettings (p. 4713),
"Fmp4HlsSettings" : Fmp4HlsSettings (p. 4758),
"FrameCaptureHlsSettings" : FrameCaptureHlsSettings (p. 4761),
"StandardHlsSettings" : StandardHlsSettings (p. 4862)

YAML
AudioOnlyHlsSettings:
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AudioOnlyHlsSettings (p. 4713)
Fmp4HlsSettings:
Fmp4HlsSettings (p. 4758)
FrameCaptureHlsSettings:
FrameCaptureHlsSettings (p. 4761)
StandardHlsSettings:
StandardHlsSettings (p. 4862)

プロパティ
AudioOnlyHlsSettings
オーディオのみの出力の設定。
必須: いいえ
タイプ: AudioOnlyHlsSettings (p. 4713)
Update requires: No interruption
Fmp4HlsSettings
fMP4 コンテナの設定。
必須: いいえ
タイプ: Fmp4HlsSettings (p. 4758)
Update requires: No interruption
FrameCaptureHlsSettings
HLS 出力グループのフレームキャプチャ出力の設定。
必須: いいえ
タイプ: FrameCaptureHlsSettings (p. 4761)
Update requires: No interruption
StandardHlsSettings
標準出力 (オーディオのみではない出力) の設定。
必須: いいえ
タイプ: StandardHlsSettings (p. 4862)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HlsWebdavSettings
HLS 出力のダウンストリームシステムとしての WebDav サーバーの設定。
このエンティティの親は HlsCdnSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"FilecacheDuration" : Integer,
"HttpTransferMode" : String,
"NumRetries" : Integer,
"RestartDelay" : Integer

YAML
ConnectionRetryInterval: Integer
FilecacheDuration: Integer
HttpTransferMode: String
NumRetries: Integer
RestartDelay: Integer

プロパティ
ConnectionRetryInterval
接続が失われた場合に CDN への接続を再試行するまでの待機時間 (秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FilecacheDuration
ストリーミング出力のファイルキャッシュのサイズ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
HttpTransferMode
WebDAV へのチャンク転送エンコーディングを使用するかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRetries
チャネルがエラー状態になる前に行われる再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RestartDelay
ストリーミング出力が失敗した場合、再起動が開始されるまでの待機時間 (秒単位)。値 0 は再起動が
行われないことを意味します。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel HtmlMotionGraphicsSettings
HTML アセットを使用するモーショングラフィックスのオーバーレイを設定するための設定。
このエンティティのparentは MotionGraphicsSetting です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel InputAttachment
このチャネルにアタッチする入力。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutomaticInputFailoverSettings" : AutomaticInputFailoverSettings (p. 4718),
"InputAttachmentName" : String,
"InputId" : String,
"InputSettings" : InputSettings (p. 4809)

YAML
AutomaticInputFailoverSettings:
AutomaticInputFailoverSettings (p. 4718)
InputAttachmentName: String
InputId: String
InputSettings:
InputSettings (p. 4809)

プロパティ
AutomaticInputFailoverSettings
この入力に自動入力フェイルオーバーを実装するための設定。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4804

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

タイプ: AutomaticInputFailoverSettings (p. 4718)
Update requires: No interruption
InputAttachmentName
添付ファイルの名前。これは、入力切り替えアクションでこの入力を使用する場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputId
アタッチする入力の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InputSettings
入力から抽出するコンテンツに関する情報およびコンテンツの一般的な処理に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: InputSettings (p. 4809)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputChannelLevel
オーディオをリミックスするための設定。
このエンティティの親は AudioChannelMappings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Gain" : Integer,
"InputChannel" : Integer

YAML
Gain: Integer
InputChannel: Integer

プロパティ
Gain
リミックス値。単位は dB で、許容値は－60 (ミュート) から 6 dB の範囲内です。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InputChannel
ソースとして使用される入力チャネルのインデックスです。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputLocation
入力場所。
このエンティティの親は InputLossBehavior です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PasswordParam" : String,
"Uri" : String,
"Username" : String

YAML
PasswordParam: String
Uri: String
Username: String

プロパティ
PasswordParam
ダウンストリームシステムにアクセスするためのパスワードを保持するパスワードパラメータ。これ
は、ダウンストリームシステムで認証情報が必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Uri
URI は、出力タイプに応じて Live システムがアクセスできるファイルへのパス (例えば、http:// URI)
である必要があります。例えば、RTMP 送信先には、「rtmp: //fmsserver/live」というような URI が
必要です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
ダウンストリームシステムに接続するユーザー名。これは、ダウンストリームシステムで認証情報が
必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputLossBehavior
入力が失われたときのチャネル動作の設定。
このエンティティの親は GlobalConfiguration です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlackFrameMsec" : Integer,
"InputLossImageColor" : String,
"InputLossImageSlate" : InputLocation (p. 4806),
"InputLossImageType" : String,
"RepeatFrameMsec" : Integer

YAML
BlackFrameMsec: Integer
InputLossImageColor: String
InputLossImageSlate:
InputLocation (p. 4806)
InputLossImageType: String
RepeatFrameMsec: Integer

プロパティ
BlackFrameMsec
入力損失時に、InputLossImageType で指定されたフレームに切り替える前に、出力に黒を置換するミ
リ秒数です。0 ≦ x ≦ 1,000,000 の値「x」です。値「1,000,000」は無限と解釈されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InputLossImageColor
入力損失のイメージタイプが [color (色)] の場合、このフィールドで使用する色を指定します。
値:RGB の値を表す 6 つの 16 進文字。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputLossImageSlate
入力損失のイメージタイプが [slate (スレート)] のフィールドで、スレートにアクセスするためのパラ
メータを指定します。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
InputLossImageType
入力損失が blackFrameMsec を超えた後、単色またはスレートに置き換えて出力するどうかを示しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RepeatFrameMsec
入力損失の際に、黒に置き換えて出力する前に前の画像を繰り返す時間をミリ秒単位で指定します。0
≦ x ≦ 1,000,000 の値「x」です。値「1,000,000」は無限と解釈されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputLossFailoverSettings
MediaLive は、指定期間中にこの入力でコンテンツが検出されなかった場合、フェイルオーバーを実行し
ます。
このエンティティの親は FailoverConditionSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InputLossThresholdMsec" : Integer

YAML
InputLossThresholdMsec: Integer
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プロパティ
InputLossThresholdMsec
入力が検出されない時間 (ミリ秒単位)。この時間が経過すると、入力フェイルオーバーが発生しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputSettings
入力からのコンテンツの抽出に関する情報およびコンテンツの処理に関する情報。
このエンティティの親は InputAttachment です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioSelectors" : [ AudioSelector (p. 4715), ... ],
"CaptionSelectors" : [ CaptionSelector (p. 4734), ... ],
"DeblockFilter" : String,
"DenoiseFilter" : String,
"FilterStrength" : Integer,
"InputFilter" : String,
"NetworkInputSettings" : NetworkInputSettings (p. 4841),
"Smpte2038DataPreference" : String,
"SourceEndBehavior" : String,
"VideoSelector" : VideoSelector (p. 4873)

YAML
AudioSelectors:
- AudioSelector (p. 4715)
CaptionSelectors:
- CaptionSelector (p. 4734)
DeblockFilter: String
DenoiseFilter: String
FilterStrength: Integer
InputFilter: String
NetworkInputSettings:
NetworkInputSettings (p. 4841)
Smpte2038DataPreference: String
SourceEndBehavior: String
VideoSelector:
VideoSelector (p. 4873)

プロパティ
AudioSelectors
入力から抽出する特定のオーディオに関する情報。
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このエンティティの親は InputSettings です。
必須: いいえ
タイプ: AudioSelector (p. 4715) のリスト
Update requires: No interruption
CaptionSelectors
入力から抽出する特定の字幕に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: CaptionSelector (p. 4734) のリスト
Update requires: No interruption
DeblockFilter
フィルタリング時のブロック解除フィルタを有効または無効にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DenoiseFilter
フィルタリング時に拒否フィルタを有効または無効にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FilterStrength
フィルタリングの大きさを 1 (最小) から 5 (最強) まで調整します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InputFilter
この入力のフィルタをオンにします。MPEG-2 入力では、デフォルトでブロック解除フィルタが有効
になっています。1) 自動 - フィルタリングは入力タイプや品質に応じて適用されます 2) 無効 - フィル
タリングは入力に適用されません 3) 強制 - フィルタリングは入力タイプに関係なく適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NetworkInputSettings
アップストリームシステムに接続する方法に関する情報。
必須: いいえ
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タイプ: NetworkInputSettings (p. 4841)
Update requires: No interruption
Smpte2038DataPreference
この入力の SMPTE-2038 ソースから適用可能な補助データを抽出するかどうかを指定します。適用可
能なデータ型は、字幕、タイムコード、AFD、SCTE-104 メッセージです。-PREFER: この入力に存
在する場合は SMPTE-2038 から抽出し、それ以外の場合は別のソース (存在する場合) から抽出しま
す。- IGNORE: SMPTE-2038 からは補助データを抽出しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceEndBehavior
ループ入力 (ファイルの場合)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VideoSelector
入力から抽出する 1 つの動画に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: VideoSelector (p. 4873)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel InputSpecification
このチャネルの入力仕様。このチャネルの入力の主な特性 (最大ビットレート、解像度、コーデック) を指
定します。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Codec" : String,
"MaximumBitrate" : String,
"Resolution" : String

YAML
Codec: String
MaximumBitrate: String
Resolution: String
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プロパティ
Codec
このチャネルの入力仕様に含めるコーデック。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaximumBitrate
このチャネルにアタッチされた入力の最大入力ビットレート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Resolution
このチャネルにアタッチされた入力の解像度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel KeyProviderSettings
キープロバイダー設定の構成。
このエンティティの親は HlsGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StaticKeySettings" : StaticKeySettings (p. 4862)

YAML
StaticKeySettings:
StaticKeySettings (p. 4862)

プロパティ
StaticKeySettings
静的キー設定の構成。
必須: いいえ
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タイプ: StaticKeySettings (p. 4862)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel M2tsSettings
出力中の M2TS の設定。
このエンティティの親は ArchiveContainerSettings および UdpContainerSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AbsentInputAudioBehavior" : String,
"Arib" : String,
"AribCaptionsPid" : String,
"AribCaptionsPidControl" : String,
"AudioBufferModel" : String,
"AudioFramesPerPes" : Integer,
"AudioPids" : String,
"AudioStreamType" : String,
"Bitrate" : Integer,
"BufferModel" : String,
"CcDescriptor" : String,
"DvbNitSettings" : DvbNitSettings (p. 4737),
"DvbSdtSettings" : DvbSdtSettings (p. 4738),
"DvbSubPids" : String,
"DvbTdtSettings" : DvbTdtSettings (p. 4744),
"DvbTeletextPid" : String,
"Ebif" : String,
"EbpAudioInterval" : String,
"EbpLookaheadMs" : Integer,
"EbpPlacement" : String,
"EcmPid" : String,
"EsRateInPes" : String,
"EtvPlatformPid" : String,
"EtvSignalPid" : String,
"FragmentTime" : Double,
"Klv" : String,
"KlvDataPids" : String,
"NielsenId3Behavior" : String,
"NullPacketBitrate" : Double,
"PatInterval" : Integer,
"PcrControl" : String,
"PcrPeriod" : Integer,
"PcrPid" : String,
"PmtInterval" : Integer,
"PmtPid" : String,
"ProgramNum" : Integer,
"RateMode" : String,
"Scte27Pids" : String,
"Scte35Control" : String,
"Scte35Pid" : String,
"SegmentationMarkers" : String,
"SegmentationStyle" : String,
"SegmentationTime" : Double,
"TimedMetadataBehavior" : String,
"TimedMetadataPid" : String,
"TransportStreamId" : Integer,
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}

"VideoPid" : String

YAML
AbsentInputAudioBehavior: String
Arib: String
AribCaptionsPid: String
AribCaptionsPidControl: String
AudioBufferModel: String
AudioFramesPerPes: Integer
AudioPids: String
AudioStreamType: String
Bitrate: Integer
BufferModel: String
CcDescriptor: String
DvbNitSettings:
DvbNitSettings (p. 4737)
DvbSdtSettings:
DvbSdtSettings (p. 4738)
DvbSubPids: String
DvbTdtSettings:
DvbTdtSettings (p. 4744)
DvbTeletextPid: String
Ebif: String
EbpAudioInterval: String
EbpLookaheadMs: Integer
EbpPlacement: String
EcmPid: String
EsRateInPes: String
EtvPlatformPid: String
EtvSignalPid: String
FragmentTime: Double
Klv: String
KlvDataPids: String
NielsenId3Behavior: String
NullPacketBitrate: Double
PatInterval: Integer
PcrControl: String
PcrPeriod: Integer
PcrPid: String
PmtInterval: Integer
PmtPid: String
ProgramNum: Integer
RateMode: String
Scte27Pids: String
Scte35Control: String
Scte35Pid: String
SegmentationMarkers: String
SegmentationStyle: String
SegmentationTime: Double
TimedMetadataBehavior: String
TimedMetadataPid: String
TransportStreamId: Integer
VideoPid: String

プロパティ
AbsentInputAudioBehavior
drop に設定すると、選択した入力オーディオストリームが入力から削除された場合に、出力オーディ
オストリームがプログラムから削除されます。これにより、出力オーディオ設定は、入力設定に基づ
いて動的に変更することができます。encodeSilence に設定すると、アクティブな入力ストリームに
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接続されていないときに、すべての出力オーディオストリームがエンコードされた無音を出力しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Arib
enabled に設定すると、ARIB 準拠のフィールドマルチプレクシングが使用され、ビデオ記述子が削除
されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AribCaptionsPid
トランスポートストリーム内の ARIB キャプションの PID。値は、10 進数または 16 進数の値として
入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AribCaptionsPidControl
auto に設定すると、ARIB キャプションに使用される PID 番号が未使用の PID から自動的に選択され
ます。useConfigured に設定すると、ARIB キャプションは設定された PID 番号になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioBufferModel
dvb に設定すると、Dolby Digital オーディオに DVB バッファモデルが使用されます。atsc に設定する
と、ATSC モデルが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioFramesPerPes
各 PES パケットに挿入するオーディオフレームの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AudioPids
トランスポートストリーム内の基本オーディオストリームの PID。複数の値が受け入れられ、範囲ま
たはカンマで区切って入力できます。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できます。指定す
る各 PID は、32 (0x20) ～ 8182 (0x1ff6) の範囲でなければなりません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioStreamType
atsc に設定すると、AC3 にはストリームタイプ = 0x81、EAC3 にはストリームタイプ = 0x87 が使用
されます。dvb に設定すると、ストリームタイプ = 0x06 が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Bitrate
トランスポートストリームの出力ビットレート (ビット/秒)。0 に設定すると、マルチプレクサによっ
て自動的に適切なビットレートが決定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BufferModel
multiplex に設定すると、正確なインターリーブに多重化バッファモデルが使用されます。bufferModel
を none に設定すると、レイテンシーが短くなることがありますが、低メモリデバイスではストリー
ムが再生中に途切れる可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CcDescriptor
enabled に設定すると、PMT で captionServiceDescriptor が生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DvbNitSettings
指定されたテーブルの繰り返し間隔で DVB Network Information Table (NIT) を挿入します。
必須: いいえ
タイプ: DvbNitSettings (p. 4737)
Update requires: No interruption
DvbSdtSettings
指定したテーブル繰り返し間隔で DVB サービス説明テーブル (SDT) を挿入します。
必須: いいえ
タイプ: DvbSdtSettings (p. 4738)
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Update requires: No interruption
DvbSubPids
この出力への入力ソース DVB 字幕データの PID。複数の値が受け入れられ、範囲またはカンマで区
切って入力できます。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できます。指定する各 PID は、32
(0x20) ～ 8182 (0x1ff6) の範囲でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DvbTdtSettings
指定されたテーブルの繰り返し間隔で DVB 日時テーブル (TDT) を挿入します。
必須: いいえ
タイプ: DvbTdtSettings (p. 4744)
Update requires: No interruption
DvbTeletextPid
この出力への入力ソース DVB テレテキストデータの PID。値は、10 進数または 16 進数の値として入
力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ebif
passthrough に設定すると、EBIF データが入力ソースからこの出力に渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EbpAudioInterval
videoAndFixedIntervals を選択すると、オーディオ EBP マーカーがパーティション 3 および 4 に追加
されます。追加されたこれらのマーカー間の間隔は固定され、ビデオ EBP マーカーの間隔より若干短
くなります。これは、EBP Cablelabs セグメント化マーカーが選択されている場合にのみ使用できま
す。パーティション 1 および 2 は常にビデオ間隔に従います。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EbpLookaheadMs
設定すると、入力ビデオを先読みすることで、エンコーダバウンダリポイントが指定された時間間隔
内に来ないようにします。別の EBP が指定された時間間隔内に来る場合は、現在の EBP が出力され
ず、セグメントが次のマーカーまで「延長」されます。先読み値によってシステムにレイテンシーが
追加されることはありません。先読みが正確に行われるように、チャネルを別の場所に設定して十分
なレイテンシーを生み出す必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
EbpPlacement
オーディオ PID への EBP の配置を制御します。videoAndAudioPids に設定すると、EBP マーカーは
ビデオ PID とすべてのオーディオ PID に配置されます。videoPid に設定すると、EBP マーカーはビ
デオ PID にのみ配置されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EcmPid
このフィールドは使用されず、廃止されました。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EsRateInPes
PES ヘッダーに ES レートフィールドを含めるかどうかを制御します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EtvPlatformPid
この出力への入力ソース ETV プラットフォームデータの PID。10 進数または 16 進数の値として入力
できます。有効な値は 32 (または 0x20) から 8182 (または 0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EtvSignalPid
この出力への入力ソース ETV 信号データの PID。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できま
す。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FragmentTime
各フラグメントの長さ (秒)。これは EBP マーカーでのみ使用されます。
必須: いいえ
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タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Klv
passthrough に設定すると、KLV データが入力ソースからこの出力に渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KlvDataPids
この出力への入力ソース KLV データの PID。複数の値が受け入れられ、範囲またはカンマで区切って
入力できます。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できます。指定する各 PID は、32 (0x20)
～ 8182 (0x1ff6) の範囲でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NielsenId3Behavior
パススルーに設定すると、入力オーディオでメディアトラッキング用の Nielsen 非可聴音が検出さ
れ、同等の ID3 タグが出力に挿入されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NullPacketBitrate
トランスポートストリームに挿入される追加の null パケットの値 (ビット/秒)。ダウンストリームの暗
号化システムで定期的な null パケットが必要な場合に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
PatInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。有効な値は 0、10～
1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PcrControl
pcrEveryPesPacket に設定すると、すべての PES (Packetized Elementary Stream) ヘッダーにプログ
ラムクロックリファレンス値が挿入されます。このパラメータは、PCR PID がビデオまたはオーディ
オのエレメンタリーストリームと同じ場合にのみ有効です。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4819

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PcrPeriod
トランスポートストリームに挿入されるプログラムクロックリファレンス (PCR) 間の最大時間 (ミリ
秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PcrPid
トランスポートストリーム内のプログラムクロックリファレンス (PCR) の PID。値が指定されない場
合、MediaLive によってビデオ PID と同じ値が割り当てられます。値は、10 進数または 16 進数の値
として入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PmtInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。有効な値は 0、10～
1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PmtPid
トランスポートストリーム内のプログラムマップテーブル (PMT) の PID。値は、10 進数または 16 進
数の値として入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramNum
プログラムマップテーブル (PMT) のプログラム番号フィールドの値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RateMode
VBR に設定すると、指定されたビットレートを満たすためにトランスポートストリームに null パケッ
トが挿入されません。VBR に設定すると、ビットレート設定は最大ビットレートとして機能します。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
4820

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scte27Pids
この出力への入力ソース SCTE-27 データの PID。複数の値が受け入れられ、範囲またはカンマで区
切って入力できます。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できます。指定する各 PID は、32
(0x20) ～ 8182 (0x1ff6) の範囲でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scte35Control
オプションで、SCTE-35 信号を入力ソースからこの出力に渡します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scte35Pid
トランスポートストリーム内の SCTE-35 ストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数の値とし
て入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentationMarkers
各 segmentationTime 期間にセグメント化マーカーを挿入します。raiSegstart はアダプテーショ
ンフィールドにランダムアクセスインジケータービットを設定します。raiAdapt は RAI ビットを
設定し、プライベートデータバイトに現在のタイムコードを追加します。psiSegstart はセグメン
トの先頭に PAT テーブルと PMT テーブルを挿入します。ebp は OpenCable 仕様 OC-SP-EBPI01-130118 に従ってエンコーダーバウンダリポイント情報をアダプテーションフィールドに追加しま
す。ebpLegacy は従来のプロプライエタリ形式を使用して、エンコーダーバウンダリポイント情報を
アダプテーションフィールドに追加します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentationStyle
セグメンテーションスタイルパラメータは、セグメンテーションマーカーをトランスポートスト
リームに挿入する方法を制御します。広告表示を使用すると、セグメントが切り捨てられて、後続
のセグメント化マーカーが挿入される場所に影響する可能性があります。セグメント化スタイル
[resetCadence] を選択した場合、セグメントが広告表示によって切り捨てられると、セグメント化
の頻度はリセットされます。つまり、後続のセグメントの保持時間が $segmentationTime 秒になり
ます。セグメント化スタイル [maintainCadence] を選択した場合、セグメントが広告表示によって切
り捨てられても、セグメント化の頻度はリセットされません。つまり、後続のセグメントも同様に切
り詰められます。ただし、その後のセグメントの持続時間はすべて $segmentationTime 秒になりま
す。EBP 先読みの場合はこのルールから多少外れることに注意してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentationTime
各セグメントの長さ (秒)。これは、マーカーが None_ に設定されている場合以外は必須です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TimedMetadataBehavior
パススルーに設定すると、時間指定メタデータが入力から出力に渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataPid
トランスポートストリーム内の時間指定メタデータストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数
の値として入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransportStreamId
プログラムマップテーブル (PMT) のトランスポートストリーム ID フィールドの値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VideoPid
トランスポートストリーム内の基本ビデオストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数の値とし
て入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel M3u8Settings
M3U8 コンテナの設定。
このエンティティの親は StandardHlsSettings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AudioFramesPerPes" : Integer,
"AudioPids" : String,
"EcmPid" : String,
"NielsenId3Behavior" : String,
"PatInterval" : Integer,
"PcrControl" : String,
"PcrPeriod" : Integer,
"PcrPid" : String,
"PmtInterval" : Integer,
"PmtPid" : String,
"ProgramNum" : Integer,
"Scte35Behavior" : String,
"Scte35Pid" : String,
"TimedMetadataBehavior" : String,
"TimedMetadataPid" : String,
"TransportStreamId" : Integer,
"VideoPid" : String

YAML
AudioFramesPerPes: Integer
AudioPids: String
EcmPid: String
NielsenId3Behavior: String
PatInterval: Integer
PcrControl: String
PcrPeriod: Integer
PcrPid: String
PmtInterval: Integer
PmtPid: String
ProgramNum: Integer
Scte35Behavior: String
Scte35Pid: String
TimedMetadataBehavior: String
TimedMetadataPid: String
TransportStreamId: Integer
VideoPid: String

プロパティ
AudioFramesPerPes
各 PES パケットに挿入するオーディオフレームの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AudioPids
トランスポートストリーム内の基本オーディオストリームの PID。複数の値が受け入れられ、範囲ま
たはカンマで区切って入力できます。値は、10 進数または 16 進数の値として入力できます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EcmPid
このパラメータは未使用で、非推奨です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NielsenId3Behavior
パススルーに設定すると、入力オーディオでメディアトラッキング用の Nielsen 非可聴音が検出さ
れ、同等の ID3 タグが出力に挿入されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PatInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。\"0\" の値は、セグメ
ントファイルごとに 1 回、PMT を書き込みます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PcrControl
pcrEveryPesPacket に設定すると、すべての PES (Packetized Elementary Stream) ヘッダーにプログ
ラムクロックリファレンス値が挿入されます。このパラメータは、PCR PID がビデオまたはオーディ
オのエレメンタリーストリームと同じ場合にのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PcrPeriod
トランスポートストリームに挿入されるプログラムクロックリファレンス (PCR) 間の最大時間 (ミリ
秒)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PcrPid
トランスポートストリーム内のプログラムクロックリファレンス (PCR) の PID。値が指定されない場
合、MediaLive によってビデオ PID と同じ値が割り当てられます。値は、10 進数または 16 進数の値
として入力できます。
API バージョン 2010-05-15
4824

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PmtInterval
出力トランスポートストリーム内のこのテーブルのインスタンス間のミリ秒数。\"0\" の値は、セグメ
ントファイルごとに 1 回、PMT を書き込みます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PmtPid
トランスポートストリーム内のプログラムマップテーブル (PMT) の PID。値は、10 進数または 16 進
数の値として入力できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramNum
プログラムマップテーブル (PMT) のプログラム番号フィールドの値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Scte35Behavior
パススルーに設定されている場合、入力ソースからこの出力に SCTE-35 信号を渡します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scte35Pid
トランスポートストリーム内の SCTE-35 ストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数の値とし
て入力できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataBehavior
パススルーに設定すると、時間指定メタデータが入力から出力に渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
TimedMetadataPid
トランスポートストリーム内の時間指定メタデータストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数
の値として入力できます。有効な値は 32 (0x20)～8182 (0x1ff6) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransportStreamId
プログラムマップテーブル (PMT) のトランスポートストリーム ID フィールドの値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VideoPid
トランスポートストリーム内の基本ビデオストリームの PID。値は、10 進数または 16 進数の値とし
て入力できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MediaPackageGroupSettings
MediaPackage グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849)

YAML
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)

プロパティ
Destination
MediaPackage チャネルの出力先。
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必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MediaPackageOutputDestinationSettings
MediaPackage 出力の送信先設定。
このエンティティの親は OutputDestination です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ChannelId" : String

YAML
ChannelId: String

プロパティ
ChannelId
この出力グループの送信先である MediaPackage のチャネルの ID。MediaPackage で個々の入力を指
定する必要はありません。MediaLive は、2 つの MediaLive パイプラインから 2 つの MediaPackage
入力への接続を処理します。MediaPackage チャネルと MediaLive チャネルは同じリージョンに存在
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MediaPackageOutputSettings
MediaPackage 出力の設定
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}
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YAML

AWS::MediaLive::Channel MotionGraphicsConfiguration
チャンネルでモーショングラフィックスのオーバーレイ機能を有効にして構成する設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MotionGraphicsInsertion" : String,
"MotionGraphicsSettings" : MotionGraphicsSettings (p. 4828)

YAML
MotionGraphicsInsertion: String
MotionGraphicsSettings:
MotionGraphicsSettings (p. 4828)

プロパティ
MotionGraphicsInsertion
チャンネルのモーショングラフィックスのオーバーレイ機能を有効または無効にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MotionGraphicsSettings
チャンネルでモーショングラフィックスのオーバーレイ機能を有効にして構成する設定。
必須: いいえ
タイプ: MotionGraphicsSettings (p. 4828)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MotionGraphicsSettings
チャンネルでモーショングラフィックスのオーバーレイ機能を有効にして構成する設定。
このエンティティのparentは MotionGraphicsConfiguration です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"HtmlMotionGraphicsSettings" : HtmlMotionGraphicsSettings (p. 4804)

YAML
HtmlMotionGraphicsSettings:
HtmlMotionGraphicsSettings (p. 4804)

プロパティ
HtmlMotionGraphicsSettings
HTML アセットを使用するモーショングラフィックスのオーバーレイを設定するための設定。
必須: いいえ
タイプ: HtmlMotionGraphicsSettings (p. 4804)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Mp2Settings
この MP2 オーディオの設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bitrate" : Double,
"CodingMode" : String,
"SampleRate" : Double

YAML
Bitrate: Double
CodingMode: String
SampleRate: Double

プロパティ
Bitrate
平均ビットレート (ビット/秒)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
CodingMode
MPEG2 オーディオコーディングモード。有効な値は、CodingMode10 (モノラル用)または
CodingMode20 (ステレオ用)です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SampleRate
サンプルレート (Hz)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Mpeg2FilterSettings
MPEG-2 コーデックに適用する動画フィルターを構成するための設定。
このエンティティの親は Mpeg2FilterSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TemporalFilterSettings" : TemporalFilterSettings (p. 4864)

YAML
TemporalFilterSettings:
TemporalFilterSettings (p. 4864)

プロパティ
TemporalFilterSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: TemporalFilterSettings (p. 4864)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Mpeg2Settings
出力中の MPEG-2 コーデックの設定。
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このエンティティの親は VideoCodecSetting です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdaptiveQuantization" : String,
"AfdSignaling" : String,
"ColorMetadata" : String,
"ColorSpace" : String,
"DisplayAspectRatio" : String,
"FilterSettings" : Mpeg2FilterSettings (p. 4830),
"FixedAfd" : String,
"FramerateDenominator" : Integer,
"FramerateNumerator" : Integer,
"GopClosedCadence" : Integer,
"GopNumBFrames" : Integer,
"GopSize" : Double,
"GopSizeUnits" : String,
"ScanType" : String,
"SubgopLength" : String,
"TimecodeInsertion" : String

YAML
AdaptiveQuantization: String
AfdSignaling: String
ColorMetadata: String
ColorSpace: String
DisplayAspectRatio: String
FilterSettings:
Mpeg2FilterSettings (p. 4830)
FixedAfd: String
FramerateDenominator: Integer
FramerateNumerator: Integer
GopClosedCadence: Integer
GopNumBFrames: Integer
GopSize: Double
GopSizeUnits: String
ScanType: String
SubgopLength: String
TimecodeInsertion: String

プロパティ
AdaptiveQuantization
[Off (オフ)] を選択すると、適応型量子化が無効になります。または、別の値を選択して量子化器を
有効にし、強度を設定します。強度には、Auto (オート)、Off (オフ)、Low (低)、Medium (中)、High
(高) があります。このフィールドを有効にすると、MediaLive でフレーム内量子化器の変化が可能に
なり、視覚品質が向上する可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AfdSignaling
MediaLive がビデオエンコードに書き込む AFD 値を示します。AFD シグナリングが何であるか分か
らない場合、またはダウンストリームシステムからガイダンスが提供されていない場合は、[AUTO
(自動)] を選択します。AUTO (自動): MediaLive は入力 AFD 値を保持しようとします (複数のAFD 値
が有効な場合)。FIXED (固定): MediaLive は fixedAFD で指定した値を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColorMetadata
カラースペースメタデータを含めるかどうかを指定します。メタデータは、ビデオに適用される色空
間 ([colorSpace] フィールド) を表します。メタデータを挿入することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColorSpace
出力に適用する色空間変換のタイプを選択します。出力中の必要な色空間を取得するための入力と出
力の両方を設定する方法の詳細については、MediaLive ユーザーガイドの「MediaLive 機能 - ビデオ 色空間」の項を参照してください。PASSTHROUGH: 変換せずに、入力コンテンツの色空間を保持し
ます。AUTO: SD のすべてのコンテンツを rec 601 に変換し、HD のすべてのコンテンツを rec 709 に
変換します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisplayAspectRatio
エンコードのピクセルアスペクト比を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FilterSettings
必要に応じて、圧縮されたコンテンツの品質を向上させるノイズ軽減フィルタを指定します。フィル
タを選択しない場合、フィルタは適用されません。TEMPORAL: このフィルタは、ノイズが多いソー
スコンテンツ (過剰なデジタルアーティファクトがある場合) とクリーンなソースコンテンツの両方に
役立ちます。コンテンツにノイズが多い場合、フィルタはエンコード段階の前にソースコンテンツを
クリーンアップします。これには、以下の 2 つの効果があります。先ず、コンテンツがクリーンアッ
プされているため、出力のビデオ品質が向上します。第二に、MediaLive はエンコードノイズにビッ
トを無駄にしないため、帯域幅が減少します。コンテンツが適度にクリーンな場合、フィルタにより
ビットレートが下がる傾向があります。
必須: いいえ
タイプ: Mpeg2FilterSettings (p. 4830)
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
4832

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaLive

FixedAfd
afdSignaling が FIXED に設定されている場合にのみ、このフィールドを入力します。ビデオエンコー
ドのすべてのフレームに書き込む AFD 値 (4 ビット) を入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FramerateDenominator
説明": "フレームレート分母。例えば、1001。フレームレートは、分母で割った分子です。例え
ば、24000 / 1001 = 23.976 FPS。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FramerateNumerator
フレームレート分子。例えば、24000。フレームレートは、分母で割った分子です。例えば、24000 /
1001 = 23.976 FPS。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopClosedCadence
MPEG2: デフォルトはオープン GOP です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopNumBFrames
GOP 構造に関連します。リファレンスフレーム間の B フレーム数。B フレームが何であるか分から
ない場合は、デフォルトを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
GopSize
GOP 構造に関連します。gopSizeUnits で指定した単位で表された GOP サイズ (キーフレーム間
隔)。GOP が何であるか分からない場合は、デフォルトを使用します。gopSizeUnits がフレームの場
合、gopSize は整数で、1 以上である必要があります。gopSizeUnits が秒の場合、gopSize は 0 より
大きくなければなりませんが、整数である必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
GopSizeUnits
GOP 構造に関連します。gopSize をフレームまたは秒単位で指定されているかを指定します。デ
フォルトの gopSize を変更しない場合は、デフォルトのままにします。SECONDS を指定した場
合、MediaLive は内部的に gop サイズをフレームカウントに変換します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScanType
出力のスキャンタイプを PROGRESSIVE または INTERLACED (上位フィールドが先) に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubgopLength
GOP 構造に関連します。GOP が何であるか分からない場合は、デフォルトを使用します。FIXED: 各
サブ GOP の B フレーム数を gopNumBFrames の値に設定します。DYNAMIC: MediaLive に各サブ
GOP の B フレーム数を最適化させ、視覚的品質を向上します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimecodeInsertion
MediaLive が出力ビデオにタイムコードを挿入する方法を決定します。タイムコードの入力と出力の
設定の詳細については、MediaLive ユーザーガイドの「MediaLive 機能 - タイムコードの設定」を参
照してください。DISABLED: タイムコードを含めません。GOP_TIMECODE: GOP ヘッダーにタイム
コードメタデータを含めます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MsSmoothGroupSettings
Microsoft Smooth 出力グループの設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AcquisitionPointId" : String,
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}

"AudioOnlyTimecodeControl" : String,
"CertificateMode" : String,
"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"EventId" : String,
"EventIdMode" : String,
"EventStopBehavior" : String,
"FilecacheDuration" : Integer,
"FragmentLength" : Integer,
"InputLossAction" : String,
"NumRetries" : Integer,
"RestartDelay" : Integer,
"SegmentationMode" : String,
"SendDelayMs" : Integer,
"SparseTrackType" : String,
"StreamManifestBehavior" : String,
"TimestampOffset" : String,
"TimestampOffsetMode" : String

YAML
AcquisitionPointId: String
AudioOnlyTimecodeControl: String
CertificateMode: String
ConnectionRetryInterval: Integer
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
EventId: String
EventIdMode: String
EventStopBehavior: String
FilecacheDuration: Integer
FragmentLength: Integer
InputLossAction: String
NumRetries: Integer
RestartDelay: Integer
SegmentationMode: String
SendDelayMs: Integer
SparseTrackType: String
StreamManifestBehavior: String
TimestampOffset: String
TimestampOffsetMode: String

プロパティ
AcquisitionPointId
スパーストラックに配置された各メッセージで使用される取得ポイント ID 要素の
値。sparseTrackType が「none (なし)」でない場合にのみ有効になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AudioOnlyTimecodeControl
オーディオ専用の Microsoft Smooth 出力でパススルーに設定すると、フラグメント絶対時間は現在の
タイムコードに設定されます。このオプションは、タイムコードを、オーディオの基本的なストリー
ムに書き込むことはありません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CertificateMode
verifyAuthenticity に設定されている場合は、信頼された認証局 (CA) への HTTPS 証明書チェーンを確
認します。これにより、自己署名証明書への HTTPS 出力が失敗します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionRetryInterval
接続が切断された場合に IIS サーバーへの接続を再試行するまで待機する秒数。この間にコンテンツ
はキャッシュされ、接続が再確立された後、キャッシュは IIS サーバーに配信されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Destination
IIS サーバー上の Smooth Streaming パブリッシュポイント。MediaLive は、IIS への「プッシュ」エ
ンコーダーとして機能します。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
EventId
IIS サーバーに送信される Microsoft Smooth チャネル ID。eventIdMode が useConfigured に設定され
ている場合にのみ、ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventIdMode
IIS サーバーにチャネル ID を送信するかどうかを指定します。チャネル ID が送信されず、発行ポ
イントを変更せずに同じチャネルを使用すると、クライアントは以前の実行でキャッシュされたビ
デオを参照する場合があります。オプション: - 「useConfigured」 - eventId で指定された値を使用
します -「useTimestamp」- 現在のタイムスタンプに基づいてチャネル ID を生成して送信します 「noEventId」- IISサーバーにチャネル ID を送信しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventStopBehavior
sendEos に設定すると、チャネルを停止するときに EOS 信号を IIS サーバーに送信します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FilecacheDuration
ストリーミング出力のファイルキャッシュのサイズ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FragmentLength
生成する mp4 フラグメントの長さ (秒単位)。フラグメントの長さは、GOP サイズとフレームレート
と互換性がある必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InputLossAction
入力損失時の出力グループの動作を制御するパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumRetries
再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RestartDelay
1 つのセグメントの numRetries を使い果たしたか、filecacheDuration を超過したために、出力が失敗
したために再起動を開始するまでの秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentationMode
useInputSegmentation は廃止されました。設定されたセグメントサイズは常に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SendDelayMs
2 番目のパイプラインからの出力を遅延させるミリ秒数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SparseTrackType
scte35 に設定した場合、着信 SCTE-35 メッセージを使用して、このの Microsoft Smooth 出力のグ
ループにスパーストラックを生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamManifestBehavior
送信に設定すると、すべてのストリームが開始されるまで公開ポイントが開始されないように、スト
リームマニフェストを送信します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimestampOffset
チャネルのタイムスタンプオフセット。timestampOffsetMode が useConfiguredOffset に設定されて
いる場合にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimestampOffsetMode
使用するタイムスタンプの日付オフセットのタイプ。 - useEventStartDate: チャネルが開始された日
付をオフセットとして使用します - useConfiguredOffset: 明示的に設定された日付をオフセットとして
使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MsSmoothOutputSettings
Microsoft Smooth 出力の設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"H265PackagingType" : String,
"NameModifier" : String

YAML
H265PackagingType: String
NameModifier: String

プロパティ
H265PackagingType
この出力が H.265 ビデオの説明を参照している場合にのみ適用されます。MP4 セグメントを HEV1
または HVC1 としてパッケージするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NameModifier
出力先ファイル名の末尾に連結される文字列。これは同じタイプの複数の出力に必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MultiplexGroupSettings
マルチプレックス出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel MultiplexOutputSettings
マルチプレックス出力の設定。
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このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849)

YAML
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)

プロパティ
Destination
送信先はマルチプレックスです。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel MultiplexProgramChannelDestinationSettings
マルチプレックス出力の送信先設定。
このエンティティの親は OutputDestination です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MultiplexId" : String,
"ProgramName" : String

YAML
MultiplexId: String
ProgramName: String

プロパティ
MultiplexId
エンコーダが出力を渡す先のマルチプレックスの ID。マルチプレックスへの入力を個別に指定する必
要はありません。MediaAlive は、2 つのマルチプレックスインスタンスへの 2 つの MediaAlive パイプ
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ラインの接続を処理します。マルチプレックスは、チャネルと同じリージョンに存在する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramName
エンコーダが出力を渡す先のマルチプレックスプログラムのプログラム名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel NetworkInputSettings
アップストリームシステムに接続する方法に関する情報。
このエンティティの親は InputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HlsInputSettings" : HlsInputSettings (p. 4797),
"ServerValidation" : String

YAML
HlsInputSettings:
HlsInputSettings (p. 4797)
ServerValidation: String

プロパティ
HlsInputSettings
アップストリームシステムに接続する方法に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: HlsInputSettings (p. 4797)
Update requires: No interruption
ServerValidation
HTTPS サーバー証明書をチェックします。checkCryptographyOnly に設定すると、証明書内の暗号化
は確認されますが、サーバーの名前は確認されません。特定のサブドメイン (特に、バケット名にドッ
トを使用する S3 バケット) は、対応する証明書のワイルドカードパターンに厳密に一致せず、それ以
外ではチャネルがエラーになります。HTTPS を使用しないプロトコルでは、この設定は無視されま
す。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel NielsenConfiguration
Nielsen の透かしを構成するための設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DistributorId" : String,
"NielsenPcmToId3Tagging" : String

YAML
DistributorId: String
NielsenPcmToId3Tagging: String

プロパティ
DistributorId
Nielsen によって組織に割り当てられたディストリビューター ID を入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NielsenPcmToId3Tagging
Nielsen PCM から ID3 へのタグ付けを有効にします
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Output
出力設定。
このエンティティの親は OutputGroup です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AudioDescriptionNames" : [ String, ... ],
"CaptionDescriptionNames" : [ String, ... ],
"OutputName" : String,
"OutputSettings" : OutputSettings (p. 4850),
"VideoDescriptionName" : String

YAML
AudioDescriptionNames:
- String
CaptionDescriptionNames:
- String
OutputName: String
OutputSettings:
OutputSettings (p. 4850)
VideoDescriptionName: String

プロパティ
AudioDescriptionNames
この出力のオーディオソースとして使用されるオーディオ説明の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CaptionDescriptionNames
この出力のキャプションソースとして使用されるキャプション説明の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
OutputName
出力を識別するために使用される名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutputSettings
出力タイプ固有の設定です。
必須: いいえ
タイプ: OutputSettings (p. 4850)
Update requires: No interruption
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VideoDescriptionName
この出力のソースとして使用される VideoDescription の名前です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel OutputDestination
出力の設定情報。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"MediaPackageSettings" : [ MediaPackageOutputDestinationSettings (p. 4827), ... ],
"MultiplexSettings" : MultiplexProgramChannelDestinationSettings (p. 4840),
"Settings" : [ OutputDestinationSettings (p. 4845), ... ]

YAML
Id: String
MediaPackageSettings:
- MediaPackageOutputDestinationSettings (p. 4827)
MultiplexSettings:
MultiplexProgramChannelDestinationSettings (p. 4840)
Settings:
- OutputDestinationSettings (p. 4845)

プロパティ
Id
この送信先の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MediaPackageSettings
MediaPackage 出力の送信先設定。
必須: いいえ
タイプ: MediaPackageOutputDestinationSettings (p. 4827) のリスト
Update requires: No interruption
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MultiplexSettings
マルチプレックス出力の送信先設定。両方のエンコーダの送信先は 1 つです。
必須: いいえ
タイプ: MultiplexProgramChannelDestinationSettings (p. 4840)
Update requires: No interruption
Settings
出力の送信先設定。
必須: いいえ
タイプ: OutputDestinationSettings (p. 4845) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel OutputDestinationSettings
この出力の設定情報。
このエンティティの親は OutputDestination です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PasswordParam" : String,
"StreamName" : String,
"Url" : String,
"Username" : String

YAML
PasswordParam: String
StreamName: String
Url: String
Username: String

プロパティ
PasswordParam
ダウンストリームシステムにアクセスするためのパスワードを保持するパスワードパラメータ。この
パスワードパラメータは、ダウンストリームシステムで認証情報が必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamName
コンテンツのストリーム名。これは RTMP 出力にのみ適用されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
送信先の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
ダウンストリームシステムに接続するユーザー名。これは、ダウンストリームシステムで認証情報が
必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel OutputGroup
1 つの出力グループの設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Name" : String,
"OutputGroupSettings" : OutputGroupSettings (p. 4847),
"Outputs" : [ Output (p. 4842), ... ]

YAML
Name: String
OutputGroupSettings:
OutputGroupSettings (p. 4847)
Outputs:
- Output (p. 4842)

プロパティ
Name
オプションで定義できるカスタム出力グループ名。使用できるのは、英字、数字、アンダースコアの
みです。最大長は 32 文字です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutputGroupSettings
出力グループに関連付けられた設定。
必須: いいえ
タイプ: OutputGroupSettings (p. 4847)
Update requires: No interruption
Outputs
出力グループの出力の設定。
必須: いいえ
タイプ: 出力 (p. 4842)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel OutputGroupSettings
出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroup です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArchiveGroupSettings" : ArchiveGroupSettings (p. 4703),
"FrameCaptureGroupSettings" : FrameCaptureGroupSettings (p. 4760),
"HlsGroupSettings" : HlsGroupSettings (p. 4788),
"MediaPackageGroupSettings" : MediaPackageGroupSettings (p. 4826),
"MsSmoothGroupSettings" : MsSmoothGroupSettings (p. 4834),
"MultiplexGroupSettings" : MultiplexGroupSettings (p. 4839),
"RtmpGroupSettings" : RtmpGroupSettings (p. 4854),
"UdpGroupSettings" : UdpGroupSettings (p. 4867)

YAML
ArchiveGroupSettings:
ArchiveGroupSettings (p. 4703)
FrameCaptureGroupSettings:
FrameCaptureGroupSettings (p. 4760)
HlsGroupSettings:
HlsGroupSettings (p. 4788)
MediaPackageGroupSettings:
MediaPackageGroupSettings (p. 4826)
MsSmoothGroupSettings:
MsSmoothGroupSettings (p. 4834)
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MultiplexGroupSettings:
MultiplexGroupSettings (p. 4839)
RtmpGroupSettings:
RtmpGroupSettings (p. 4854)
UdpGroupSettings:
UdpGroupSettings (p. 4867)

プロパティ
ArchiveGroupSettings
アーカイブ出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
タイプ: ArchiveGroupSettings (p. 4703)
Update requires: No interruption
FrameCaptureGroupSettings
フレームキャプチャ出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: FrameCaptureGroupSettings (p. 4760)
Update requires: No interruption
HlsGroupSettings
HLS 出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: HlsGroupSettings (p. 4788)
Update requires: No interruption
MediaPackageGroupSettings
MediaPackage 出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: MediaPackageGroupSettings (p. 4826)
Update requires: No interruption
MsSmoothGroupSettings
Microsoft Smooth 出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: MsSmoothGroupSettings (p. 4834)
Update requires: No interruption
MultiplexGroupSettings
Property description not available.
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必須: いいえ
タイプ: MultiplexGroupSettings (p. 4839)
Update requires: No interruption
RtmpGroupSettings
RTMP 出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: RtmpGroupSettings (p. 4854)
Update requires: No interruption
UdpGroupSettings
UDP 出力グループの設定。
必須: いいえ
タイプ: UdpGroupSettings (p. 4867)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel OutputLocationRef
チャネルで定義されている OutputDestination ID への参照。

このエンティティ
は、ArchiveGroupSettings、FrameCaptureGroupSettings、HlsGroupSettings、MediaPackageGroupSettings、MSSmoo
および UdpOutputSettings によって使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DestinationRefId" : String

YAML
DestinationRefId: String

プロパティ
DestinationRefId
この出力先の参照 ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::MediaLive::Channel OutputSettings
出力設定。
このエンティティの親は Output です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ArchiveOutputSettings" : ArchiveOutputSettings (p. 4704),
"FrameCaptureOutputSettings" : FrameCaptureOutputSettings (p. 4761),
"HlsOutputSettings" : HlsOutputSettings (p. 4799),
"MediaPackageOutputSettings" : MediaPackageOutputSettings (p. 4827),
"MsSmoothOutputSettings" : MsSmoothOutputSettings (p. 4838),
"MultiplexOutputSettings" : MultiplexOutputSettings (p. 4839),
"RtmpOutputSettings" : RtmpOutputSettings (p. 4856),
"UdpOutputSettings" : UdpOutputSettings (p. 4868)

YAML
ArchiveOutputSettings:
ArchiveOutputSettings (p. 4704)
FrameCaptureOutputSettings:
FrameCaptureOutputSettings (p. 4761)
HlsOutputSettings:
HlsOutputSettings (p. 4799)
MediaPackageOutputSettings:
MediaPackageOutputSettings (p. 4827)
MsSmoothOutputSettings:
MsSmoothOutputSettings (p. 4838)
MultiplexOutputSettings:
MultiplexOutputSettings (p. 4839)
RtmpOutputSettings:
RtmpOutputSettings (p. 4856)
UdpOutputSettings:
UdpOutputSettings (p. 4868)

プロパティ
ArchiveOutputSettings
アーカイブ出力の設定
必須: いいえ
タイプ: ArchiveOutputSettings (p. 4704)
Update requires: No interruption
FrameCaptureOutputSettings
フレームキャプチャ出力の設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
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タイプ: FrameCaptureOutputSettings (p. 4761)
Update requires: No interruption
HlsOutputSettings
HLS 出力の設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
タイプ: HlsOutputSettings (p. 4799)
Update requires: No interruption
MediaPackageOutputSettings
MediaPackage 出力の設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
タイプ: MediaPackageOutputSettings (p. 4827)
Update requires: No interruption
MsSmoothOutputSettings
Microsoft Smooth 出力の設定
必須: いいえ
タイプ: MsSmoothOutputSettings (p. 4838)
Update requires: No interruption
MultiplexOutputSettings
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: MultiplexOutputSettings (p. 4839)
Update requires: No interruption
RtmpOutputSettings
RTMP 出力の設定
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
タイプ: RtmpOutputSettings (p. 4856)
Update requires: No interruption
UdpOutputSettings
UDP 出力の設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。
必須: いいえ
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タイプ: UdpOutputSettings (p. 4868)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel PassThroughSettings
オーディオを出力に渡すための設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel RawSettings
出力グループ内の WAV オーディオのコンテナ。
このエンティティの親は ArchiveContainerSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel Rec601Settings
Rec601 設定
このエンティティの親は H264ColorSpaceSettings と H265ColorSpaceSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}
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YAML

AWS::MediaLive::Channel Rec709Settings
Rec709 設定
このエンティティの親は H264ColorSpaceSettings と H265ColorSpaceSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel RemixSettings
出力でオーディオをリミックスするための設定。
このエンティティの親は AudioDescription です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ChannelMappings" : [ AudioChannelMapping (p. 4706), ... ],
"ChannelsIn" : Integer,
"ChannelsOut" : Integer

YAML
ChannelMappings:
- AudioChannelMapping (p. 4706)
ChannelsIn: Integer
ChannelsOut: Integer

プロパティ
ChannelMappings
適切なゲイン調整による入力チャネルの出力チャネルへのマッピング。
必須: いいえ
タイプ: AudioChannelMapping (p. 4706) のリスト
Update requires: No interruption
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ChannelsIn
使用する入力チャネルの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ChannelsOut
生成される出力チャネルの数。有効な値: 1、2、4、6、8。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel RtmpCaptionInfoDestinationSettings
出力中の RTMPCaptionInfo キャプションエンコードの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel RtmpGroupSettings
RTMP 出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdMarkers" : [ String, ... ],
"AuthenticationScheme" : String,
"CacheFullBehavior" : String,
"CacheLength" : Integer,
"CaptionData" : String,
"InputLossAction" : String,
"RestartDelay" : Integer
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}

YAML
AdMarkers:
- String
AuthenticationScheme: String
CacheFullBehavior: String
CacheLength: Integer
CaptionData: String
InputLossAction: String
RestartDelay: Integer

プロパティ
AdMarkers
この出力グループの広告マーカーの種類を選択します。MediaLive は、各 SCTE-35 メッセージの内容
に基づいてメッセージを作成し、そのマーカーの種類に応じてフォーマットし、データストリームに
挿入します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AuthenticationScheme
CDN との接続時に使用する認証スキーム。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheFullBehavior
コンテンツキャッシュがいっぱいになったときの動作を制御します。リモートのオリジンサーバーが
RTMP 接続を停止し、コンテンツの受け入れ速度が十分でない場合、メディアキャッシュがいっぱい
になります。キャッシュが cacheLength で指定された時間に達すると、キャッシュは新しいコンテン
ツの受け入れを停止します。disconnectImmediately に設定すると、RTMP 出力は強制的に切断されま
す。メディアキャッシュをクリアし、restartDelay 秒後に再接続します。waitForServer に設定されて
いる場合、RTMP 出力は最大 5 分間待機し、オリジンサーバーがデータの受け入れを再開できるよう
にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CacheLength
バッファサイズの計算に使用されるキャッシュ長 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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CaptionData
onCaptionInfo 出力に渡すデータのタイプを制御します。[all (すべて)] に設定すると、608 および 708
で伝送された DTVCC データが渡されます。field1AndField2608 に設定すると、DTVCC データは削
除されますが、両方のフィールドの 608 データが渡されます。field1608 に設定すると、フィールド 1
ビデオから 608 に伝送されたデータだけが渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputLossAction
入力が使用不能になった場合、この RTMP グループの動作を制御します。emitOutput: 入力が戻るま
でスレートを放出します。pauseOutput: 入力が戻るまでデータの送信を停止します。これにより、基
盤となる RTMP 接続が閉じられることはありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestartDelay
ストリーミング出力が失敗した場合、再起動が開始されるまでの待機時間 (秒単位)。値 0 は再起動が
行われないことを意味します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel RtmpOutputSettings
1 つの RTMP 出力の設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateMode" : String,
"ConnectionRetryInterval" : Integer,
"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"NumRetries" : Integer

YAML
CertificateMode: String
ConnectionRetryInterval: Integer
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
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NumRetries: Integer

プロパティ
CertificateMode
verifyAuthenticity に設定されている場合は、信頼された認証局 (CA) への TLS 証明書チェーンを確認
します。これにより、自己署名証明書を持つ RTMPS 出力を行うことができません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ConnectionRetryInterval
接続が切断された場合に、Flash Media サーバーへの接続を再試行するまでの待機時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Destination
ストリーム名を除く RTMP エンドポイント (例えば、rtmp://host/appname)。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
NumRetries
再試行回数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Scte20PlusEmbeddedDestinationSettings
SCTE-20 と出力に埋め込まれたキャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML
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AWS::MediaLive::Channel Scte20SourceSettings
入力から抽出する SCTE-20 字幕に関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Convert608To708" : String,
"Source608ChannelNumber" : Integer

YAML
Convert608To708: String
Source608ChannelNumber: Integer

プロパティ
Convert608To708
アップ変換の場合、608 データは 708 ラッパーの「608 互換性バイト」フィールドを通じて渡さ
れ、708 に変換されます。ソースコンテンツに存在する 708 データは破棄されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Source608ChannelNumber
キャプションの抽出元となる、ビデオトラック内の 608/708 チャネル番号を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Scte27DestinationSettings
出力中の SCTE-27 キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

YAML

AWS::MediaLive::Channel Scte27SourceSettings
入力から抽出する SCTE-27 字幕に関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Pid" : Integer

YAML
Pid: Integer

プロパティ
Pid
PID フィールドは、次のように字幕セレクタの languageCode フィールドと組み合わせて使用されま
す。Specify PID and Language: その PID から字幕を抽出します。言語は「情報」です。 Specify PID
and omit Language: 指定された PID を抽出します。Omit PID and specify Language: 指定された言語
の PID を抽出します。Omit PID and omit Language: source が渡される DVB-Sub である場合にのみ
有効です。すべての言語が渡されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Scte35SpliceInsert
SCTE-35 スプライス挿入処理のセットアップ。
このエンティティの親は AvailSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdAvailOffset" : Integer,
"NoRegionalBlackoutFlag" : String,
"WebDeliveryAllowedFlag" : String
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}

YAML
AdAvailOffset: Integer
NoRegionalBlackoutFlag: String
WebDeliveryAllowedFlag: String

プロパティ
AdAvailOffset
指定すると、このオフセット (ミリ秒単位) が入力の広告表示 PTS 時間に追加されます。これは、埋
め込み SCTE 104/35 メッセージにのみ適用されます。OOB メッセージには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NoRegionalBlackoutFlag
無視するように設定した場合、noRegionalBlackoutFlag が 0 に設定されているセグメント記述子は、
ブラックアウトまたは 広告表示スレートをトリガーしなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WebDeliveryAllowedFlag
無視するように設定した場合、webDeliveryAllowedFlag が 0 に設定されているセグメント記述子は、
ブラックアウトまたは広告表示スレートをトリガーしなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel Scte35TimeSignalApos
SCTE-35 時間信号の APOS モードの設定。
このエンティティの親は AvailSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdAvailOffset" : Integer,
"NoRegionalBlackoutFlag" : String,
"WebDeliveryAllowedFlag" : String
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YAML
AdAvailOffset: Integer
NoRegionalBlackoutFlag: String
WebDeliveryAllowedFlag: String

プロパティ
AdAvailOffset
指定すると、このオフセット (ミリ秒単位) が入力の広告表示 PTS 時間に追加されます。これは、埋
め込み SCTE 104/35 メッセージにのみ適用されます。OOB メッセージには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NoRegionalBlackoutFlag
無視するように設定した場合、noRegionalBlackoutFlag が 0 に設定されているセグメント記述子は、
ブラックアウトまたは 広告表示スレートをトリガーしなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WebDeliveryAllowedFlag
無視するように設定した場合、webDeliveryAllowedFlag が 0 に設定されているセグメント記述子は、
ブラックアウトまたは広告表示スレートをトリガーしなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel SmpteTtDestinationSettings
出力中の SMPTE-TT キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML
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AWS::MediaLive::Channel StandardHlsSettings
(オーディオのみの出力ではなく) 標準出力である HLS 出力の設定。
このエンティティの親は HlsSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AudioRenditionSets" : String,
"M3u8Settings" : M3u8Settings (p. 4822)

YAML
AudioRenditionSets: String
M3u8Settings:
M3u8Settings (p. 4822)

プロパティ
AudioRenditionSets
ビデオ出力ストリームで使用されるすべてのオーディオグループをリストします。これにより、ビデ
オに関連付けられたすべてのオーディオ GROUP-ID をカンマ (,) で区切って入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
M3u8Settings
M3U8 コンテナの設定。
必須: いいえ
タイプ: M3u8Settings (p. 4822)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel StaticKeySettings
静的キーの設定。
このエンティティの親は KeyProviderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"KeyProviderServer" : InputLocation (p. 4806),
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}

"StaticKeyValue" : String

YAML
KeyProviderServer:
InputLocation (p. 4806)
StaticKeyValue: String

プロパティ
KeyProviderServer
コンテンツの保護に使用されるライセンスサーバーの URL。
必須: いいえ
タイプ: InputLocation (p. 4806)
Update requires: No interruption
StaticKeyValue
32 文字の 16 進文字列としての静的キー値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel TeletextDestinationSettings
テレテキストキャプションの設定は、エンコードを出力します。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Channel TeletextSourceSettings
入力から抽出するテレテキストキャプションに関する情報。
このエンティティの親は CaptionSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"OutputRectangle" : CaptionRectangle (p. 4732),
"PageNumber" : String

YAML
OutputRectangle:
CaptionRectangle (p. 4732)
PageNumber: String

プロパティ
OutputRectangle
このテレテキストソースキャプションを使用して作成される出力キャプションのキャプション長方形
を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: CaptionRectangle (p. 4732)
Update requires: No interruption
PageNumber
キャプションの抽出元となる、データストリーム内のテレテキストページ番号を指定します。範囲は
0x100 (256)~0x8FF (2303) です。これはパススルーには使用されません。「0x」プレフィックスを付
けない 16 進数の文字列として指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel TemporalFilterSettings
動画に適用する一時的なフィルターの設定。
このエンティティの親は H264FilterSettings、H265FilterSettings、および Mpeg2FilterSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PostFilterSharpening" : String,
"Strength" : String

YAML
PostFilterSharpening: String
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Strength: String

プロパティ
PostFilterSharpening
このフィルターを有効にすると、次のような結果が得られます。- ソースコンテンツのノイズが多い
(過剰なデジタルアーティファクトが含まれている) 場合、フィルターによってソースがクリーンアッ
プされます。- ソースコンテンツが既にクリーンなときは、特にレート制御モードが QVBR の場合、
フィルターによってビットレートが低下する傾向があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Strength
フィルターの強度を選択します。強度は 1 または 2 にすることをお勧めします。強度を高くすると、
有益な情報までが除外されて、イメージがソフトになりすぎることがあります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel TimecodeConfig
出力中のタイムコードの設定。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Source" : String,
"SyncThreshold" : Integer

YAML
Source: String
SyncThreshold: Integer

プロパティ
Source
チャネル出力に関連付けられるタイムコードのソースを指定します。埋め込み (embedded): ソース
のタイムコードを使用して出力タイムコードを初期化します。ソースに埋め込まれたタイムコード
が検出されない場合、システムは「0 から始まる」(ゼロベース) を使用します。システムクロック
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(systemclock): UTC 時刻を使用します。0 から始まる (ゼロベース): チャネルの最初のフレームの時間
は 00:00:00:00 になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SyncThreshold
フレーム内のしきい値。この値を超えると、出力タイムコードが入力タイムコードに再同期されま
す。このしきい値を下回る不一致は、出力タイムコードに不必要な不連続を避けるために許可されま
す。これが指定されていない場合、タイムコードの同期は行われません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel TtmlDestinationSettings
出力中の TTML キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StyleControl" : String

YAML
StyleControl: String

プロパティ
StyleControl
パススルーに設定すると、TTMLのような入力ソース (TTML、SMPTE-TT、CFF-TT) からスタイルお
よび位置情報を CFF-TT 出力または TTML 出力にパススルーします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel UdpContainerSettings
UDP 出力の設定。
このエンティティの親は UdpOutputSettings です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"M2tsSettings" : M2tsSettings (p. 4813)

YAML
M2tsSettings:
M2tsSettings (p. 4813)

プロパティ
M2tsSettings
この UDP 出力の M2TS 設定。
必須: いいえ
タイプ: M2tsSettings (p. 4813)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel UdpGroupSettings
UDP 出力グループの設定。
このエンティティの親は OutputGroupSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InputLossAction" : String,
"TimedMetadataId3Frame" : String,
"TimedMetadataId3Period" : Integer

YAML
InputLossAction: String
TimedMetadataId3Frame: String
TimedMetadataId3Period: Integer

プロパティ
InputLossAction
入力ビデオが失われ、バックアップの入力がなくなった場合の最後の手段の動作を指定しま
す。dropTs を選択すると、トランスポートストリーム全体が送信を停止します。dropProgram を選択
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すると、プログラムをトランスポートストリームからドロップできます (また、TS ビットレート要件
を満たすために null パケットに置き換えることができます)。また、emitProgram を選択すると、トラ
ンスポートストリームは、リピートフレーム、ブラックフレーム、またはスレートフレームを失われ
た入力ビデオの代わりに使用して、通常どおり生成を続けます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataId3Frame
タイムコードを持つ ID3 フレームを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimedMetadataId3Period
時間指定メタデータの間隔 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel UdpOutputSettings
1 つの UDP 出力の設定。
このエンティティの親は OutputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BufferMsec" : Integer,
"ContainerSettings" : UdpContainerSettings (p. 4866),
"Destination" : OutputLocationRef (p. 4849),
"FecOutputSettings" : FecOutputSettings (p. 4757)

YAML
BufferMsec: Integer
ContainerSettings:
UdpContainerSettings (p. 4866)
Destination:
OutputLocationRef (p. 4849)
FecOutputSettings:
FecOutputSettings (p. 4757)
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プロパティ
BufferMsec
UDP 出力バッファリング (ミリ秒単位)。値が大きくなると、トランスコーダのレイテンシーが増加
しますが、同時に、クロック回復、入力切り替え、入力中断、ピクチャの並べ替えなどに対応しなが
ら、一定の低ジッタ UDP/RTP 出力を維持してトランスコーダをサポートします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ContainerSettings
UDP 出力の設定。
必須: いいえ
タイプ: UdpContainerSettings (p. 4866)
Update requires: No interruption
Destination
RTP または UDP パケットの送信先アドレスとポート番号。これらは、ユニキャストまたはマル
チキャスト RTP または UDP になる可能性があります (例えば、rtp://239.10.10.10:5001 または
udp://10.100.100.100:5002)。
必須: いいえ
タイプ: OutputLocationRef (p. 4849)
Update requires: No interruption
FecOutputSettings
UDP 出力でフォワードエラー訂正を有効化および調整するための設定。
必須: いいえ
タイプ: FecOutputSettings (p. 4757)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoBlackFailoverSettings
MediaLiveは、指定期間中にコンテンツが黒と見なされた場合、フェイルオーバーを実行します。
このエンティティの親は FailoverConditionSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BlackDetectThreshold" : Double,
"VideoBlackThresholdMsec" : Integer
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YAML
BlackDetectThreshold: Double
VideoBlackThresholdMsec: Integer

プロパティ
BlackDetectThreshold
それよりも低いと MediaLive がピクセルを「黒」と見なすしきい値の計算に使用される値です。
入力を黒と見なすには、フレーム内のすべてのピクセルがこのしきい値を下回っている必要があり
ます。しきい値は、白のパーセンテージ (10 進数で表現) として計算されます。したがって、.1 は
10% 白 (または 90% 黒) を意味します。数式が色深度に対してどのように機能するか注意してくだ
さい。例えば、このフィールドを 10 ビットの色深度で 0.1 に設定した場合 (1023*0.1=102.3)、102
以下のピクセル値は「黒」になります。8 ビットの色深度でこのフィールドを .1 に設定した場合
(255*0.1=25.5)、25 以下のピクセル値は「黒」になります。指定できる範囲は 0.0～1.0 で、小数点以
下の数字は任意です。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
VideoBlackThresholdMsec
自動入力フェイルオーバーが発生する前に、アクティブ入力が黒でなければならない時間 (ミリ秒単
位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoCodecSettings
出力中のビデオコーデックの設定。
このエンティティの親は VideoDescription です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FrameCaptureSettings" : FrameCaptureSettings (p. 4762),
"H264Settings" : H264Settings (p. 4766),
"H265Settings" : H265Settings (p. 4776),
"Mpeg2Settings" : Mpeg2Settings (p. 4830)

YAML
FrameCaptureSettings:
FrameCaptureSettings (p. 4762)
H264Settings:
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H264Settings (p. 4766)
H265Settings:
H265Settings (p. 4776)
Mpeg2Settings:
Mpeg2Settings (p. 4830)

プロパティ
FrameCaptureSettings
フレームキャプチャ出力におけるビデオコーデックの設定。
必須: いいえ
タイプ: FrameCaptureSettings (p. 4762)
Update requires: No interruption
H264Settings
出力中の H.264 コーデックの設定。
必須: いいえ
タイプ: H264Settings (p. 4766)
Update requires: No interruption
H265Settings
H265 コーデックでエンコードされた動画の設定。
必須: いいえ
タイプ: H265Settings (p. 4776)
Update requires: No interruption
Mpeg2Settings
MPEG-2 コーデックでエンコードされた動画の設定。
必須: いいえ
タイプ: Mpeg2Settings (p. 4830)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoDescription
1 つの出力ビデオのエンコード情報。
このエンティティの親は EncoderSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CodecSettings" : VideoCodecSettings (p. 4870),
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}

"Height" : Integer,
"Name" : String,
"RespondToAfd" : String,
"ScalingBehavior" : String,
"Sharpness" : Integer,
"Width" : Integer

YAML
CodecSettings:
VideoCodecSettings (p. 4870)
Height: Integer
Name: String
RespondToAfd: String
ScalingBehavior: String
Sharpness: Integer
Width: Integer

プロパティ
CodecSettings
ビデオコーデック設定。
必須: いいえ
タイプ: VideoCodecSettings (p. 4870)
Update requires: No interruption
Height
出力ビデオの高さ (ピクセル単位)。偶数を指定します。ほとんどのコーデックでは、ソースの高さと
幅 (解像度) を使用するために、このフィールドと幅を空白のままにしておくことができます。フィー
ルドを空白にしておくことはお勧めしません。フレームキャプチャコーデックでは、高さと幅を指定
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
この VideoDescription の名前。出力はこの名前を使用して、この説明を一意に識別します。説明名
は、このチャネル内で一意である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RespondToAfd
入力ストリームの AFD 値に応答する方法を示します。RESPOND を指定すると、AFD 値、入力表示
アスペクト比、出力表示アスペクト比に応じて入力ビデオがクリップされ (FRAMECAPTURE コー
デックを除く)、その値が出力に含まれます。PASSTHROUGH (FRAMECAPTURE コーデックに
は適用されません) は、AFD 値を無視し、出力に値を含めるため、入力ビデオはクリップされませ
ん。NONE は、 AFD 値を無視し、出力までの値を含まないため、入力動画はクリップされません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScalingBehavior
STRETCHTOOUTPUT は、指定した出力解像度 (高さと幅) にビデオをストレッチするように出力位
置を設定します。このオプションは、任意の位置値を上書きします。DEFAULT は、指定された出力
解像度を提供するために、ビデオの周りに黒いボックス (柱ボックスまたはレターボックス) を挿入す
ることがあります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Sharpness
スケーリングに使用するアンチエイリアスフィルターの強度を変更します。0 が最もソフト、そして
100 が最もシャープな設定です。ほとんどのコンテンツでは 50 に設定することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Width
出力ビデオの幅 (ピクセル単位)。偶数を指定します。ほとんどのコーデックでは、ソースの高さと幅
(解像度) を使用するために、このフィールドと高さを空白のままにしておくことができます。フィー
ルドを空白にしておくことはお勧めしません。フレームキャプチャコーデックでは、高さと幅を指定
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoSelector
入力から抽出する動画に関する情報。入力に含めることができる動画セレクタは 1 つのみです。
このエンティティの親は InputSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColorSpace" : String,
"ColorSpaceSettings" : VideoSelectorColorSpaceSettings (p. 4874),
"ColorSpaceUsage" : String,
"SelectorSettings" : VideoSelectorSettings (p. 4876)
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YAML
ColorSpace: String
ColorSpaceSettings:
VideoSelectorColorSpaceSettings (p. 4874)
ColorSpaceUsage: String
SelectorSettings:
VideoSelectorSettings (p. 4876)

プロパティ
ColorSpace
入力の色空間を指定します。この設定は colorSpaceConversion と連携して、MediaLive で変換を実行
するかどうかを判断します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ColorSpaceSettings
受信ビデオの色空間設定を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: VideoSelectorColorSpaceSettings (p. 4874)
Update requires: No interruption
ColorSpaceUsage
colorSpace が Follow 以外の値である場合にのみ適用されます。このフィールドは、colorSpace
フィールドの値の使用方法を制御します。フォールバックは、入力に色空間データが含まれている場
合、そのデータが使用されますが、入力に色空間データがない場合、colorSpace の値が使用されま
す。入力に色空間データが欠落していることがあるが、色空間データがある場合は、[フォールバック]
を選択します。Force は、常に colorSpace の値を使用することを意味します。入力に通常色空間デー
タがない場合、または信頼性の低い色空間データがある場合は、[Force] を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SelectorSettings
コンテンツから選択する動画に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: VideoSelectorSettings (p. 4876)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoSelectorColorSpaceSettings
受信ビデオの色空間設定を構成するための設定。
このエンティティの親は VideoSelector です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Hdr10Settings" : Hdr10Settings (p. 4783)

YAML
Hdr10Settings:
Hdr10Settings (p. 4783)

プロパティ
Hdr10Settings
受信ビデオの色空間設定を構成するための設定。
必須: いいえ
タイプ: Hdr10Settings (p. 4783)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoSelectorPid
動画ソース内から特定の PID を選択します。
このエンティティの親は VideoSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Pid" : Integer

YAML
Pid: Integer

プロパティ
Pid
動画ソース内から特定の PID を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoSelectorProgramId
プログラム ID でビデオを抽出するために使用されます。
このエンティティの親は VideoSelectorSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ProgramId" : Integer

YAML
ProgramId: Integer

プロパティ
ProgramId
マルチプログラムトランスポートストリーム内から特定のプログラムを選択します。プログラムが存
在しない場合、MediaLive はデフォルトでトランスポートストリーム内の最初のプログラムを選択し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VideoSelectorSettings
入力から抽出する動画に関する情報。
このエンティティの親は VideoSelector です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VideoSelectorPid" : VideoSelectorPid (p. 4875),
"VideoSelectorProgramId" : VideoSelectorProgramId (p. 4876)

YAML
VideoSelectorPid:
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VideoSelectorPid (p. 4875)
VideoSelectorProgramId:
VideoSelectorProgramId (p. 4876)

プロパティ
VideoSelectorPid
PID でビデオを抽出するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: VideoSelectorPid (p. 4875)
Update requires: No interruption
VideoSelectorProgramId
プログラム ID でビデオを抽出するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: VideoSelectorProgramId (p. 4876)
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel VpcOutputSettings
チャンネルで VPC モードを有効にする設定。これにより、すべての出力のエンドポイントが VPC 内に表
示されます。
このエンティティは、チャネルの最上位レベルにあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PublicAddressAllocationIds" : [ String, ... ],
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
PublicAddressAllocationIds:
- String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
PublicAddressAllocationIds
出力 VPC で作成される ENIに関連付けるパブリックアドレス割り当て ID のリス
ト。SINGLE_PIPELINE に 1 つ、スタンダードチャネルに 2 つを指定する必要があります
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
出力 VPC ネットワークインターフェイスにアタッチする最大 5 つの EC2 VPC セキュリティグループ
ID のリスト。何も指定されていない場合は、VPC デフォルトセキュリティグループが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
同じ VPC からの VPC サブネット ID のリスト。スタンダードチャンネルなら、サブネット ID は、2
つの一意のアベイラビリティーゾーン (AZ) にマッピングする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel WavSettings
出力の WAV オーディオの設定。
このエンティティの親は AudioCodecSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BitDepth" : Double,
"CodingMode" : String,
"SampleRate" : Double

YAML
BitDepth: Double
CodingMode: String
SampleRate: Double

プロパティ
BitDepth
サンプルあたりのビット数。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
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Update requires: No interruption
CodingMode
WAV オーディオのオーディオコーディングモード。このモードは、オーディオのチャネル数を決定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SampleRate
サンプルレート (Hz)。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Channel WebvttDestinationSettings
出力中の Web VTT キャプションの設定。
このエンティティの親は CaptionDestinationSettings です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

YAML

AWS::MediaLive::Input
AWS::MediaLive::Input リソースは、入力を作成する MediaLive リソースタイプです。
MediaLive 入力には、変換するソースコンテンツを提供するアップストリームシステムに MediaLive チャ
ネルがどのように接続されているかを記述する情報が保持されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::MediaLive::Input",
"Properties" : {
"Destinations" : [ InputDestinationRequest (p. 4882), ... ],
"InputDevices" : [ InputDeviceSettings (p. 4883), ... ],
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}

}

"InputSecurityGroups" : [ String, ... ],
"MediaConnectFlows" : [ MediaConnectFlowRequest (p. 4886), ... ],
"Name" : String,
"RoleArn" : String,
"Sources" : [ InputSourceRequest (p. 4884), ... ],
"Tags" : Json,
"Type" : String,
"Vpc" : InputVpcRequest (p. 4885)

YAML
Type: AWS::MediaLive::Input
Properties:
Destinations:
- InputDestinationRequest (p. 4882)
InputDevices:
- InputDeviceSettings (p. 4883)
InputSecurityGroups:
- String
MediaConnectFlows:
- MediaConnectFlowRequest (p. 4886)
Name: String
RoleArn: String
Sources:
- InputSourceRequest (p. 4884)
Tags: Json
Type: String
Vpc:
InputVpcRequest (p. 4885)

プロパティ
Destinations
入力がプッシュ型の場合にのみ適用される設定。
必須: いいえ
タイプ: InputDestinationRequest (p. 4882)のリスト
Update requires: No interruption
InputDevices
入力が Elemental Link 入力である場合にのみ適用される設定。
必須: いいえ
タイプ: InputDeviceSettings (p. 4883) のリスト
Update requires: No interruption
InputSecurityGroups
入力がプッシュタイプの場合に入力にアタッチする入力セキュリティグループ (ID で参照) のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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MediaConnectFlows
入力が MediaConnect 入力である場合にのみ適用される設定。
必須: いいえ
タイプ: MediaConnectFlowRequest (p. 4886)のリスト
Update requires: No interruption
Name
入力の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
MediaConnect 入力または Amazon VPC 入力を作成するときに MediaLive が引き受けるための IAM
ロール。これは、他のタイプの入力には適用されません。ロールは ARN によって識別されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Sources
入力がプル型である場合にのみ適用される設定。
必須: いいえ
タイプ: InputSourceRequest (p. 4884)のリスト
Update requires: No interruption
Tags
この入力のタグのコレクション。各タグはキーと値のペアです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Type
この入力のタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Vpc
ソースが Amazon VPC にあるプッシュ入力である場合にのみ適用される設定。
必須: いいえ
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タイプ: InputVpcRequest (p. 4885)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 入力の MediaLive ID。
例: { "Ref": "myInput" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
MediaLive 入力の ARN。例 :arn:aws:medialive:uswest-1:111122223333:medialive:input:1234567。MediaLive は、入力の作成時にこの ARN を作成しま
す。
Destinations
プッシュ入力の場合、入力の送信先。送信先は、アップストリームシステムがこの入力に対してコン
テンツをプッシュする MediaLive のロケーションの URL です。MediaLive は、入力の作成時にこれ
らのアドレスを作成します。
Sources
プル入力の場合、入力のソース。ソースは、MediaLive がこの入力に対しいてコンテンツをプルする
アップストリームシステムのロケーションの URL です。これらの URL を作成リクエストに含めまし
た。

AWS::MediaLive::Input InputDestinationRequest
入力がプッシュ型の場合にのみ適用される設定。
このエンティティの親は Input です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StreamName" : String

YAML
StreamName: String
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プロパティ
StreamName
RTMP ソースコンテンツが MediaLive でプッシュされる場所のストリーム名 (アプリケーション名や
アプリケーションインスタンス)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Input InputDeviceRequest
このエンティティは使用されません。無視します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String

YAML
Id: String

プロパティ
Id
このプロパティは使用されません。無視します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Input InputDeviceSettings
入力が Elemental Link 入力である場合にのみ適用される設定。
このエンティティの親は Input です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Id" : String
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YAML
Id: String

プロパティ
Id
デバイスの一意の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Input InputSourceRequest
入力がプル型である場合にのみ適用される設定。
このエンティティの親は Input です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"PasswordParam" : String,
"Url" : String,
"Username" : String

YAML
PasswordParam: String
Url: String
Username: String

プロパティ
PasswordParam
アップストリームシステムにアクセスするためのパスワードを保持するパスワードパラメータ。パス
ワードパラメータは、アップストリームシステムで認証情報が必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
プル入力の場合、MediaLive がソースコンテンツをプルする URL。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
アップストリームシステムに接続するためのユーザー名。ユーザー名は、アップストリームシステム
で認証情報が必要な場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Input InputVpcRequest
ソースが Amazon VPC にあるプッシュ入力である場合にのみ適用される設定。
このエンティティの親は Input です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
入力 VPC ネットワークインターフェイスにアタッチする最大 5 つの VPC セキュリティグループ ID
のリスト。セキュリティグループにはサブネット ID が必要です。何も指定しない場合、MediaLive は
VPC のデフォルトセキュリティグループを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
同じ VPC の 2 つの VPC サブネット ID のリスト。サブネット ID は 2 つの一意のアベイラビリティー
ゾーンに関連付ける必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::Input MediaConnectFlowRequest
入力が MediaConnect 入力である場合にのみ適用される設定。
このエンティティの親は Input です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FlowArn" : String

YAML
FlowArn: String

プロパティ
FlowArn
この MediaConnect 入力のソースである 1 つまたは 2 つの MediaConnect フローの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaLive::InputSecurityGroup
AWS::MediaLive::InputSecurityGroup は、入力セキュリティグループを作成する MediaLive リソースタイ
プです。
MediaLive 入力セキュリティグループは MediaLive 入力に関連付けられています。入力セキュリティグ
ループは、外部 IP アドレスが関連する MediaLive 入力にコンテンツをプッシュできるかどうかを制御する
IP アドレスの「許可リスト」です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::MediaLive::InputSecurityGroup",
"Properties" : {
"Tags" : Json,
"WhitelistRules" : [ InputWhitelistRuleCidr (p. 4887), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::MediaLive::InputSecurityGroup
Properties:
Tags: Json
WhitelistRules:
- InputWhitelistRuleCidr (p. 4887)

プロパティ
Tags
この入力セキュリティグループのタグのコレクション。各タグはキーと値のペアです。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
WhitelistRules
入力セキュリティグループに「許可された」アドレスとして含める IPv4 CIDR アドレスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: InputWhitelistRuleCidr (p. 4887)のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 入力セキュリティグループ
の名前。
例: { "Ref": "myInputSecurityGroup" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
MediaLive 入力セキュリティグループの ARN。例 :arn:aws:medialive:uswest-1:111122223333:medialive:inputSecurityGroup:1234567

AWS::MediaLive::InputSecurityGroup InputWhitelistRuleCidr
この入力セキュリティグループに含める IPv4 CIDR 範囲。
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このエンティティの親は InputSecurityGroup です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Cidr" : String

YAML
Cidr: String

プロパティ
Cidr
この入力セキュリティグループに含める IPv4 CIDR 範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Elemental MediaPackage リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::MediaPackage::Asset (p. 4888)
• AWS::MediaPackage::Channel (p. 4891)
• AWS::MediaPackage::OriginEndpoint (p. 4893)
• AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration (p. 4915)
• AWS::MediaPackage::PackagingGroup (p. 4930)

AWS::MediaPackage::Asset
VOD コンテンツを取り込むためのアセットを作成します。
アセットが作成されると、アセットはコンテンツの取り込みを開始し、それに関連付けられたパッケージ
設定用の再生 URL を生成します。取り込みが完了すると、ダウンストリームデバイスは、適切な URL を
使用して AWS Elemental MediaPackage から VOD コンテンツをリクエストします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::MediaPackage::Asset",
"Properties" : {
"Id" : String,
"PackagingGroupId" : String,
"ResourceId" : String,
"SourceArn" : String,
"SourceRoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaPackage::Asset
Properties:
Id: String
PackagingGroupId: String
ResourceId: String
SourceArn: String
SourceRoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Id
アセットに割り当てる一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PackagingGroupId
このアセットに関連付けられたパッケージンググループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
キープロバイダーサービスに設定された、このアセットの一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SourceArn
Amazon S3 のソースコンテンツの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SourceRoleArn
ソースコンテンツが保存されている Amazon S3 バケットへのアクセスを AWS Elemental
MediaPackage に付与する IAM ロールの ARN。有効な形式: arn:aws:iam::{accountID}:role/{name}
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
アセットに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
アセットの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、アセットへの任意のリクエストに対するレスポ
ンスから取得できます。
CreatedAt
取り込み用にアセットが最初に送信された時刻。
EgressEndpoints
Property description not available.

AWS::MediaPackage::Asset EgressEndpoint
アセットのパッケージング設定の再生エンドポイント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PackagingConfigurationId" : String,
"Url" : String

YAML
PackagingConfigurationId: String
Url: String
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プロパティ
PackagingConfigurationId
このアセットに適用されるパッケージング設定の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
このエンドポイントからコンテンツをリクエストするために使用する URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::Channel
コンテンツを受信するチャネルを作成します。
作成後のチャネルは、静的な入力 URL を提供します。これらの URL は、障害やアップグレードが発生し
た場合でも、チャネルの存続期間を通じて変わりません。これらの URL を使用して、アップストリームエ
ンコーダの出力を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaPackage::Channel",
"Properties" : {
"Description" : String,
"EgressAccessLogs" : LogConfiguration (p. 4893),
"Id" : String,
"IngressAccessLogs" : LogConfiguration (p. 4893),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaPackage::Channel
Properties:
Description: String
EgressAccessLogs:
LogConfiguration (p. 4893)
Id: String
IngressAccessLogs:
LogConfiguration (p. 4893)
Tags:
- Tag
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プロパティ
Description
将来の識別のためにチャネルに追加する説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EgressAccessLogs
出力アクセスログを設定します。
必須: いいえ
タイプ: LogConfiguration (p. 4893)
Update requires: No interruption
Id
チャネルに割り当てる一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IngressAccessLogs
入力アクセスログを設定します。
必須: いいえ
タイプ: LogConfiguration (p. 4893)
Update requires: No interruption
Tags
チャネルに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
AWS レコードに基づいて、システムによって生成されるチャネルの一意のリソース名。
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AWS::MediaPackage::Channel LogConfiguration
チャネル用のアクセスログ設定パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupName" : String

YAML
LogGroupName: String

プロパティ
LogGroupName
カスタム Amazon CloudWatch ロググループ名を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint
AWS Elemental MediaPackage チャネルでエンドポイントを作成する
エンドポイントは、チャネルの単一の配信ポイントを表し、パッケージングプロトコル、DRM と暗号化の
統合など、さまざまなコンポーネントを介したコンテンツ出力処理を定義します。
作成後のエンドポイントは、固定パブリック URL を提供します。この URL は、障害やアップグレード
が発生した場合でも、エンドポイントの存続期間を通じて変わりません。URL をダウンストリーム CDN
(Amazon CloudFront など) と統合したり、再生デバイスと統合したりします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::MediaPackage::OriginEndpoint",
"Properties" : {
"Authorization" : Authorization (p. 4897),
"ChannelId" : String,
"CmafPackage" : CmafPackage (p. 4898),
"DashPackage" : DashPackage (p. 4900),
"Description" : String,
"HlsPackage" : HlsPackage (p. 4908),
"Id" : String,
"ManifestName" : String,
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}

}

"MssPackage" : MssPackage (p. 4912),
"Origination" : String,
"StartoverWindowSeconds" : Integer,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TimeDelaySeconds" : Integer,
"Whitelist" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::MediaPackage::OriginEndpoint
Properties:
Authorization:
Authorization (p. 4897)
ChannelId: String
CmafPackage:
CmafPackage (p. 4898)
DashPackage:
DashPackage (p. 4900)
Description: String
HlsPackage:
HlsPackage (p. 4908)
Id: String
ManifestName: String
MssPackage:
MssPackage (p. 4912)
Origination: String
StartoverWindowSeconds: Integer
Tags:
- Tag
TimeDelaySeconds: Integer
Whitelist:
- String

プロパティ
Authorization
CDN 認可のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Authorization (p. 4897)
Update requires: No interruption
ChannelId
このエンドポイントに関連付けられているチャネルの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CmafPackage
Common Media Application Format (CMAF) パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: CmafPackage (p. 4898)
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Update requires: No interruption
DashPackage
DASH パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DashPackage (p. 4900)
Update requires: No interruption
Description
将来の識別のためにエンドポイントに追加する説明情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HlsPackage
Apple HLS パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HlsPackage (p. 4908)
Update requires: No interruption
Id
マニフェスト ID は必須であり、OriginEndpoint 内で一意にする必要があります。ID は、エンドポイ
ントの作成後に変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ManifestName
エンドポイント URL の末尾に追加される短い文字列。このエンドポイントへの一意のパスを作成しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MssPackage
Microsoft Smooth Streaming パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MssPackage (p. 4912)
Update requires: No interruption
Origination
このエンドポイントからの動画の発信を制御します。
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• ALLOW - このエンドポイントからリクエスト元のデバイスにコンテンツを発信することを許可しま
す。
• DENY -このエンドポイントからのコンテンツの発信を禁止します。発信を禁止すると、Live-to-VOD
アセットの収集に役立ちます。収集と発信の詳細については、「 Live-to-VOD の要件」を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartoverWindowSeconds
スタートオーバー再生のためにコンテンツを保持する最大時間 (秒単位)。この属性を省略するか、
「0」と入力すると、このエンドポイントでのスタートオーバー再生が無効になります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tags
エンドポイントに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TimeDelaySeconds
ライブコンテンツの再生に適用する最小の遅延時間 (秒単位)。この属性を省略するか、「0」と入力す
ると、このエンドポイントでの遅延が無効になります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Whitelist
このエンドポイントにアクセスできる IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
AWS レコードに基づいて、システムによって生成されるエンドポイントの一意のリソース名。
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Url
キープロバイダーのキー取得 API エンドポイントの URL。https:// で始める必要があります。

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint Authorization
エンドポイントで CDN 認可を有効にするためのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CdnIdentifierSecret" : String,
"SecretsRoleArn" : String

YAML
CdnIdentifierSecret: String
SecretsRoleArn: String

プロパティ
CdnIdentifierSecret
コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がエンドポイントへのアクセスを許可するために使用する AWS
Secrets Manager のシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretsRoleArn
AWS Secrets Manager との通信を MediaPackage に許可する IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint CmafEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ConstantInitializationVector" : String,
"KeyRotationIntervalSeconds" : Integer,
"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4913)

YAML
ConstantInitializationVector: String
KeyRotationIntervalSeconds: Integer
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4913)

プロパティ
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される、オプションの 128 ビット 16 バイトの 16 進値。この値は、ブロックを
暗号化するためのキーと組み合わせて使用されます。値を指定しない場合、MediaPackage は定数初
期化ベクトル (IV) を作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyRotationIntervalSeconds
AWS Elemental MediaPackage が新しいキーにローテーションするまでの秒数。デフォルトでは、
ローテーションは 60 秒に設定されています。キーローテーションを無効にするには、0 に設定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4913)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint CmafPackage
Common Media Application Format (CMAF) パッケージングのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Encryption" : CmafEncryption (p. 4897),
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}

"HlsManifests" : [ HlsManifest (p. 4906), ... ],
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"SegmentPrefix" : String,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4914)

YAML
Encryption:
CmafEncryption (p. 4897)
HlsManifests:
- HlsManifest (p. 4906)
SegmentDurationSeconds: Integer
SegmentPrefix: String
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4914)

プロパティ
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: CmafEncryption (p. 4897)
Update requires: No interruption
HlsManifests
このエンドポイントから利用できる HLS マニフェスト設定のリスト。
必須: いいえ
タイプ: HlsManifest (p. 4906) のリスト
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各セグメントの継続時間 (秒単位)。実際のセグメントは、ソースセグメント期間の最も近い倍数に丸
められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentPrefix
各セグメントの名前の前に付加されるオプションのカスタム文字列。指定しない場合、セグメントプ
レフィックスはデフォルトで ChannelId になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
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必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4914)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint DashEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyRotationIntervalSeconds" : Integer,
"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4913)

YAML
KeyRotationIntervalSeconds: Integer
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4913)

プロパティ
KeyRotationIntervalSeconds
AWS Elemental MediaPackage が新しいキーにローテーションするまでの秒数。デフォルトでは、
ローテーションは 60 秒に設定されています。キーローテーションを無効にするには、0 に設定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4913)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint DashPackage
DASH パッケージングのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
4900

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaPackage

JSON
{

}

"AdsOnDeliveryRestrictions" : String,
"AdTriggers" : [ String, ... ],
"Encryption" : DashEncryption (p. 4900),
"ManifestLayout" : String,
"ManifestWindowSeconds" : Integer,
"MinBufferTimeSeconds" : Integer,
"MinUpdatePeriodSeconds" : Integer,
"PeriodTriggers" : [ String, ... ],
"Profile" : String,
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"SegmentTemplateFormat" : String,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4914),
"SuggestedPresentationDelaySeconds" : Integer,
"UtcTiming" : String,
"UtcTimingUri" : String

YAML
AdsOnDeliveryRestrictions: String
AdTriggers:
- String
Encryption:
DashEncryption (p. 4900)
ManifestLayout: String
ManifestWindowSeconds: Integer
MinBufferTimeSeconds: Integer
MinUpdatePeriodSeconds: Integer
PeriodTriggers:
- String
Profile: String
SegmentDurationSeconds: Integer
SegmentTemplateFormat: String
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4914)
SuggestedPresentationDelaySeconds: Integer
UtcTiming: String
UtcTimingUri: String

プロパティ
AdsOnDeliveryRestrictions
SCTE-35 セグメンテーション記述子のフラグ。MediaPackage が出力マニフェストに広告マーカー
を挿入するために必要です。MediaPackage の SCTE-35 の詳細については、SCTE-35 Message
Options in AWS Elemental MediaPackage を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AdTriggers
MediaPackage が出力マニフェストで広告マーカーとして扱う SCTE-35 メッセージタイプを指定しま
す。
有効な値:
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• BREAK
• DISTRIBUTOR_ADVERTISEMENT
• DISTRIBUTOR_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY。
• DISTRIBUTOR_PLACEMENT_OPPORTUNITY。
• PROVIDER_ADVERTISEMENT。
• PROVIDER_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY。
• PROVIDER_PLACEMENT_OPPORTUNITY。
• SPLICE_INSERT。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DashEncryption (p. 4900)
Update requires: No interruption
ManifestLayout
マニフェスト内のいくつかのタグの位置を決定します。
オプション:
• FULL - SegmentTemplate や ContentProtection などの要素が Representation ごとに含ま
れます。
• COMPACT - 重複する要素が結合され、AdaptationSet レベルで表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ManifestWindowSeconds
各マニフェスト内のタイムウィンドウ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinBufferTimeSeconds
プレーヤーがバッファで利用可能にしておく必要があるコンテンツの最小量 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinUpdatePeriodSeconds
マニフェストの更新をリクエストするまでにプレイヤーが待機する必要がある最小時間 (秒単位)。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PeriodTriggers
MediaPackage で単一期間または複数期間の DASH マニフェストを生成するかを制御します。期間の
詳細については、Multi-period DASH in AWS Elemental MediaPackage を参照してください。
有効な値:
• ADS - MediaPackage は、複数期間 DASH マニフェストを生成します。期間は、入力マニフェスト
に存在する SCTE-35 広告マーカーに基づいて作成されます。
• 値なし - MediaPackage は単一期間の DASH マニフェストを生成します。これがデフォルトの設定
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Profile
出力の DASH プロファイル (HbbTV など)。
有効な値:
• NONE - 出力で DASH プロファイルを使用しません。
• HBBTV_1_5 - 出力は HbbTV に準拠しています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍
数に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentTemplateFormat
マニフェスト内の SegmentTemplate タグの media URL で使用される変数の型を決定します。セグ
メントタイムライン情報を SegmentTimeline または SegmentTemplate に含めるかどうかも指定
します。
• NUMBER_WITH_TIMELINE - $Number$ 変数は media URL で使用されます。この変数の値は、セ
グメントのシーケンス番号です。完全な SegmentTimeline オブジェクトが SegmentTemplate
ごとに表示されます。
• NUMBER_WITH_DURATION - $Number$ 変数は media URLで使用され、duration 属性はセグメン
トテンプレートに追加されます。SegmentTimeline オブジェクトは表示から削除されます。
• TIME_WITH_TIMELINE - $Time$ 変数は media URL で使用されます。この変数の値は、
セグメントの開始時のタイムスタンプです。完全な SegmentTimeline オブジェクトが
SegmentTemplate ごとに表示されます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4914)
Update requires: No interruption
SuggestedPresentationDelaySeconds
マニフェストの末尾のライブポイントからプレーヤーを戻す時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UtcTiming
DASH Media Presentation Description (MPD) に含まれる UTC タイミングのタイプを決定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UtcTimingUri
utcTiming が HTTP-ISO または HTTP-HEAD に設定されている場合の UTC タイミングフィールドの
値属性を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint HlsEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConstantInitializationVector" : String,
"EncryptionMethod" : String,
"KeyRotationIntervalSeconds" : Integer,
"RepeatExtXKey" : Boolean,
"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4913)
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YAML
ConstantInitializationVector: String
EncryptionMethod: String
KeyRotationIntervalSeconds: Integer
RepeatExtXKey: Boolean
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4913)

プロパティ
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される 128 ビット 16 バイトの 16 進値。ブロックを暗号化するためのキーで使
用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionMethod
HLS 暗号化タイプ
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyRotationIntervalSeconds
AWS Elemental MediaPackage が新しいキーにローテーションするまでの秒数。デフォルトでは、
ローテーションは 60 秒に設定されています。キーローテーションを無効にするには、0 に設定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RepeatExtXKey
すべてのメディアセグメントで EXT-X-KEY ディレクティブを繰り返します。これにより、DRM
サーバーへのクライアントリクエストが増える場合があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4913)
Update requires: No interruption
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AWS::MediaPackage::OriginEndpoint HlsManifest
CMAF エンドポイントの HTTP ライブストリーミング (HLS) マニフェストの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdMarkers" : String,
"AdsOnDeliveryRestrictions" : String,
"AdTriggers" : [ String, ... ],
"Id" : String,
"IncludeIframeOnlyStream" : Boolean,
"ManifestName" : String,
"PlaylistType" : String,
"PlaylistWindowSeconds" : Integer,
"ProgramDateTimeIntervalSeconds" : Integer,
"Url" : String

YAML
AdMarkers: String
AdsOnDeliveryRestrictions: String
AdTriggers:
- String
Id: String
IncludeIframeOnlyStream: Boolean
ManifestName: String
PlaylistType: String
PlaylistWindowSeconds: Integer
ProgramDateTimeIntervalSeconds: Integer
Url: String

プロパティ
AdMarkers
パッケージ化されたエンドポイントに広告マーカーを含める方法を制御します。有効な値は
none、passthrough、または scte35_enhanced です。
• NONE - すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• PASSTHROUGH - 入力マニフェストから直接取得されたSCTE-35広告マーカー (コメント) の出力に
コピーを作成します。
• SCTE35_ENHANCED - 入力マニフェストからの SCTE-35 メッセージに基づいて、広告マーカーとブ
ラックアウトタグを出力に生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AdsOnDeliveryRestrictions
SCTE-35 セグメンテーション記述子のフラグ。MediaPackage が出力マニフェストに広告マーカー
を挿入するために必要です。MediaPackage の SCTE-35 の詳細については、SCTE-35 Message
Options in AWS Elemental MediaPackage を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AdTriggers
MediaPackage が出力マニフェストで広告マーカーとして扱う SCTE-35 メッセージタイプを指定しま
す。
有効な値:
• BREAK
• DISTRIBUTOR_ADVERTISEMENT
• DISTRIBUTOR_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• DISTRIBUTOR_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• PROVIDER_ADVERTISEMENT
• PROVIDER_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• PROVIDER_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• SPLICE_INSERT
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Id
マニフェスト ID は必須であり、OriginEndpoint 内で一意にする必要があります。ID は、エンドポイ
ントの作成後に変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludeIframeOnlyStream
単一のビデオトラックを持つストリームセットにのみ適用されます。true の場合、ストリームセット
には、追加の I フレームのみのストリームが他のトラックと共に含まれます。false の場合、この余分
なストリームは含まれません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ManifestName
エンドポイント URL の末尾に追加される短い文字列。このエンドポイントへの一意のパスを作成
します。HLSManifest オブジェクトの manifestName は、originEndpoint オブジェクトに指定した
manifestName を上書きします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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PlaylistType
event または vod として指定すると、対応する EXT-X-PLAYLIST-TYPE エントリがメディア再生リ
ストに含まれます。再生リストが Live-to-VOD コンテンツであるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PlaylistWindowSeconds
各親マニフェスト内のタイムウィンドウ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ProgramDateTimeIntervalSeconds
指定した間隔で出力マニフェストに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグを挿入します。さらに、コ
ンテンツの取り込みが開始された時点から 5 秒ごとに ID3Timed メタデータメッセージが生成されま
す。
このパラメータに関係なく、HLS 入力内にある ID3Timed メタデータは HLS 出力に渡されます。
この属性を省略するか、「0」と入力すると、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグはマニフェストに
含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Url
このエンドポイントから、このマニフェストをリクエストするために使用する URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint HlsPackage
Apple HLS パッケージングのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AdMarkers" : String,
"AdsOnDeliveryRestrictions" : String,
"AdTriggers" : [ String, ... ],
"Encryption" : HlsEncryption (p. 4904),
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}

"IncludeIframeOnlyStream" : Boolean,
"PlaylistType" : String,
"PlaylistWindowSeconds" : Integer,
"ProgramDateTimeIntervalSeconds" : Integer,
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4914),
"UseAudioRenditionGroup" : Boolean

YAML
AdMarkers: String
AdsOnDeliveryRestrictions: String
AdTriggers:
- String
Encryption:
HlsEncryption (p. 4904)
IncludeIframeOnlyStream: Boolean
PlaylistType: String
PlaylistWindowSeconds: Integer
ProgramDateTimeIntervalSeconds: Integer
SegmentDurationSeconds: Integer
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4914)
UseAudioRenditionGroup: Boolean

プロパティ
AdMarkers
パッケージ化されたエンドポイントに広告マーカーを含める方法を制御します。有効な値は
none、passthrough、または scte35_enhanced です。
• NONE - すべての SCTE-35 広告マーカーを出力から省きます。
• PASSTHROUGH - 入力マニフェストから直接取得されたSCTE-35広告マーカー (コメント) の出力に
コピーを作成します。
• SCTE35_ENHANCED - 入力マニフェストからの SCTE-35 メッセージに基づいて、広告マーカーとブ
ラックアウトタグを出力に生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AdsOnDeliveryRestrictions
SCTE-35 セグメンテーション記述子のフラグ。MediaPackage が出力マニフェストに広告マーカー
を挿入するために必要です。MediaPackage の SCTE-35 の詳細については、SCTE-35 Message
Options in AWS Elemental MediaPackage を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AdTriggers
MediaPackage が出力マニフェストで広告マーカーとして扱う SCTE-35 メッセージタイプを指定しま
す。
有効な値:
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• BREAK
• DISTRIBUTOR_ADVERTISEMENT
• DISTRIBUTOR_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• DISTRIBUTOR_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• PROVIDER_ADVERTISEMENT
• PROVIDER_OVERLAY_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• PROVIDER_PLACEMENT_OPPORTUNITY
• SPLICE_INSERT
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HlsEncryption (p. 4904)
Update requires: No interruption
IncludeIframeOnlyStream
単一のビデオトラックを持つストリームセットにのみ適用されます。true の場合、ストリームセット
には、追加の I フレームのみのストリームが他のトラックと共に含まれます。false の場合、この余分
なストリームは含まれません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PlaylistType
event または vod として指定すると、対応する EXT-X-PLAYLIST-TYPE エントリがメディア再生リ
ストに含まれます。再生リストが Live-to-VOD コンテンツであるかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PlaylistWindowSeconds
各親マニフェスト内のタイムウィンドウ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ProgramDateTimeIntervalSeconds
指定した間隔で出力マニフェストに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグを挿入します。さらに、コ
ンテンツの取り込みが開始された時点から 5 秒ごとに ID3Timed メタデータメッセージが生成されま
す。
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このパラメータに関係なく、HLS 入力内にある ID3Timed メタデータは HLS 出力に渡されます。
この属性を省略するか、「0」と入力すると、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグはマニフェストに
含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍
数に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4914)
Update requires: No interruption
UseAudioRenditionGroup
true の場合、AWS Elemental MediaPackage はすべてのオーディオトラックをレンディショングルー
プにバンドルします。ストリーム内の他のすべてのトラックは、グループの任意のオーディオレン
ディションと併用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint MssEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4913)

YAML
SpekeKeyProvider:
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SpekeKeyProvider (p. 4913)

プロパティ
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4913)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint MssPackage
Microsoft Smooth Streaming パッケージングのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encryption" : MssEncryption (p. 4911),
"ManifestWindowSeconds" : Integer,
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4914)

YAML
Encryption:
MssEncryption (p. 4911)
ManifestWindowSeconds: Integer
SegmentDurationSeconds: Integer
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4914)

プロパティ
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MssEncryption (p. 4911)
Update requires: No interruption
ManifestWindowSeconds
各マニフェスト内のタイムウィンドウ (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍
数に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4914)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint SpekeKeyProvider
DRM のキープロバイダー設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CertificateArn" : String,
"ResourceId" : String,
"RoleArn" : String,
"SystemIds" : [ String, ... ],
"Url" : String

YAML
CertificateArn: String
ResourceId: String
RoleArn: String
SystemIds:
- String
Url: String

プロパティ
CertificateArn
このエンドポイントにコンテンツキーの暗号化を追加するために AWS Certificate Manager にイン
ポートした証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。この機能を使用するには、DRM キープロバイ
ダーがコンテンツキーの暗号化をサポートしている必要があります。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceId
キープロバイダーサービスで設定された、このエンドポイントの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
キープロバイダー API へのアクセスを提供するためにキープロバイダーによって付与される IAM ロー
ルの ARN。このロールには、ロールを引き受けることを AWS Elemental MediaPackage に許可する
信頼ポリシーが必要です。また、特定のキー取得 URL へのアクセスを許可する十分なアクセス許可ポ
リシーが必要です。有効な形式: arn:aws:iam::{accountID}:role/{name}
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SystemIds
CPIX 仕様で定義されている、使用する DRM システムの一意の識別子のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Url
キープロバイダーのキー取得 API エンドポイントの URL。https:// で始める必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::OriginEndpoint StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaxVideoBitsPerSecond" : Integer,
"MinVideoBitsPerSecond" : Integer,
"StreamOrder" : String
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YAML
MaxVideoBitsPerSecond: Integer
MinVideoBitsPerSecond: Integer
StreamOrder: String

プロパティ
MaxVideoBitsPerSecond
このエンドポイントが処理するビットレートの上限。このしきい値を超えたビデオトラックは、AWS
Elemental MediaPackage によって出力から除外されます。値を指定しない場合は、デフォルトで
2147483647 ビット/秒に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinVideoBitsPerSecond
このエンドポイントが処理するビットレートの下限。このしきい値を下回ったビデオトラック
は、AWS Elemental MediaPackage によって出力から除外されます。値を指定しない場合は、デフォ
ルトで 0 ビット/秒に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamOrder
複数の異なるビデオビットレートがプレーヤーに提示される順序。
有効な値: ORIGINAL、VIDEO_BITRATE_ASCENDING、VIDEO_BITRATE_DESCENDING。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
パッケージンググループのパッケージング設定を作成します。
パッケージング設定は、アセットの単一の配信ポイントを表します。これは、出力するコンテンツの形式
と設定を決定します。設定ごとにパッケージ形式を 1 つだけ指定します (HlsPackage など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration",
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}

"Properties" : {
"CmafPackage" : CmafPackage (p. 4918),
"DashPackage" : DashPackage (p. 4921),
"HlsPackage" : HlsPackage (p. 4925),
"Id" : String,
"MssPackage" : MssPackage (p. 4928),
"PackagingGroupId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
Properties:
CmafPackage:
CmafPackage (p. 4918)
DashPackage:
DashPackage (p. 4921)
HlsPackage:
HlsPackage (p. 4925)
Id: String
MssPackage:
MssPackage (p. 4928)
PackagingGroupId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
CmafPackage
CMAF パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: CmafPackage (p. 4918)
Update requires: No interruption
DashPackage
DASH-ISO パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DashPackage (p. 4921)
Update requires: No interruption
HlsPackage
Apple HLS パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HlsPackage (p. 4925)
Update requires: No interruption
Id
パッケージング設定に割り当てる一意の識別子。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MssPackage
Microsoft Smooth Streaming パッケージングのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MssPackage (p. 4928)
Update requires: No interruption
PackagingGroupId
このパッケージング設定に関連付けられているパッケージンググループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
パッケージング設定に割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
パッケージング設定の Amazon リソースネーム (ARN)。これは、パッケージング設定への任意のリク
エストに対するレスポンスから取得できます。

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration CmafEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4929)
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YAML
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4929)

プロパティ
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4929)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration CmafPackage
Common Media Application Format (CMAF) パッケージングを使用するパッケージング設定のパラメー
タ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encryption" : CmafEncryption (p. 4917),
"HlsManifests" : [ HlsManifest (p. 4924), ... ],
"IncludeEncoderConfigurationInSegments" : Boolean,
"SegmentDurationSeconds" : Integer

YAML
Encryption:
CmafEncryption (p. 4917)
HlsManifests:
- HlsManifest (p. 4924)
IncludeEncoderConfigurationInSegments: Boolean
SegmentDurationSeconds: Integer

プロパティ
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: CmafEncryption (p. 4917)
Update requires: No interruption
HlsManifests
このエンドポイントから利用できる HLS マニフェスト設定のリスト。
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必須: はい
タイプ: HlsManifest (p. 4924) のリスト
Update requires: No interruption
IncludeEncoderConfigurationInSegments
includeEncoderConfigurationInSegments が true に設定されている場合、MediaPackage は、init フラ
グメントではなく、エンコーダの Sequence Parameter Set (SPS)、Picture Parameter Set (PPS)、お
よび Video Parameter Set (VPS) メタデータをすべての動画セグメントに配置します。これにより、
コンテンツの再生中にアセットに異なる SPS/PPS/VPS 設定を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各セグメントの継続時間 (秒単位)。実際のセグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍数に
丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration DashEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4929)

YAML
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4929)

プロパティ
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4929)
Update requires: No interruption
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AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration DashManifest
DASH マニフェストのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ManifestLayout" : String,
"ManifestName" : String,
"MinBufferTimeSeconds" : Integer,
"Profile" : String,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4929)

YAML
ManifestLayout: String
ManifestName: String
MinBufferTimeSeconds: Integer
Profile: String
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4929)

プロパティ
ManifestLayout
メディアプレゼンテーション説明 (MPD) 内のいくつかのタグの位置を決定します。FULL に設定する
と、SegmentTemplate や ContentProtection などの要素が Representation ごとに含まれま
す。COMPACT に設定すると、重複する要素が結合され、AdaptationSet レベルで表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ManifestName
エンドポイント URL の末尾に追加される短い文字列。このパッケージング設定への一意のパスを作成
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MinBufferTimeSeconds
プレーヤーがバッファで利用可能にしておく必要があるコンテンツの最小量 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Profile
DASH プロファイルタイプ。HBBTV_1_5 に設定すると、コンテンツは HbbTV 1.5 に準拠します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4929)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration DashPackage
HTTP 経由の動的アダプティブストリーミング (DASH) パッケージングを使用するパッケージング設定の
パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DashManifests" : [ DashManifest (p. 4920), ... ],
"Encryption" : DashEncryption (p. 4919),
"IncludeEncoderConfigurationInSegments" : Boolean,
"PeriodTriggers" : [ String, ... ],
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"SegmentTemplateFormat" : String

YAML
DashManifests:
- DashManifest (p. 4920)
Encryption:
DashEncryption (p. 4919)
IncludeEncoderConfigurationInSegments: Boolean
PeriodTriggers:
- String
SegmentDurationSeconds: Integer
SegmentTemplateFormat: String

プロパティ
DashManifests
このエンドポイントから利用できる DASH マニフェスト設定のリスト。
必須: はい
タイプ: DashManifest (p. 4920) のリスト
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Update requires: No interruption
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DashEncryption (p. 4919)
Update requires: No interruption
IncludeEncoderConfigurationInSegments
includeEncoderConfigurationInSegments が true に設定されている場合、MediaPackage は、init フラ
グメントではなく、エンコーダの Sequence Parameter Set (SPS)、Picture Parameter Set (PPS)、お
よび Video Parameter Set (VPS) メタデータをすべての動画セグメントに配置します。これにより、
コンテンツの再生中にアセットに異なる SPS/PPS/VPS 設定を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PeriodTriggers
MediaPackage で単一期間または複数期間の DASH マニフェストを生成するかを制御します。期間の
詳細については、Multi-period DASH in AWS Elemental MediaPackage を参照してください。
有効な値:
• ADS - MediaPackage は、複数期間 DASH マニフェストを生成します。期間は、入力マニフェスト
に存在する SCTE-35 広告マーカーに基づいて作成されます。
• 値なし - MediaPackage は単一期間の DASH マニフェストを生成します。これがデフォルトの設定
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースセグメント期間の最も近い倍数
に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SegmentTemplateFormat
メディアプレゼンテーション説明 (MPD) に含まれる SegmentTemplate のタイプを決定しま
す。NUMBER_WITH_TIMELINE に設定すると、完全なタイムラインが $Number$ メディア URL と共
に各 SegmentTemplate に表示されます。TIME_WITH_TIMELINE に設定すると、完全なタイムライ
ンが $Time$ メディア URL と共に各 SegmentTemplate に表示されます。NUMBER_WITH_DURATION
に設定すると、持続時間のみが $Number$ メディア URL と共に各 SegmentTemplate に表示されま
す。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration HlsEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConstantInitializationVector" : String,
"EncryptionMethod" : String,
"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4929)

YAML
ConstantInitializationVector: String
EncryptionMethod: String
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4929)

プロパティ
ConstantInitializationVector
32 文字の文字列で表される 128 ビット 16 バイトの 16 進値。ブロックを暗号化するためのキーで使
用されます。定数初期化ベクトル (IV) を指定しない場合、MediaPackage は IV を定期的にローテー
ションします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionMethod
HLS 暗号化タイプ
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4929)
Update requires: No interruption
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AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration HlsManifest
HLS マニフェストのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdMarkers" : String,
"IncludeIframeOnlyStream" : Boolean,
"ManifestName" : String,
"ProgramDateTimeIntervalSeconds" : Integer,
"RepeatExtXKey" : Boolean,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4929)

YAML
AdMarkers: String
IncludeIframeOnlyStream: Boolean
ManifestName: String
ProgramDateTimeIntervalSeconds: Integer
RepeatExtXKey: Boolean
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4929)

プロパティ
AdMarkers
この設定は、パッケージコンテンツの広告マーカーを制御します。NONE は、出力から SCTE-35 広告
マーカーを省略します。PASSTHROUGH は、ソースコンテンツから出力に SCTE-35 広告マーカーをコ
ピーします。SCTE35_ENHANCED は、ソースコンテンツの SCTE-35 メッセージに基づいて、出力に
広告マーカーとブラックアウトタグを生成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludeIframeOnlyStream
単一のビデオトラックを持つストリームセットにのみ適用されます。有効にすると、出力には追加の I
フレームのみのストリームが他のトラックと共に含まれます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ManifestName
エンドポイント URL の末尾に追加される短い文字列。このパッケージング設定への一意のパスを作成
します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ProgramDateTimeIntervalSeconds
指定した間隔で出力マニフェストに EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグを挿入します。さらに、コ
ンテンツの取り込みが開始された時点から 5 秒ごとに ID3Timed メタデータメッセージが生成されま
す。
このパラメータに関係なく、HLS 入力内にある ID3Timed メタデータは HLS 出力に渡されます。
この属性を省略するか、「0」と入力すると、EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME タグはマニフェストに
含まれません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RepeatExtXKey
すべてのメディアセグメントで EXT-X-KEY ディレクティブを繰り返します。これにより、DRM サー
バーへのクライアントリクエストが増える場合があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
StreamSelection
このパッケージング設定からの出力に対するビデオビットレートの制限。
必須: いいえ
タイプ: StreamSelection (p. 4929)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration HlsPackage
HTTP ライブストリーミング (HLS) パッケージングを使用するパッケージング設定のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encryption" : HlsEncryption (p. 4923),
"HlsManifests" : [ HlsManifest (p. 4924), ... ],
"SegmentDurationSeconds" : Integer,
"UseAudioRenditionGroup" : Boolean

YAML
Encryption:
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HlsEncryption (p. 4923)
HlsManifests:
- HlsManifest (p. 4924)
SegmentDurationSeconds: Integer
UseAudioRenditionGroup: Boolean

プロパティ
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: HlsEncryption (p. 4923)
Update requires: No interruption
HlsManifests
このエンドポイントから利用できる HLS マニフェスト設定のリスト。
必須: はい
タイプ: HlsManifest (p. 4924) のリスト
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍
数に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UseAudioRenditionGroup
true の場合、AWS Elemental MediaPackage はすべてのオーディオトラックをレンディショングルー
プにバンドルします。ストリーム内の他のすべてのトラックは、グループの任意のオーディオレン
ディションと併用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration MssEncryption
暗号化情報を保持し、コンテンツへのアクセスを DRM ソリューションで制御できるようにします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"SpekeKeyProvider" : SpekeKeyProvider (p. 4929)
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}

YAML
SpekeKeyProvider:
SpekeKeyProvider (p. 4929)

プロパティ
SpekeKeyProvider
SPEKE キープロバイダーのパラメータ。
必須: はい
タイプ: SpekeKeyProvider (p. 4929)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration MssManifest
Microsoft Smooth マニフェストのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ManifestName" : String,
"StreamSelection" : StreamSelection (p. 4929)

YAML
ManifestName: String
StreamSelection:
StreamSelection (p. 4929)

プロパティ
ManifestName
エンドポイント URL の末尾に追加される短い文字列。このパッケージング設定への一意のパスを作成
します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamSelection
このパッケージング設定からの出力に対するビデオビットレートの制限。
必須: いいえ
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タイプ: StreamSelection (p. 4929)
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration MssPackage
Microsoft Smooth Streaming (MSS) パッケージングを使用するパッケージング設定のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encryption" : MssEncryption (p. 4926),
"MssManifests" : [ MssManifest (p. 4927), ... ],
"SegmentDurationSeconds" : Integer

YAML
Encryption:
MssEncryption (p. 4926)
MssManifests:
- MssManifest (p. 4927)
SegmentDurationSeconds: Integer

プロパティ
Encryption
コンテンツを暗号化するためのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MssEncryption (p. 4926)
Update requires: No interruption
MssManifests
このエンドポイントから利用可能な Microsoft Smooth マニフェスト設定のリスト。
必須: はい
タイプ: MssManifest (p. 4927) のリスト
Update requires: No interruption
SegmentDurationSeconds
各フラグメントの持続時間 (秒単位)。実際のフラグメントは、ソースフラグメント期間の最も近い倍
数に丸められます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration SpekeKeyProvider
暗号化キーを提供する外部の Secure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) サービスにアクセス
するための設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RoleArn" : String,
"SystemIds" : [ String, ... ],
"Url" : String

YAML
RoleArn: String
SystemIds:
- String
Url: String

プロパティ
RoleArn
キープロバイダー API へのアクセスを提供するためにキープロバイダーによって付与される IAM ロー
ルの ARN。有効な形式: arn:aws:iam::{accountID}:role/{name}
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SystemIds
CPIX 仕様で定義されている、使用する DRM システムの一意の識別子のリスト。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Url
キープロバイダーのキー取得 API エンドポイントの URL。https:// で始める必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration StreamSelection
ビデオビットレートに基づく、エンドポイントからの出力に対する制限。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaxVideoBitsPerSecond" : Integer,
"MinVideoBitsPerSecond" : Integer,
"StreamOrder" : String

YAML
MaxVideoBitsPerSecond: Integer
MinVideoBitsPerSecond: Integer
StreamOrder: String

プロパティ
MaxVideoBitsPerSecond
このエンドポイントが処理するビットレートの上限。このしきい値を超えたビデオトラックは、AWS
Elemental MediaPackage によって出力から除外されます。値を指定しない場合は、デフォルトで
2147483647 ビット/秒に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinVideoBitsPerSecond
このエンドポイントが処理するビットレートの下限。このしきい値を下回ったビデオトラック
は、AWS Elemental MediaPackage によって出力から除外されます。値を指定しない場合は、デフォ
ルトで 0 ビット/秒に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
StreamOrder
複数の異なるビデオビットレートがプレーヤーに提示される順序。
有効な値: ORIGINAL、VIDEO_BITRATE_ASCENDING、VIDEO_BITRATE_DESCENDING。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingGroup
パッケージンググループを作成します。
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パッケージンググループは、1 つ以上のパッケージング設定を保持します。アセットの作成時に、このア
セットに関連付けられたパッケージンググループを指定します。アセットには、パッケージンググループ
内のパッケージング設定ごとに再生エンドポイントがあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaPackage::PackagingGroup",
"Properties" : {
"Authorization" : Authorization (p. 4932),
"EgressAccessLogs" : LogConfiguration (p. 4933),
"Id" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaPackage::PackagingGroup
Properties:
Authorization:
Authorization (p. 4932)
EgressAccessLogs:
LogConfiguration (p. 4933)
Id: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Authorization
CDN 認可のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Authorization (p. 4932)
Update requires: No interruption
EgressAccessLogs
出力アクセスログ記録の設定パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: LogConfiguration (p. 4933)
Update requires: No interruption
Id
パッケージンググループに割り当てる一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Tags
パッケージンググループに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
パッケージンググループの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、パッケージンググループへの任
意のリクエストに対するレスポンスから取得できます。
DomainName
パッケージンググループ内のアセットの完全修飾ドメイン名。

AWS::MediaPackage::PackagingGroup Authorization
CDN 認可を有効にするパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CdnIdentifierSecret" : String,
"SecretsRoleArn" : String

YAML
CdnIdentifierSecret: String
SecretsRoleArn: String

プロパティ
CdnIdentifierSecret
CDN 認可に使用される AWS Secrets Manager のシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SecretsRoleArn
AWS Secrets Manager との通信を MediaPackage に許可する IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MediaPackage::PackagingGroup LogConfiguration
出力ログのカスタム Amazon CloudWatch ロググループ名を設定します。ロググループ名を指定しない場
合、/aws/MediaPackage/EgressAccessLogs というデフォルト名が使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupName" : String

YAML
LogGroupName: String

プロパティ
LogGroupName
出力ログのカスタム Amazon CloudWatch ロググループ名を設定します。ロググループ名を指定しな
い場合、/aws/MediaPackage/EgressAccessLogs というデフォルト名が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Elemental MediaStore リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS::MediaStore::Container (p. 4933)

AWS::MediaStore::Container
AWS::MediaStore::Container リソースは、オブジェクトを保持するストレージコンテナを指定します。コ
ンテナは Amazon S3 のバケットに似ています。
API バージョン 2010-05-15
4933

AWS CloudFormation ユーザーガイド
MediaStore

AWS CloudFormation を使用してコンテナを作成すると、テンプレートは 5 つの API アクションのデータ
を管理します。これらのアクションは、コンテナの作成、アクセスのログ記録の設定、デフォルトのコン
テナポリシーの更新、Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ポリシーの追加、およびオブジェクトライ
フサイクルポリシーの追加です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MediaStore::Container",
"Properties" : {
"AccessLoggingEnabled" : Boolean,
"ContainerName" : String,
"CorsPolicy" : [ CorsRule (p. 4936), ... ],
"LifecyclePolicy" : String,
"MetricPolicy" : MetricPolicy (p. 4938),
"Policy" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::MediaStore::Container
Properties:
AccessLoggingEnabled: Boolean
ContainerName: String
CorsPolicy:
- CorsRule (p. 4936)
LifecyclePolicy: String
MetricPolicy:
MetricPolicy (p. 4938)
Policy: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AccessLoggingEnabled
コンテナのアクセスログ記録の状態。デフォルトで、この値は false で、AWS Elemental
MediaStore が Amazon CloudWatch Logs にアクセスログを送信してないことを示します。コンテナ
のアクセスログ記録を有効にすると、MediaStore がこの値を true に変更します。これは、サービス
がそのコンテナに保管されたオブジェクトへのアクセスログを CloudWatch Logs に配信することを示
します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ContainerName
コンテナの名前。名前は 1～255 文字の長さである必要があります。コンテナ名は特定のリージョン
内の AWS アカウントに対し一意である必要があります。たとえば、同じ名前の既存のコンテナがな
い場合に限り、各リージョンに movies という名前のコンテナを作成することができます。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [\w-]+
Update requires: Replacement
CorsPolicy
Cross-Origin Resource Sharing (CORS) をコンテナに設定し、コンテナがクロスオリジンリクエスト
を処理できるようにします。たとえば、オリジンが http://www.example.com のリクエストが、ブラウ
ザの XMLHttpRequest 機能を使用して my.example.container.com の AWS Elemental MediaStore コン
テナにアクセスできるようにしたいとします。
コンテナで CORS を有効にするには、コンテナに CORS ポリシーをアタッチします。CORS ポリ
シーで、オリジンとコンテナで実行できる HTTP メソッドを識別するルールを設定します。このポリ
シーは最大 398,000 文字です。最大 100 のルールを CORS ポリシーに追加できます。複数のルール
が適用される場合、サービスは記載されたルールのうち、最初に該当するものを使用します。
CORS の詳細については、「Cross-Origin Resource Sharing (CORS)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CorsRule (p. 4936) のリスト
Update requires: No interruption
LifecyclePolicy
オブジェクトのライフサイクルポリシーをコンテナに書き込みます。コンテナにすでにオブジェク
トのライフサイクルがアタッチされている場合、既存のポリシーが新しいポリシーに置き換えられま
す。変更が有効になるまで、最大 20 分かかります。
オブジェクトのライフサイクルポリシーを構築する方法について詳細は、「オブジェクトのライフサ
イクルポリシーのコンポーネント」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MetricPolicy
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: MetricPolicy (p. 4938)
Update requires: No interruption
Policy
指定したコンテナのアクセスポリシーを作成し、アクセスできるユーザーおよびクライアントを
制限します。アクセスポリシーに含まれるデータの詳細については、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドを参照してください。
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REST API のこのリリースでは、コンテナあたり 1 つのポリシーのみ作成できま
す。PutContainerPolicy を 2 回入力すると、2 番目のコマンドが既存のポリシーを変更します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
コンテナの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
例: { "Ref": "myContainer" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Endpoint
コンテナの DNS エンドポイント。エンドポイントを使用して、データプレーンにリクエストを送信
する際に特定のコンテナを指定します。コンテナが作成されたときに、サービスがこの値を割当てま
す。値は一度割当てられると変更されません。

AWS::MediaStore::Container CorsRule
CORS ポリシーのルール。最大 100 のルールを CORS ポリシーに追加できます。複数のルールが適用さ
れる場合、サービスは記載されたルールのうち、最初に該当するものを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AllowedHeaders" : [ String, ... ],
"AllowedMethods" : [ String, ... ],
"AllowedOrigins" : [ String, ... ],
"ExposeHeaders" : [ String, ... ],
"MaxAgeSeconds" : Integer
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}

YAML
AllowedHeaders:
- String
AllowedMethods:
- String
AllowedOrigins:
- String
ExposeHeaders:
- String
MaxAgeSeconds: Integer

プロパティ
AllowedHeaders
Access-Control-Request-Headers ヘッダーによって、プリフライト OPTIONS リクエストで許
可されるヘッダーを指定します。Access-Control-Request-Headers で指定された各ヘッダー名
には、ルールの対応するエントリ必要です。リクエストされたヘッダーのみが返されます。
この要素には、1 つのワイルドカード文字 (*) のみを含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
AllowedMethods
ルールで指定されているオリジンを実行できる HTTP メソッドを識別します。
各 CORS ルールには、少なくとも 1 つの AllowedMethods と 1 つの AllowedOrigins 要素が含ま
れている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 4
Update requires: Replacement
AllowedOrigins
顧客がアプリケーションから (たとえば、JavaScript XMLHttpRequest オブジェクトから) アクセス
できるようにする 1 つ以上のレスポンスヘッダー。
各 CORS ルールには少なくとも 1 つの AllowedOrigins 要素が必要です。文字列値には、1 つのワ
イルドカード文字 (*) のみを含めることができます (たとえば、http://*.example.com)。さらに、すべ
てのオリジンに対してクロスオリジンアクセスを許可するために 1 つのワイルドカード文字のみを指
定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
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Update requires: No interruption
ExposeHeaders
顧客がアプリケーションから (たとえば、JavaScript XMLHttpRequest オブジェクトから) アクセス
できるようにするレスポンス内の 1 つ以上のヘッダー。
この要素は、ルールごとにオプションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
MaxAgeSeconds
指定したリソースについてブラウザがプリフライト応答をキャッシュする時間 (秒数)。
CORS ルールは 1 つの MaxAgeSeconds 要素のみを持つことができます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 2147483647
Update requires: No interruption

AWS::MediaStore::Container MetricPolicy
コンテナに関連付けられているメトリクスポリシー。メトリクスポリシーは、AWS Elemental MediaStore
がメトリクスを Amazon CloudWatch に送信することを許可します。ポリシーでは、MediaStore がコンテ
ナレベルのメトリクスを送信するかどうかを指定する必要があります。また、MediaStore がオブジェクト
レベルのメトリクスを送信するオブジェクトのグループを定義するルールを含めることもできます。
ユースケースのメトリクスポリシーの作成方法の例については、「メトリクスポリシーの例」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ContainerLevelMetrics" : String,
"MetricPolicyRules" : [ MetricPolicyRule (p. 4939), ... ]

YAML
ContainerLevelMetrics: String
MetricPolicyRules:
- MetricPolicyRule (p. 4939)
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プロパティ
ContainerLevelMetrics
コンテナレベルでメトリクスを有効または無効にする設定。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
MetricPolicyRules
オブジェクトレベルでメトリクスを有効にするためのルールの配列を保持するパラメータ。このパラ
メータはオプションですが、含めることを選択した場合は、少なくとも 1 つのルールを含める必要が
あります。デフォルトでは、最大 5 つのルールを含めることができます。クォータの引き上げをリク
エストして、ポリシーごとに最大 300 のルールを含めることもできます。
必須: いいえ
タイプ: MetricPolicyRule (p. 4939) のリスト
最大: 300
Update requires: No interruption

AWS::MediaStore::Container MetricPolicyRule
オブジェクトレベルでメトリクスを有効にする設定。各ルールには、オブジェクトグループとオブジェク
トグループ名が含まれます。ポリシーに MetricPolicyRules パラメータが含まれている場合は、少なくとも
1 つのルールを含める必要があります。各メトリクスポリシーには、デフォルトで最大 5 つのルールを含
めることができます。クォータの引き上げをリクエストして、ポリシーごとに最大 300 のルールを含める
こともできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ObjectGroup" : String,
"ObjectGroupName" : String

YAML
ObjectGroup: String
ObjectGroupName: String

プロパティ
ObjectGroup
グループに含めるオブジェクトを定義するパスまたはファイル名。ワイルドカード (*) も使用できま
す。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 900
パターン: /?(?:[A-Za-z0-9_=:\.\-\~\*]+/){0,10}(?:[A-Za-z0-9_=:\.\-\~\*]+)?/?
Update requires: No interruption
ObjectGroupName
オブジェクトグループを参照するための名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 30
パターン: [a-zA-Z0-9_]+
Update requires: No interruption

Amazon MQ リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::AmazonMQ::Broker (p. 4940)
• AWS::AmazonMQ::Configuration (p. 4959)
• AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation (p. 4963)

AWS::AmazonMQ::Broker
ブローカーは、Amazon MQ で実行されるメッセージブローカー環境です。これは、Amazon MQ の基本
的な構成要素です。
AWS::AmazonMQ::Broker リソースを使用すると、Amazon MQ for ActiveMQ および Amazon MQ for
RabbitMQ ブローカーの作成、設定の変更、指定の ActiveMQ ブローカーのユーザーの変更、指定のブ
ローカーに関する情報の戻し、ブローカーの削除を行うことができます。詳細については、Amazon MQ
デベロッパーガイドの「Amazon MQ の仕組み」を参照してください。
• ec2:CreateNetworkInterface
アクセス許可は、Amazon MQ がユーザーに代わってアカウントに Elastic Network Interface (ENI) を作
成することを許可するために必要です。
• ec2:CreateNetworkInterfacePermission
このアクセス許可は、ENI をブローカーインスタンスにアタッチするために必要です。
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DeleteNetworkInterfacePermission
• ec2:DetachNetworkInterface
• ec2:DescribeInternetGateways
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• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions
• ec2:DescribeRouteTables
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AmazonMQ::Broker",
"Properties" : {
"AuthenticationStrategy" : String,
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"BrokerName" : String,
"Configuration" : ConfigurationId (p. 4951),
"DeploymentMode" : String,
"EncryptionOptions" : EncryptionOptions (p. 4951),
"EngineType" : String,
"EngineVersion" : String,
"HostInstanceType" : String,
"LdapServerMetadata" : LdapServerMetadata (p. 4952),
"Logs" : LogList (p. 4955),
"MaintenanceWindowStartTime" : MaintenanceWindow (p. 4956),
"PubliclyAccessible" : Boolean,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"StorageType" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ TagsEntry (p. 4957), ... ],
"Users" : [ User (p. 4958), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AmazonMQ::Broker
Properties:
AuthenticationStrategy: String
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
BrokerName: String
Configuration:
ConfigurationId (p. 4951)
DeploymentMode: String
EncryptionOptions:
EncryptionOptions (p. 4951)
EngineType: String
EngineVersion: String
HostInstanceType: String
LdapServerMetadata:
LdapServerMetadata (p. 4952)
Logs:
LogList (p. 4955)
MaintenanceWindowStartTime:
MaintenanceWindow (p. 4956)
PubliclyAccessible: Boolean
SecurityGroups:
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- String
StorageType: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- TagsEntry (p. 4957)
Users:
- User (p. 4958)

プロパティ
AuthenticationStrategy
オプション。ブローカーを保護するために使用する認証戦略。デフォルト: SIMPLE。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
AutoMinorVersionUpgrade
新しいブローカーエンジンのバージョンがリリースされ、Amazon MQ によってサポートされている
ため、ブローカーの新しいマイナーバージョンへの自動アップグレードを有効にします。自動アップ
グレードは、ブローカーのスケジュールされたメンテナンスウィンドウ中または手動ブローカーの再
起動後に行われます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
BrokerName
ブローカーの名前。この値は、AWS account で一意である必要があります。長さは 1～50 文字で、文
字、数字、ダッシュ、アンダースコアのみを含む必要があります。空白、角括弧、ワイルドカード文
字、または特殊文字は使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Configuration
設定に関する情報のリスト。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: ConfigurationId (p. 4951)
Update requires: Some interruptions
DeploymentMode
ブローカーのデプロイモード。指定できる値
• SINGLE_INSTANCE
• ACTIVE_STANDBY_MULTI_AZ
• CLUSTER_MULTI_AZ
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EncryptionOptions
ブローカーの暗号化オプション。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionOptions (p. 4951)
Update requires: Replacement
EngineType
ブローカーエンジンのタイプ。現在、Amazon MQ は ACTIVEMQ および RABBITMQ をサポートしてい
ます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EngineVersion
ブローカーエンジンのバージョン。サポート対象のエンジンバージョンのリストは、Amazon MQ デ
ベロッパーガイドの Engine を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HostInstanceType
ブローカーのインスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
LdapServerMetadata
オプション。ブローカーへの接続を認証および認可するために使用される LDAP サーバーのメタデー
タ。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: LdapServerMetadata (p. 4952)
Update requires: No interruption
Logs
ブローカーの Amazon CloudWatch のログ記録を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: LogList (p. 4955)
Update requires: No interruption
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MaintenanceWindowStartTime
Amazon MQ が保留中の更新またはパッチをブローカーに適用し始める、スケジュールされた期間
(UTC 基準)。
必須: いいえ
タイプ: MaintenanceWindow (p. 4956)
Update requires: No interruption
PubliclyAccessible
ブローカーのサブネットをホストする VPC 外のアプリケーションからの接続を有効にします。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SecurityGroups
ブローカーへの接続を許可するルール (1 ～ 125 個) のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StorageType
ブローカーのストレージタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
ブローカーが異なるアベイラビリティーゾーンから使用できるサブネットと IP 範囲を定義するグルー
プのリスト。複数のサブネットを指定する場合、サブネットは異なるアベイラビリティーゾーンに存
在している必要があります。Amazon MQ は、同じアベイラビリティーゾーンに複数のサブネットを
持つブローカーの VPC エンドポイントを作成することはできません。SINGLE_INSTANCE のデプロ
イには、サブネットが 1 つ必要です (例: デフォルトのサブネット)。ACTIVE_STANDBY_MULTI_AZ
デプロイ (ACTIVEMQ) には、2 つのサブネットが必要です。CLUSTER_MULTI_AZ デプロイ
(RABBITMQ) には、パブリックアクセシビリティを使用してデプロイする場合、サブネットの要件は
ありません。パブリックアクセシビリティのないデプロイには、少なくとも 1 つのサブネットが必要
です。

Important
RabbitMQ ブローカーの共有 VPC 内のサブネットを指定する場合、指定されたサブネッ
トが属する関連付けられた VPC が AWS account によって所有されている必要がありま
す。Amazon MQ は、AWS account が所有していない VPC 内に VPC エンポイントを作成す
ることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
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Tags
キーと値のペアの配列。詳細については、Billing and Cost Management ユーザーガイドの Using Cost
Allocation Tags を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 4957) のリスト
Update requires: No interruption
Users
キューおよびトピックにアクセスできる ActiveMQ ユーザー (個人またはアプリケーション) のリス
ト。RabbitMQ ブローカーでは、ブローカーが最初にプロビジョニングされたときに、1 人の管理ユー
ザーのみが受け入れられ、作成されます。後続のすべての RabbitMQ ユーザーは、RabbitMQ ウェブ
コンソールを介して、または RabbitMQ 管理 API を使用して作成されます。この値には、英数字、
ダッシュ、ピリオド、アンダースコア、チルダ (- . _ ~) のみを含めることができます。この値の長さ
は 2 ～ 100 文字にする必要があります。
必須: はい
タイプ: ユーザー (p. 4958)のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Amazon MQ ブローカーの ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。次に例を示します。
b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AmqpEndpoints
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての AMQP エンドポイント。
amqp+ssl://b-4aada85d-a80c-4be0-9d30-e344a01b921e-1.mq.eu-centralamazonaws.com:5671
Arn
Amazon MQ ブローカーの Amazon リソースネーム (ARN)。
arn:aws:mq:useast-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9
ConfigurationId
Amazon MQ によって生成された設定の固有 ID。
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c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9
ConfigurationRevision
設定のリビジョン番号。
1
IpAddresses
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての IP アドレス。RabbitMQ ブローカーには適用
されません。
['198.51.100.2', '203.0.113.9']
MqttEndpoints
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての MQTT エンドポイント。
mqtt+ssl://b-4aada85d-a80c-4be0-9d30-e344a01b921e-1.mq.eu-centralamazonaws.com:8883
OpenWireEndpoints
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての OpenWire エンドポイント。
ssl://b-4aada85d-a80c-4be0-9d30-e344a01b921e-1.mq.eu-centralamazonaws.com:61617
StompEndpoints
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての STOMP エンドポイント。
stomp+ssl://b-4aada85d-a80c-4be0-9d30-e344a01b921e-1.mq.eu-centralamazonaws.com:61614
WssEndpoints
各ブローカーインスタンスの、文字列のリストとしての WSS エンドポイント。
wss://b-4aada85d-a80c-4be0-9d30-e344a01b921e-1.mq.eu-centralamazonaws.com:61619

例
基本的な Amazon MQ ブローカー
以下の例では、基本的な Amazon MQ ブローカーを作成します。RabbitMQ の例では、1 人の管理ユー
ザーがいるブローカーを作成し、ActiveMQ の例では、グループに属する 1 人のユーザーがいるブロー
カーを作成します。

JSON
{

"Description": "Create a basic Amazon MQ for ActiveMQ broker",
"Resources": {
"BasicBroker": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::Broker",
"Properties": {
"AutoMinorVersionUpgrade": "false",
"BrokerName": "MyBasicActiveBroker",
"DeploymentMode": "SINGLE_INSTANCE",
"EngineType": "ActiveMQ",
"EngineVersion": "5.15.0",
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}

}

}

}

"HostInstanceType": "mq.t2.micro",
"PubliclyAccessible": "true",
"Users": [
{
"ConsoleAccess": "true",
"Groups": [
"MyGroup"
],
"Password" : "AmazonMqPassword",
"Username" : "AmazonMqUsername"
}
]

JSON
{
"Description": "Create a basic Amazon MQ for RabbitMQ broker",
"Resources": {
"BasicBroker": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::Broker",
"Properties": {
"AutoMinorVersionUpgrade": "false",
"BrokerName": "MyBasicRabbitBroker",
"DeploymentMode": "SINGLE_INSTANCE",
"EngineType": "RabbitMQ",
"EngineVersion": "3.8.6",
"HostInstanceType": "mq.t3.micro",
"PubliclyAccessible": "true",
"Users": [
{
"Password" : "AmazonMqPassword",
"Username" : "AmazonMqUsername"
}
]
}
}
}
}

YAML
--Description: "Create a basic Amazon MQ for ActiveMQ broker"
Resources:
BasicBroker:
Type: "AWS::AmazonMQ::Broker"
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: "false"
BrokerName: MyBasicActiveBroker
DeploymentMode: SINGLE_INSTANCE
EngineType: ActiveMQ
EngineVersion: "5.15.0"
HostInstanceType: mq.t2.micro
PubliclyAccessible: "true"
Users:
ConsoleAccess: "true"
Groups:
- MyGroup
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Password: AmazonMqPassword
Username: AmazonMqUsername

YAML
--Description: "Create a basic Amazon MQ for RabbitMQ broker"
Resources:
BasicBroker:
Type: "AWS::AmazonMQ::Broker"
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: "false"
BrokerName: MyBasicRabbitBroker
DeploymentMode: SINGLE_INSTANCE
EngineType: RabbitMQ
EngineVersion: "3.8.6"
HostInstanceType: mq.t3.micro
PubliclyAccessible: "true"
Users:
Password: AmazonMqPassword
Username: AmazonMqUsername

複雑な Amazon MQ ブローカー
次の例では、複雑な Amazon MQ ブローカーを作成します。ActiveMQ の例では、グループに属さない 2
人のユーザーとグループに属する 1 人のユーザーでブローカーを作成しています。RabbitMQ の例では、1
人の管理者ユーザーを作成し、次にRabbitMQ ウェブコンソールまたは管理 API を使用して他のユーザー
を作成および管理できます。

JSON
{

"Description": "Create a complex, single-instance Amazon MQ for ActiveMQ broker",
"Resources": {
"ComplexBroker": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::Broker",
"Properties": {
"AutoMinorVersionUpgrade": "false",
"BrokerName": "MyComplexActiveBroker",
"Configuration": {
"Id": { "Ref": "Configuration1" },
"Revision" : { "Fn::GetAtt": ["Configuration1", "Revision"] }
},
"DeploymentMode": "SINGLE_INSTANCE",
"EngineType": "ActiveMQ",
"EngineVersion": "5.15.0",
"HostInstanceType": "mq.t2.micro",
"Logs": {
"General": true,
"Audit": false
},
"MaintenanceWindowStartTime": {
"DayOfWeek": "Monday",
"TimeOfDay": "22:45",
"TimeZone": "America/Los_Angeles"
},
"PubliclyAccessible": "true",
"SecurityGroups": [
"sg-a1b234cd",
"sg-e5f678gh"
],
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}

}

}

}

"SubnetIds": [
"subnet-12a3b45c",
"subnet-67d8e90f"
],
"Users": [{
"ConsoleAccess": "true",
"Password" : "AmazonMqPassword",
"Username" : "AmazonMqUsername"
}, {
"Password" : "AmazonMqPassword2",
"Username" : "AmazonMqUsername2"
}, {
"Groups": [
"MyGroup1",
"MyGroup2"
],
"Password" : "AmazonMqPassword3",
"Username" : "AmazonMqUsername3"
}]

JSON
{

"Description": "Create a complex, single-instance Amazon MQ RabbitMQ broker without
public accessibility",
"Resources": {
"ComplexBroker": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::Broker",
"Properties": {
"AutoMinorVersionUpgrade": "true",
"BrokerName": "MyComplexRabbitBroker",
"DeploymentMode": "SINGLE_INSTANCE",
"EngineType": "RabbitMQ",
"EngineVersion": "3.8.6",
"HostInstanceType": "mq.t3.micro",
"Logs": {
"General": true
},
"MaintenanceWindowStartTime": {
"DayOfWeek": "Monday",
"TimeOfDay": "22:45",
"TimeZone": "America/Los_Angeles"
},
"PubliclyAccessible": "false",
"SecurityGroups": [
"sg-1a234b5cd6efgh7i8"
],
"SubnetIds": [
"subnet-123456b7891abcd1f"
],
"Users": [
{
"Password" : "AmazonMqPassword",
"Username" : "AmazonMqUsername"
}
]
}
}
}

}
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YAML
Description: Create a complex, single-instance Amazon MQ for ActiveMQ broker
Resources:
ComplexBroker:
Type: 'AWS::AmazonMQ::Broker'
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: 'false'
BrokerName: MyComplexActiveBroker
Configuration:
Id: !Ref Configuration1
Revision: !GetAtt
- Configuration1
- Revision
DeploymentMode: SINGLE_INSTANCE
EngineType: ActiveMQ
EngineVersion: 5.15.0
HostInstanceType: mq.t2.micro
Logs:
General: true
Audit: false
MaintenanceWindowStartTime:
DayOfWeek: Monday
TimeOfDay: '22:45'
TimeZone: America/Los_Angeles
PubliclyAccessible: 'true'
SecurityGroups:
- sg-a1b234cd
- sg-e5f678gh
SubnetIds:
- subnet-12a3b45c
- subnet-67d8e90f
Users:
- ConsoleAccess: 'true'
Password: AmazonMqPassword
Username: AmazonMqUsername
- Password: AmazonMqPassword2
Username: AmazonMqUsername2
- Groups:
- MyGroup1
- MyGroup2
Password: AmazonMqPassword3
Username: AmazonMqUsername3

YAML
Description: Create a single-instance Amazon MQ for RabbitMQ broker without public
accessibility
Resources:
ComplexBroker:
Type: 'AWS::AmazonMQ::Broker'
Properties:
AutoMinorVersionUpgrade: false
BrokerName: MyComplexRabbitBroker
DeploymentMode: SINGLE_INSTANCE
EngineType: RabbitMQ
EngineVersion: 3.8.6
HostInstanceType: mq.t3.micro
Logs:
General: true
MaintenanceWindowStartTime:
DayOfWeek: Monday
TimeOfDay: '22:45'
TimeZone: America/Los_Angeles
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PubliclyAccessible: false
SecurityGroups:
- 'sg-1a234b5cd6efgh7i8'
SubnetIds:
- 'subnet-123456b7891abcd1f'
Users:
- Password: AmazonMqPassword
Username: AmazonMqUsername

AWS::AmazonMQ::Broker ConfigurationId
設定に関する情報のリスト。

Important
RabbitMQ ブローカーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"Revision" : Integer

YAML
Id: String
Revision: Integer

プロパティ
Id
Amazon MQ によって生成された設定の固有 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Revision
設定のリビジョン番号。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Broker EncryptionOptions
ブローカーの暗号化オプション。
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Important
RabbitMQ ブローカーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"UseAwsOwnedKey" : Boolean

YAML
KmsKeyId: String
UseAwsOwnedKey: Boolean

プロパティ
KmsKeyId
A AWS KMS (KMS) に使用するカスタマーマスターキー (CMK)。このキーは、保管中のデータの暗号
化に使用されます。指定しない場合、Amazon MQ はデフォルトの CMK を使用してデータを暗号化し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UseAwsOwnedKey
AWS KMS (KMS) を使用して、AWS が所有する CMK の使用を有効にします。RabbitMQ ブローカー
などで値が指定されていない場合は、デフォルトで true に設定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Broker LdapServerMetadata
オプション。ブローカーへの接続を認証および認可するために使用される LDAP サーバーのメタデータ。

Important
RabbitMQ ブローカーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Hosts" : [ String, ... ],
"RoleBase" : String,
"RoleName" : String,
"RoleSearchMatching" : String,
"RoleSearchSubtree" : Boolean,
"ServiceAccountPassword" : String,
"ServiceAccountUsername" : String,
"UserBase" : String,
"UserRoleName" : String,
"UserSearchMatching" : String,
"UserSearchSubtree" : Boolean

YAML
Hosts:
- String
RoleBase: String
RoleName: String
RoleSearchMatching: String
RoleSearchSubtree: Boolean
ServiceAccountPassword: String
ServiceAccountUsername: String
UserBase: String
UserRoleName: String
UserSearchMatching: String
UserSearchSubtree: Boolean

プロパティ
Hosts
AWS Directory Service for Microsoft Active Directory など LDAP サーバーの場所を指定します。オプ
ションのフェイルオーバーサーバー。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RoleBase
ロールまたはグループを検索するためのディレクトリ情報ツリー (DIT) 内のノードの識別名。例え
ば、ou=group、ou=corp、dc=corp、dc=example、dc=com です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleName
ロールエントリのグループ名の属性。値はそのロールの名前です。たとえば、グループエントリの共
通名に cn を指定できます。認証が成功すると、ユーザーには、メンバーである各ロールエントリの
属性の値が割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
RoleSearchMatching
roleBase 内のロールを検索するために使用される LDAP 検索フィルタ。userSearchMatching に
よって一致するユーザーの識別名は、検索フィルタの {0} プレースホルダーに代入されます。ク
ライアントのユーザー名は、{1} プレースホルダーに代入されます。例えば、ユーザー janedoe に
対してこのオプションを (member=uid={1}) に設定すると、検索フィルタは文字列の代入後に
(member=uid=janedoe) になります。これは、RoleBases によって選択されたサブツリーの下に
ある uid=janedoe に等しいメンバー属性を持つすべてのロールエントリに一致します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleSearchSubtree
ロールのディレクトリ検索スコープ。true に設定されている場合、検索スコープはサブツリー全体に
なります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ServiceAccountPassword
サービスアカウントのパスワード。サービスアカウントは、接続を開始するアクセス許可を持つ
LDAP サーバー内のアカウントです。例えば、cn=admin、dc=corp、dc=example、dc=com で
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ServiceAccountUsername
サービスアカウントのユーザー名。サービスアカウントは、接続を開
始するアクセス許可を持つ LDAP サーバー内のアカウントです。例え
ば、cn=admin、ou=corp、dc=corp、dc=example、dc=com です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserBase
ディレクトリ情報ツリー (DIT) の特定のサブツリーを選択して、ユーザーエントリを検索します。サ
ブツリーは、サブツリーのベースノードを指定する DN によって指定されます。例えば、このオプ
ションを ou=Users、ou=corp、dc=corp、dc=example、dc=com に設定すると、ユーザーエント
リの検索は、ou=Users、ou=corp、dc=corp、dc=example、dc=com の下のサブツリーに制限さ
れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
UserRoleName
ユーザーのグループメンバーシップに対する、ユーザーのディレクトリエントリ内の LDAP 属性の名
前。場合によっては、ユーザーのディレクトリエントリ内の属性の値によって、ユーザーロールを識
別することができます。UserRoleName オプションで、この属性の名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserSearchMatching
userBase 内のユーザーを検索するために使用される LDAP 検索フィルタ。クライ
アントのユーザー名は、検索フィルタの {0} プレースホルダーに代入されます。例
えば、このオプションを (uid={0}) に設定し、返されたユーザー名が janedoe
の場合、検索フィルタは文字列の代入後に (uid=janedoe) になります。その結
果、uid=janedoe、ou=Users、ou=corp、dc=corp、dc=example、dc=com のようなエントリ
が一致します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserSearchSubtree
ユーザーのディレクトリ検索スコープ。true に設定されている場合、検索スコープはサブツリー全体
になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Broker LogList
指定したブローカーに対して有効にするログについての情報のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Audit" : Boolean,
"General" : Boolean

YAML
Audit: Boolean
General: Boolean
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プロパティ
Audit
監査ログ記録を有効にします。JMX または ActiveMQ ウェブコンソール を使用して行われたすべての
ユーザー管理アクションがログに記録されます。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
General
一般的なログ記録を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Broker MaintenanceWindow
WeeklyStartTime を判別して保留中の更新またはパッチをブローカーに適用するパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DayOfWeek" : String,
"TimeOfDay" : String,
"TimeZone" : String

YAML
DayOfWeek: String
TimeOfDay: String
TimeZone: String

プロパティ
DayOfWeek
曜日。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeOfDay
時刻 (24 時間形式)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeZone
タイムゾーン (デフォルトでは UTC)。国/都市形式または UTC オフセット形式のいずれかで指定しま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Broker TagsEntry
ブローカーに関連付けるキーと値のペア。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアのキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::AmazonMQ::Broker User
キューおよびトピックにアクセスできるブローカーユーザー (個人またはアプリケーション) のリス
ト。RabbitMQ ブローカーでは、ブローカーが最初にプロビジョニングされたときに、1 人の管理ユーザー
のみが受け入れられ、作成されます。それ以降のすべてのブローカーユーザーは、RabbitMQ ウェブコン
ソールまたは RabbitMQ 管理 API を使用して作成されます。 この値には、英数字、ダッシュ、ピリオド、
アンダースコア、チルダ (- . _ ~) のみを含めることができます。この値の長さは 2 ～ 100 文字にする必要
があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConsoleAccess" : Boolean,
"Groups" : [ String, ... ],
"Password" : String,
"Username" : String

YAML
ConsoleAccess: Boolean
Groups:
- String
Password: String
Username: String

プロパティ
ConsoleAccess
ActiveMQ ユーザーに対して ActiveMQ ウェブコンソールへのアクセスを有効にします。RabbitMQ ブ
ローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Groups
ActiveMQ ユーザーが属するグループ (最大 20 個) のリスト。この値には、英数字、ダッシュ、ピリオ
ド、アンダースコア、チルダ (- . _ ~) のみを含めることができます。この値の長さは 2 ～ 100 文字に
する必要があります。RabbitMQ ブローカーには適用されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Password
ユーザーのパスワード。この値は 12 文字以上の長さで、少なくとも 4 つの一意の文字を含める必要
があります。また、カンマ、コロン、等号 (,:=) を含めることはできません。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
ブローカーユーザーのユーザー名。この値には、英数字、ダッシュ、ピリオド、アンダースコア、チ
ルダ (- . _ ~) のみを含めることができます。この値の長さは 2 ～ 100 文字にする必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::Configuration
指定した設定名の新しい設定を作成します。Amazon MQ は、デフォルト設定 (エンジンのタイプとバー
ジョン) を使用します。

Note
RabbitMQ ブローカーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AmazonMQ::Configuration",
"Properties" : {
"AuthenticationStrategy" : String,
"Data" : String,
"Description" : String,
"EngineType" : String,
"EngineVersion" : String,
"Name" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 4962), ... ]
}

YAML
Type: AWS::AmazonMQ::Configuration
Properties:
AuthenticationStrategy: String
Data: String
Description: String
EngineType: String
EngineVersion: String
Name: String
Tags:
- TagsEntry (p. 4962)

プロパティ
AuthenticationStrategy
オプション。設定に関連付けられた認証方法。デフォルト: SIMPLE。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Data
base64 でエンコードされた XML 設定。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
設定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EngineType
ブローカーエンジンのタイプ。注: 現在、Amazon MQ では、ブローカー設定の作成と編集に
ACTIVEMQ のみがサポートされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EngineVersion
ブローカーエンジンのバージョン。サポートされているエンジンバージョンのリストについて
は、https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/broker-engine.html を参照して
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
設定の名前。この値には、英数字、ダッシュ、ピリオド、アンダースコア、チルダ (- . _ ~) のみを含
めることができます。この値の長さは 1 ～ 150 文字にする必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
設定を作成しているときにタグを作成します。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 4962) のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Amazon MQ 設定 ID。次
に例を示します。
c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Amazon MQ 設定の Amazon リソースネーム (ARN)。

arn:aws:mq:useast-2:123456789012:configuration:MyConfigurationDevelopment:c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh
Id
Amazon MQ 設定の ID。
c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9
Revision
設定のリビジョン番号。
1

例
Amazon MQ の設定
JSON
{

"Description": "Create an Amazon MQ for ActiveMQ configuration",
"Configuration1": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::Configuration",
"Properties": {
"Data": {
"Fn::Base64": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=
\"yes\"?>\n<broker xmlns=\"http://activemq.apache.org/schema/core\" start=
\"false\">\n <destinationPolicy>\n
<policyMap>\n
<policyEntries>\n
<policyEntry topic=\">\">\n
<pendingMessageLimitStrategy>\n
<constantPendingMessageLimitStrategy limit=\"3000\"/>\n
</
pendingMessageLimitStrategy>\n
</policyEntry>\n
</policyEntries>\n
policyMap>\n </destinationPolicy>\n <plugins>\n </plugins>\n</broker>\n"
},
"EngineType": "ACTIVEMQ",
"EngineVersion": "5.15.0",
"Name": "my-configuration-1"
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}

}

}

YAML
--Description: "Create an Amazon MQ for ActiveMQ configuration"
Resources:
Configuration:
Type: "AWS::AmazonMQ::Configuration"
Properties:
Data:
? "Fn::Base64"
: |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<broker xmlns="http://activemq.apache.org/schema/core" start="false">
<destinationPolicy>
<policyMap>
<policyEntries>
<policyEntry topic=">">
<pendingMessageLimitStrategy>
<constantPendingMessageLimitStrategy limit="3000"/>
</pendingMessageLimitStrategy>
</policyEntry>
</policyEntries>
</policyMap>
</destinationPolicy>
<plugins>
</plugins>
</broker>
EngineType: ACTIVEMQ
EngineVersion: "5.15.0"
Name: my-configuration-1

AWS::AmazonMQ::Configuration TagsEntry
設定に関連付けるキーと値のペア。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーと値のペアのキー。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation
AWS CloudFormation AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation リソースを使用して、設定
をブローカーに関連付け、指定された ConfigurationAssociation に関する情報の戻しを行います。ブロー
カーごとに 1 つだけ使用し、そのブローカーに設定を関連付けた場合は、ブローカーのリソースの設定は
使用しないでください。

Note
RabbitMQ ブローカーには適用されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation",
"Properties" : {
"Broker" : String,
"Configuration" : ConfigurationId (p. 4965)
}

YAML
Type: AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation
Properties:
Broker: String
Configuration:
ConfigurationId (p. 4965)

プロパティ
Broker
設定に関連付けるブローカー。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Configuration
ブローカーに関連付ける設定。
必須: はい
タイプ: ConfigurationId (p. 4965)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: Amazon MQ
configurationassociation ID。次に例を示します。
c-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ConfigurationAssociation
次の例は、Amazon MQ for ActiveMQ ConfigurationAssociation を作成します。

JSON
"ConfigurationAssociation1": {
"Type": "AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation",
"Properties": {
"Broker": {
"Ref": "Broker1"
},
"Configuration": {
"Id": {
"Ref": "Configuration1"
},
"Revision": {
"Fn::GetAtt": [
"Configuration1",
"Revision"
]
}
}
}
}

YAML
ConfigurationAssociation1:
Type: AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation
Properties:
Broker: {Ref: Broker1}
Configuration:
Id: {Ref: Configuration1}
Revision: {'Fn::GetAtt': [Configuration1, Revision]}
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AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation ConfigurationId
ConfigurationId プロパティタイプでは、設定のリビジョンおよび設定 ID を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"Revision" : Integer

YAML
Id: String
Revision: Integer

プロパティ
Id
Amazon MQ によって生成された設定の固有 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Revision
設定のリビジョン番号。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka リソー
スタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::MSK::Cluster (p. 4965)

AWS::MSK::Cluster
AWS::MSK::Cluster リソースは、Amazon MSK クラスターを作成します。詳細については、Amazon
MSK 開発者ガイドの「Amazon MSK とは」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::MSK::Cluster",
"Properties" : {
"BrokerNodeGroupInfo" : BrokerNodeGroupInfo (p. 4999),
"ClientAuthentication" : ClientAuthentication (p. 5001),
"ClusterName" : String,
"ConfigurationInfo" : ConfigurationInfo (p. 5002),
"EncryptionInfo" : EncryptionInfo (p. 5004),
"EnhancedMonitoring" : String,
"KafkaVersion" : String,
"LoggingInfo" : LoggingInfo (p. 5008),
"NumberOfBrokerNodes" : Integer,
"OpenMonitoring" : OpenMonitoring (p. 5009),
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::MSK::Cluster
Properties:
BrokerNodeGroupInfo:
BrokerNodeGroupInfo (p. 4999)
ClientAuthentication:
ClientAuthentication (p. 5001)
ClusterName: String
ConfigurationInfo:
ConfigurationInfo (p. 5002)
EncryptionInfo:
EncryptionInfo (p. 5004)
EnhancedMonitoring: String
KafkaVersion: String
LoggingInfo:
LoggingInfo (p. 5008)
NumberOfBrokerNodes: Integer
OpenMonitoring:
OpenMonitoring (p. 5009)
Tags: Json

プロパティ
BrokerNodeGroupInfo
クラスターのブローカーに使用される設定。
必須: はい
タイプ: BrokerNodeGroupInfo (p. 4999)
Update requires: No interruption
ClientAuthentication
クライアント認証に関連する情報が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: ClientAuthentication (p. 5001)
Update requires: Replacement
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ClusterName
クラスターの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConfigurationInfo
クラスターに使用する Amazon MSK 設定。
必須: いいえ
タイプ: ConfigurationInfo (p. 5002)
Update requires: No interruption
EncryptionInfo
すべての暗号化関連情報が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionInfo (p. 5004)
Update requires: Replacement
EnhancedMonitoring
MSK クラスターレベルのモニタリングを指定します。指定できる値は、DEFAULT、PER_BROKER、お
よび PER_TOPIC_PER_BROKER です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KafkaVersion
Apache Kafka のバージョン。Amazon MSK を使用して、Apache Kafka バージョン 1.1.1 および
2.2.1 を使用するクラスターを作成できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LoggingInfo
異なる送信先タイプにブローカーログを送信するように MSK クラスターを構成できます。これは、
ブローカーログに関連する設定の詳細のコンテナです。
必須: いいえ
タイプ: LoggingInfo (p. 5008)
Update requires: No interruption
NumberOfBrokerNodes
Amazon MSK クラスターで必要なブローカーノードの数。更新を送信して、クラスター内のブロー
カーノードの数を増やすことができます。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OpenMonitoring
オープンモニタリング用の設定。
必須: いいえ
タイプ: OpenMonitoring (p. 5009)
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのマップキーと値の両方が String 型です。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Amazon MSK クラスターの ARN をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。次に例を示します。
REF MyTestCluster
Amazon MSK クラスター MyTestCluster では、Ref はクラスターの ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次の例では、各テンプレートの YAML とその後に同等の JSON が続きます。どちらの言語でも使用できま
す。

必要なプロパティの値のみを指定する MSK クラスターを作成する
YAML
Description: MSK Cluster with required properties.
Resources:
TestCluster:
Type: 'AWS::MSK::Cluster'
Properties:
ClusterName: ClusterWithRequiredProperties
KafkaVersion: 2.2.1
NumberOfBrokerNodes: 3
BrokerNodeGroupInfo:
InstanceType: kafka.m5.large
ClientSubnets:
- ReplaceWithSubnetId1
- ReplaceWithSubnetId2
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- ReplaceWithSubnetId3

{

}

"Description": "MSK Cluster with required properties.",
"Resources": {
"TestCluster": {
"Type": "AWS::MSK::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "ClusterWithRequiredProperties",
"KafkaVersion": "2.2.1",
"NumberOfBrokerNodes": 3,
"BrokerNodeGroupInfo": {
"InstanceType": "kafka.m5.large",
"ClientSubnets": [
"ReplaceWithSubnetId1",
"ReplaceWithSubnetId2",
"ReplaceWithSubnetId3"
]
}
}
}
}

すべてのプロパティを明示的に設定する MSK クラスターを作成する
YAML
Description: MSK Cluster with all properties
Resources:
TestCluster:
Type: 'AWS::MSK::Cluster'
Properties:
ClusterName: ClusterWithAllProperties
KafkaVersion: 2.2.1
NumberOfBrokerNodes: 3
EnhancedMonitoring: PER_BROKER
EncryptionInfo:
EncryptionAtRest:
DataVolumeKMSKeyId: ReplaceWithKmsKeyArn
EncryptionInTransit:
ClientBroker: TLS
InCluster: true
OpenMonitoring:
Prometheus:
JmxExporter:
EnabledInBroker: "true"
NodeExporter:
EnabledInBroker: "true"
ConfigurationInfo:
Arn: ReplaceWithConfigurationArn
Revision: 1
ClientAuthentication:
Tls:
CertificateAuthorityArnList:
- ReplaceWithCAArn
Tags:
Environment: Test
Owner: QATeam
BrokerNodeGroupInfo:
BrokerAZDistribution: DEFAULT
InstanceType: kafka.m5.large
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SecurityGroups:
- ReplaceWithSecurityGroupId
StorageInfo:
EBSStorageInfo:
VolumeSize: 100
ClientSubnets:
- ReplaceWithSubnetId1
- ReplaceWithSubnetId2
- ReplaceWithSubnetId3

{

"Description": "MSK Cluster with all properties",
"Resources": {
"TestCluster": {
"Type": "AWS::MSK::Cluster",
"Properties": {
"ClusterName": "ClusterWithAllProperties",
"KafkaVersion": "2.2.1",
"NumberOfBrokerNodes": 3,
"EnhancedMonitoring": "PER_BROKER",
"EncryptionInfo": {
"EncryptionAtRest": {
"DataVolumeKMSKeyId": "ReplaceWithKmsKeyArn"
},
"EncryptionInTransit": {
"ClientBroker": "TLS",
"InCluster": true
}
},
"OpenMonitoring": {
"Prometheus": {
"JmxExporter": {
"EnabledInBroker": "true"
}
"NodeExporter": {
"EnabledInBroker": "true"
}
}
},
"ConfigurationInfo": {
"Arn": "ReplaceWithConfigurationArn",
"Revision": 1
},
"ClientAuthentication": {
"Tls": {
"CertificateAuthorityArnList": [
"ReplaceWithCAArn"
]
}
},
"Tags": {
"Environment": "Test",
"Owner" : "QATeam"
},
"BrokerNodeGroupInfo": {
"BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
"InstanceType": "kafka.m5.large",
"SecurityGroups": [
"ReplaceWithSecurityGroupId"
],
"StorageInfo": {
"EBSStorageInfo": {
"VolumeSize": 100
}
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}

}

}

}

}

},
"ClientSubnets": [
"ReplaceWithSubnetId1",
"ReplaceWithSubnetId2",
"ReplaceWithSubnetId3"
]

Amazon MSK の利用を開始する
このサンプルテンプレートは、開始しやすいように、シンプルなアーキテクチャで MSK クラスターを作
成します。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
KeyName:
Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
ConstraintDescription: Can contain only ASCII characters.
SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: '(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})'
ConstraintDescription: Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x
Mappings:
SubnetConfig:
VPC:
CIDR: 10.0.0.0/16
PublicOne:
CIDR: 10.0.0.0/24
PrivateOne:
CIDR: 10.0.1.0/24
PrivateTwo:
CIDR: 10.0.2.0/24
PrivateThree:
CIDR: 10.0.3.0/24
RegionAMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0c6b1d09930fac512
us-west-2:
HVM64: ami-0cb72367e98845d43
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
EnableDnsSupport: true
EnableDnsHostnames: true
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- VPC
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMVPC
PublicSubnetOne:
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Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PublicOne
- CIDR
MapPublicIpOnLaunch: true
Tags:
- Key: Name
Value: MMPublicSubnet
PrivateSubnetOne:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateOne
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwo:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 1
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateTwo
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThree:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 2
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateThree
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetThree
InternetGateway:
Type: 'AWS::EC2::InternetGateway'
GatewayAttachement:
Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
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InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
PublicRouteTable:
Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
PublicRoute:
Type: 'AWS::EC2::Route'
DependsOn: GatewayAttachement
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId: !Ref InternetGateway
PublicSubnetOneRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
PrivateRouteTable:
Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
PrivateSubnetOneRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwoRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThreeRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetThree
KafkaClientInstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
VpcId: !Ref VPC
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation
MSKSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
VpcId: !Ref VPC
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 2181
ToPort: 2181
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- KafkaClientInstanceSecurityGroup
- GroupId
- IpProtocol: tcp
FromPort: 9094
ToPort: 9094
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- KafkaClientInstanceSecurityGroup
- GroupId
- IpProtocol: tcp
FromPort: 9092
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ToPort: 9092
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- KafkaClientInstanceSecurityGroup
- GroupId
KafkaClientEC2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
InstanceType: m5.large
KeyName: !Ref KeyName
IamInstanceProfile: !Ref EC2InstanceProfile
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
SecurityGroupIds:
- !GetAtt
- KafkaClientInstanceSecurityGroup
- GroupId
ImageId: !FindInMap
- RegionAMI
- !Ref 'AWS::Region'
- HVM64
Tags:
- Key: Name
Value: KafkaClientInstance
UserData: !Base64 >
#!/bin/bash
yum update -y
yum install python3.7 -y
yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y
yum erase awscli -y
cd /home/ec2-user
echo "export PATH=.local/bin:$PATH" >> .bash_profile
mkdir kafka
mkdir mm
cd kafka
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz
tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz
cd /home/ec2-user
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
su -c "python3.7 get-pip.py --user" -s /bin/sh ec2-user
su -c "/home/ec2-user/.local/bin/pip3 install boto3 --user" -s /bin/sh
ec2-user
su -c "/home/ec2-user/.local/bin/pip3 install awscli --user" -s /bin/sh
ec2-user
chown -R ec2-user ./kafka
chgrp -R ec2-user ./kafka
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chown -R ec2-user ./mm
chgrp -R ec2-user ./mm
EC2Role:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ec2.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess'
- 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess'
EC2InstanceProfile:
Type: 'AWS::IAM::InstanceProfile'
Properties:
InstanceProfileName: EC2MSKCFProfile
Roles:
- !Ref EC2Role
MSKCluster:
Type: 'AWS::MSK::Cluster'
Properties:
BrokerNodeGroupInfo:
ClientSubnets:
- !Ref PrivateSubnetOne
- !Ref PrivateSubnetTwo
- !Ref PrivateSubnetThree
InstanceType: kafka.m5.large
SecurityGroups:
- !GetAtt
- MSKSecurityGroup
- GroupId
StorageInfo:
EBSStorageInfo:
VolumeSize: 2000
ClusterName: MSKCluster
EncryptionInfo:
EncryptionInTransit:
ClientBroker: TLS
InCluster: true
EnhancedMonitoring: PER_TOPIC_PER_BROKER
KafkaVersion: 2.2.1
NumberOfBrokerNodes: 3
Outputs:
VPCId:
Description: The ID of the VPC created
Value: !Ref VPC
PublicSubnetOne:
Description: The name of the public subnet created
Value: !Ref PublicSubnetOne
PrivateSubnetOne:
Description: The ID of private subnet one created
Value: !Ref PrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwo:
Description: The ID of private subnet two created
Value: !Ref PrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThree:
Description: The ID of private subnet three created
Value: !Ref PrivateSubnetThree
MSKSecurityGroupID:
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Description: The ID of the security group created for the MSK clusters
Value: !GetAtt
- MSKSecurityGroup
- GroupId
KafkaClientEC2InstancePublicDNS:
Description: The Public DNS for the MirrorMaker EC2 instance
Value: !GetAtt
- KafkaClientEC2Instance
- PublicDnsName
MSKClusterArn:
Description: The Arn for the MSKMMCluster1 MSK cluster
Value: !Ref MSKCluster

{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"KeyName": {
"Description": "Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription": "Can contain only ASCII characters."
},
"SSHLocation": {
"Description": "The IP address range that can be used to SSH to the EC2
instances",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\
\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x"
}
},
"Mappings": {
"SubnetConfig": {
"VPC": {
"CIDR": "10.0.0.0/16"
},
"PublicOne": {
"CIDR": "10.0.0.0/24"
},
"PrivateOne": {
"CIDR": "10.0.1.0/24"
},
"PrivateTwo": {
"CIDR": "10.0.2.0/24"
},
"PrivateThree": {
"CIDR": "10.0.3.0/24"
}
},
"RegionAMI": {
"us-east-1": {
"HVM64": "ami-0c6b1d09930fac512"
},
"us-west-2": {
"HVM64": "ami-0cb72367e98845d43"
}
}
},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
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"Properties": {
"EnableDnsSupport": true,
"EnableDnsHostnames": true,
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"VPC",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMVPC"
}
]
}

},
"PublicSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PublicOne",
"CIDR"
]
},
"MapPublicIpOnLaunch": true,
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPublicSubnet"
}
]
}
},
"PrivateSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
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"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateOne",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetOne"
}
]

}
},
"PrivateSubnetTwo": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
1,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateTwo",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetTwo"
}
]
}
},
"PrivateSubnetThree": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
2,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateThree",
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]

"CIDR"

},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetThree"
}
]

}
},
"InternetGateway": {
"Type": "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"GatewayAttachement": {
"Type": "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"InternetGatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}
}
},
"PublicRouteTable": {
"Type": "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
}
},
"PublicRoute": {
"Type": "AWS::EC2::Route",
"DependsOn": "GatewayAttachement",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
},
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"GatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}
}
},
"PublicSubnetOneRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"SubnetId": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
},
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
}
}
},
"PrivateRouteTable": {
"Type": "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
}
},
"PrivateSubnetOneRouteTableAssociation": {
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"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetOne"
}
}

},
"PrivateSubnetTwoRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
}
}
},
"PrivateSubnetThreeRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}
}
},
"KafkaClientInstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}
}
]
}
},
"MSKSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 2181,
"ToPort": 2181,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"KafkaClientInstanceSecurityGroup",
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},
{

},
{

]

}

}

]

"GroupId"

"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 9094,
"ToPort": 9094,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"KafkaClientInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 9092,
"ToPort": 9092,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"KafkaClientInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}

}
},
"KafkaClientEC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"InstanceType": "m5.large",
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"IamInstanceProfile": {
"Ref": "EC2InstanceProfile"
},
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"SubnetId": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
},
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::GetAtt": [
"KafkaClientInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
],
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"RegionAMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
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]

"HVM64"

},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "KafkaClientInstance"
}
],
"UserData": {
"Fn::Base64": "#!/bin/bash\nyum update -y \nyum install python3.7
-y\nyum install java-1.8.0-openjdk-devel -y\nyum erase awscli -y\ncd /home/ec2-user
\necho \"export PATH=.local/bin:$PATH\" >> .bash_profile\nmkdir kafka\nmkdir mm\ncd
kafka\nwget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz\ntar -xzf
kafka_2.12-2.2.1.tgz\ncd /home/ec2-user\nwget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py\nsu
-c \"python3.7 get-pip.py --user\" -s /bin/sh ec2-user\nsu -c \"/home/ec2-user/.local/
bin/pip3 install boto3 --user\" -s /bin/sh ec2-user\nsu -c \"/home/ec2-user/.local/bin/
pip3 install awscli --user\" -s /bin/sh ec2-user\nchown -R ec2-user ./kafka\nchgrp -R ec2user ./kafka\nchown -R ec2-user ./mm\nchgrp -R ec2-user ./mm\n"
}
}
},
"EC2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess"
]
}
},
"EC2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"InstanceProfileName": "EC2MSKCFProfile",
"Roles": [
{
"Ref": "EC2Role"
}
]
}
},
"MSKCluster": {
"Type": "AWS::MSK::Cluster",
"Properties": {
"BrokerNodeGroupInfo": {
"ClientSubnets": [
{
"Ref": "PrivateSubnetOne"
},
{
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
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},
{
}

"Ref": "PrivateSubnetThree"

],
"InstanceType": "kafka.m5.large",
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MSKSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
],
"StorageInfo": {
"EBSStorageInfo": {
"VolumeSize": 2000
}
}

}

}

},
"ClusterName": "MSKCluster",
"EncryptionInfo": {
"EncryptionInTransit": {
"ClientBroker": "TLS",
"InCluster": true
}
},
"EnhancedMonitoring": "PER_TOPIC_PER_BROKER",
"KafkaVersion": "2.2.1",
"NumberOfBrokerNodes": 3

},
"Outputs": {
"VPCId": {
"Description": "The ID of the VPC created",
"Value": {
"Ref": "VPC"
}
},
"PublicSubnetOne": {
"Description": "The name of the public subnet created",
"Value": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
}
},
"PrivateSubnetOne": {
"Description": "The ID of private subnet one created",
"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetOne"
}
},
"PrivateSubnetTwo": {
"Description": "The ID of private subnet two created",
"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
}
},
"PrivateSubnetThree": {
"Description": "The ID of private subnet three created",
"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}
},
"MSKSecurityGroupID": {
"Description": "The ID of the security group created for the MSK clusters",
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"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MSKSecurityGroup",
"GroupId"
]
}

}

}

},
"KafkaClientEC2InstancePublicDNS": {
"Description": "The Public DNS for the MirrorMaker EC2 instance",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"KafkaClientEC2Instance",
"PublicDnsName"
]
}
},
"MSKClusterArn": {
"Description": "The Arn for the MSKMMCluster1 MSK cluster",
"Value": {
"Ref": "MSKCluster"
}
}

Apache MirrorMaker で使用する 2 つの MSK クラスターを作成する
この YAML は、MirrorMaker 用に 2 つの MSK クラスターをセットアップする方法を示しています。ま
た、この例に必要な Amazon VPC、サブネット、セキュリティグループ、IAM ロールもセットアップしま
す。さらに、Apache Kafka、Java、Amazon CLI を持つ EC2 インスタンスを作成します。この EC2 イン
スタンスを使用して、MirrorMaker などの Apache Kafka ツールを実行できます。MirrorMaker 設定ファイ
ルを手動で作成する必要があります。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
KeyName:
Description: The name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance.
Type: 'AWS::EC2::KeyPair::KeyName'
ConstraintDescription: Can contain only ASCII characters.
SSHLocation:
Description: The IP address range that can be used to SSH to the EC2 instances.
Type: String
MinLength: '9'
MaxLength: '18'
Default: 0.0.0.0/0
AllowedPattern: '(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})/(\d{1,2})'
ConstraintDescription: Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x
Mappings:
SubnetConfig:
VPC:
CIDR: 10.0.0.0/16
PublicOne:
CIDR: 10.0.0.0/24
PrivateOne:
CIDR: 10.0.1.0/24
PrivateTwo:
CIDR: 10.0.2.0/24
PrivateThree:
CIDR: 10.0.3.0/24
RegionAMI:
us-east-1:
HVM64: ami-0c6b1d09930fac512
us-west-2:
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HVM64: ami-0cb72367e98845d43
Resources:
VPC:
Type: 'AWS::EC2::VPC'
Properties:
EnableDnsSupport: true
EnableDnsHostnames: true
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- VPC
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMVPC
PublicSubnetOne:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PublicOne
- CIDR
MapPublicIpOnLaunch: true
Tags:
- Key: Name
Value: MMPublicSubnet
PrivateSubnetOne:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateOne
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwo:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 1
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateTwo
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThree:
Type: 'AWS::EC2::Subnet'
Properties:
AvailabilityZone: !Select
- 2
- !GetAZs
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Ref: 'AWS::Region'
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !FindInMap
- SubnetConfig
- PrivateThree
- CIDR
Tags:
- Key: Name
Value: MMPrivateSubnetThree
InternetGateway:
Type: 'AWS::EC2::InternetGateway'
GatewayAttachement:
Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
PublicRouteTable:
Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
PublicRoute:
Type: 'AWS::EC2::Route'
DependsOn: GatewayAttachement
Properties:
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
GatewayId: !Ref InternetGateway
PublicSubnetOneRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
PrivateRouteTable:
Type: 'AWS::EC2::RouteTable'
Properties:
VpcId: !Ref VPC
PrivateSubnetOneRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwoRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThreeRouteTableAssociation:
Type: 'AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation'
Properties:
RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
SubnetId: !Ref PrivateSubnetThree
MMInstanceSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
VpcId: !Ref VPC
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 22
ToPort: 22
CidrIp: !Ref SSHLocation
MSKSecurityGroup:
Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
Properties:
GroupDescription: Enable SSH access via port 22
VpcId: !Ref VPC
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SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 2181
ToPort: 2181
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- MMInstanceSecurityGroup
- GroupId
- IpProtocol: tcp
FromPort: 9094
ToPort: 9094
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- MMInstanceSecurityGroup
- GroupId
- IpProtocol: tcp
FromPort: 9092
ToPort: 9092
SourceSecurityGroupId: !GetAtt
- MMInstanceSecurityGroup
- GroupId
MMEC2Instance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
InstanceType: m5.large
KeyName: !Ref KeyName
IamInstanceProfile: !Ref EC2InstanceProfile
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'
SubnetId: !Ref PublicSubnetOne
SecurityGroupIds:
- !GetAtt
- MMInstanceSecurityGroup
- GroupId
ImageId: !FindInMap
- RegionAMI
- !Ref 'AWS::Region'
- HVM64
Tags:
- Key: Name
Value: MMInstance
UserData: !Base64 >
#!/bin/bash
yum update -y
yum install python3.7 -y
yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y
yum erase awscli -y
cd /home/ec2-user
echo "export PATH=.local/bin:$PATH" >> .bash_profile
mkdir kafka
mkdir mm
cd kafka
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz
tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz
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cd /home/ec2-user
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
su -c "python3.7 get-pip.py --user" -s /bin/sh ec2-user
su -c "/home/ec2-user/.local/bin/pip3 install boto3 --user" -s /bin/sh
ec2-user
su -c "/home/ec2-user/.local/bin/pip3 install awscli --user" -s /bin/sh
ec2-user
chown -R ec2-user ./kafka
chgrp -R ec2-user ./kafka
chown -R ec2-user ./mm
chgrp -R ec2-user ./mm
EC2Role:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Sid: ''
Effect: Allow
Principal:
Service: ec2.amazonaws.com
Action: 'sts:AssumeRole'
Path: /
ManagedPolicyArns:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess'
- 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess'
EC2InstanceProfile:
Type: 'AWS::IAM::InstanceProfile'
Properties:
InstanceProfileName: EC2MSKCFProfile
Roles:
- !Ref EC2Role
MSKMMCluster1:
Type: 'AWS::MSK::Cluster'
Properties:
BrokerNodeGroupInfo:
ClientSubnets:
- !Ref PrivateSubnetOne
- !Ref PrivateSubnetTwo
- !Ref PrivateSubnetThree
InstanceType: kafka.m5.large
SecurityGroups:
- !GetAtt
- MSKSecurityGroup
- GroupId
StorageInfo:
EBSStorageInfo:
VolumeSize: 2000
ClusterName: MSKMMCluster1
EncryptionInfo:
EncryptionInTransit:
ClientBroker: TLS
InCluster: true
EnhancedMonitoring: PER_TOPIC_PER_BROKER
KafkaVersion: 2.2.1
NumberOfBrokerNodes: 3
MSKMMCluster2:
Type: 'AWS::MSK::Cluster'
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Properties:
BrokerNodeGroupInfo:
ClientSubnets:
- !Ref PrivateSubnetOne
- !Ref PrivateSubnetTwo
- !Ref PrivateSubnetThree
InstanceType: kafka.m5.large
SecurityGroups:
- !GetAtt
- MSKSecurityGroup
- GroupId
StorageInfo:
EBSStorageInfo:
VolumeSize: 2000
ClusterName: MSKMMCluster2
EncryptionInfo:
EncryptionInTransit:
ClientBroker: TLS
InCluster: true
EnhancedMonitoring: PER_TOPIC_PER_BROKER
KafkaVersion: 2.2.1
NumberOfBrokerNodes: 3
Outputs:
VPCId:
Description: The ID of the VPC created
Value: !Ref VPC
PublicSubnetOne:
Description: The name of the public subnet created
Value: !Ref PublicSubnetOne
PrivateSubnetOne:
Description: The ID of private subnet one created
Value: !Ref PrivateSubnetOne
PrivateSubnetTwo:
Description: The ID of private subnet two created
Value: !Ref PrivateSubnetTwo
PrivateSubnetThree:
Description: The ID of private subnet three created
Value: !Ref PrivateSubnetThree
MSKSecurityGroupID:
Description: The ID of the security group created for the MSK clusters
Value: !GetAtt
- MSKSecurityGroup
- GroupId
MMEC2InstancePublicDNS:
Description: The Public DNS for the MirrorMaker EC2 instance
Value: !GetAtt
- MMEC2Instance
- PublicDnsName
MSKMMCluster1Arn:
Description: The Arn for the MSKMMCluster1 MSK cluster
Value: !Ref MSKMMCluster1
MSKMMCluster2Arn:
Description: The Arn for the MSKMMCluster2 MSK cluster
Value: !Ref MSKMMCluster2

{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"KeyName": {
"Description": "The name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the
instance.",
"Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName",
"ConstraintDescription": "Can contain only ASCII characters."
},
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"SSHLocation": {
"Description": "The IP address range that can be used to SSH to the EC2
instances.",
"Type": "String",
"MinLength": "9",
"MaxLength": "18",
"Default": "0.0.0.0/0",
"AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\
\d{1,2})",
"ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x"
}
},
"Mappings": {
"SubnetConfig": {
"VPC": {
"CIDR": "10.0.0.0/16"
},
"PublicOne": {
"CIDR": "10.0.0.0/24"
},
"PrivateOne": {
"CIDR": "10.0.1.0/24"
},
"PrivateTwo": {
"CIDR": "10.0.2.0/24"
},
"PrivateThree": {
"CIDR": "10.0.3.0/24"
}
},
"RegionAMI": {
"us-east-1": {
"HVM64": "ami-0c6b1d09930fac512"
},
"us-west-2": {
"HVM64": "ami-0cb72367e98845d43"
}
}
},
"Resources": {
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"EnableDnsSupport": true,
"EnableDnsHostnames": true,
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"VPC",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMVPC"
}
]
}
},
"PublicSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
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]

}

"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}

},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PublicOne",
"CIDR"
]
},
"MapPublicIpOnLaunch": true,
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPublicSubnet"
}
]

}
},
"PrivateSubnetOne": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateOne",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetOne"
}
]
}
},
"PrivateSubnetTwo": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
1,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"

API バージョン 2010-05-15
4991

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon MSK

}

}

]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateTwo",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetTwo"
}
]

}
},
"PrivateSubnetThree": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
2,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"CidrBlock": {
"Fn::FindInMap": [
"SubnetConfig",
"PrivateThree",
"CIDR"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMPrivateSubnetThree"
}
]
}
},
"InternetGateway": {
"Type": "AWS::EC2::InternetGateway"
},
"GatewayAttachement": {
"Type": "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"InternetGatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}
}
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"PublicRouteTable": {
"Type": "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
}
},
"PublicRoute": {
"Type": "AWS::EC2::Route",
"DependsOn": "GatewayAttachement",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
},
"DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
"GatewayId": {
"Ref": "InternetGateway"
}
}
},
"PublicSubnetOneRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"SubnetId": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
},
"RouteTableId": {
"Ref": "PublicRouteTable"
}
}
},
"PrivateRouteTable": {
"Type": "AWS::EC2::RouteTable",
"Properties": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
}
},
"PrivateSubnetOneRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetOne"
}
}
},
"PrivateSubnetTwoRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
}
}
},
"PrivateSubnetThreeRouteTableAssociation": {
"Type": "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
"Properties": {
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"RouteTableId": {
"Ref": "PrivateRouteTable"
},
"SubnetId": {
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}

}
},
"MMInstanceSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 22,
"ToPort": 22,
"CidrIp": {
"Ref": "SSHLocation"
}
}
]
}
},
"MSKSecurityGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Enable SSH access via port 22",
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
},
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 2181,
"ToPort": 2181,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"MMInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 9094,
"ToPort": 9094,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"MMInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
},
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 9092,
"ToPort": 9092,
"SourceSecurityGroupId": {
"Fn::GetAtt": [
"MMInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
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}

]

}

}

},
"MMEC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"InstanceType": "m5.large",
"KeyName": {
"Ref": "KeyName"
},
"IamInstanceProfile": {
"Ref": "EC2InstanceProfile"
},
"AvailabilityZone": {
"Fn::Select": [
0,
{
"Fn::GetAZs": {
"Ref": "AWS::Region"
}
}
]
},
"SubnetId": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
},
"SecurityGroupIds": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MMInstanceSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
],
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"RegionAMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"HVM64"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "MMInstance"
}
],
"UserData": {
"Fn::Base64": "#!/bin/bash\nyum update -y \nyum install python3.7
-y\nyum install java-1.8.0-openjdk-devel -y\nyum erase awscli -y\ncd /home/ec2-user
\necho \"export PATH=.local/bin:$PATH\" >> .bash_profile\nmkdir kafka\nmkdir mm\ncd
kafka\nwget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz\ntar -xzf
kafka_2.12-2.2.1.tgz\ncd /home/ec2-user\nwget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py\nsu
-c \"python3.7 get-pip.py --user\" -s /bin/sh ec2-user\nsu -c \"/home/ec2-user/.local/
bin/pip3 install boto3 --user\" -s /bin/sh ec2-user\nsu -c \"/home/ec2-user/.local/bin/
pip3 install awscli --user\" -s /bin/sh ec2-user\nchown -R ec2-user ./kafka\nchgrp -R ec2user ./kafka\nchown -R ec2-user ./mm\nchgrp -R ec2-user ./mm\n"
}
}
},
"EC2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
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"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonMSKFullAccess",
"arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationReadOnlyAccess"
]
}

},
"EC2InstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"InstanceProfileName": "EC2MSKCFProfile",
"Roles": [
{
"Ref": "EC2Role"
}
]
}
},
"MSKMMCluster1": {
"Type": "AWS::MSK::Cluster",
"Properties": {
"BrokerNodeGroupInfo": {
"ClientSubnets": [
{
"Ref": "PrivateSubnetOne"
},
{
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
},
{
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}
],
"InstanceType": "kafka.m5.large",
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MSKSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
],
"StorageInfo": {
"EBSStorageInfo": {
"VolumeSize": 2000
}
}
},
"ClusterName": "MSKMMCluster1",
"EncryptionInfo": {
"EncryptionInTransit": {
"ClientBroker": "TLS",
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}

"InCluster": true

},
"EnhancedMonitoring": "PER_TOPIC_PER_BROKER",
"KafkaVersion": "2.2.1",
"NumberOfBrokerNodes": 3

}
},
"MSKMMCluster2": {
"Type": "AWS::MSK::Cluster",
"Properties": {
"BrokerNodeGroupInfo": {
"ClientSubnets": [
{
"Ref": "PrivateSubnetOne"
},
{
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
},
{
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}
],
"InstanceType": "kafka.m5.large",
"SecurityGroups": [
{
"Fn::GetAtt": [
"MSKSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
],
"StorageInfo": {
"EBSStorageInfo": {
"VolumeSize": 2000
}
}
},
"ClusterName": "MSKMMCluster2",
"EncryptionInfo": {
"EncryptionInTransit": {
"ClientBroker": "TLS",
"InCluster": true
}
},
"EnhancedMonitoring": "PER_TOPIC_PER_BROKER",
"KafkaVersion": "2.2.1",
"NumberOfBrokerNodes": 3
}
}

},
"Outputs": {
"VPCId": {
"Description": "The ID of the VPC created",
"Value": {
"Ref": "VPC"
}
},
"PublicSubnetOne": {
"Description": "The name of the public subnet created",
"Value": {
"Ref": "PublicSubnetOne"
}
},
"PrivateSubnetOne": {
"Description": "The ID of private subnet one created",
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"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetOne"
}

}

}

},
"PrivateSubnetTwo": {
"Description": "The ID of private subnet two created",
"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetTwo"
}
},
"PrivateSubnetThree": {
"Description": "The ID of private subnet three created",
"Value": {
"Ref": "PrivateSubnetThree"
}
},
"MSKSecurityGroupID": {
"Description": "The ID of the security group created for the MSK clusters",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MSKSecurityGroup",
"GroupId"
]
}
},
"MMEC2InstancePublicDNS": {
"Description": "The Public DNS for the MirrorMaker EC2 instance",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MMEC2Instance",
"PublicDnsName"
]
}
},
"MSKMMCluster1Arn": {
"Description": "The Arn for the MSKMMCluster1 MSK cluster",
"Value": {
"Ref": "MSKMMCluster1"
}
},
"MSKMMCluster2Arn": {
"Description": "The Arn for the MSKMMCluster2 MSK cluster",
"Value": {
"Ref": "MSKMMCluster2"
}
}

AWS::MSK::Cluster BrokerLogs
異なる送信先タイプにブローカーログを送信するように MSK クラスターを構成できます。この設定で
は、これらの送信先の詳細が指定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"CloudWatchLogs" : CloudWatchLogs (p. 5002),
"Firehose" : Firehose (p. 5006),
"S3" : S3 (p. 5010)
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}

YAML
CloudWatchLogs:
CloudWatchLogs (p. 5002)
Firehose:
Firehose (p. 5006)
S3:
S3 (p. 5010)

プロパティ
CloudWatchLogs
ブローカーログの CloudWatch Logs 送信先の詳細。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLogs (p. 5002)
Update requires: No interruption
Firehose
ブローカーログの送信となる Kinesis Data Firehose 配信ストリームの詳細。
必須: いいえ
タイプ: Firehose (p. 5006)
Update requires: No interruption
S3
ブローカログの Amazon S3 送信先の詳細。
必須: いいえ
タイプ: S3 (p. 5010)
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster BrokerNodeGroupInfo
クラスターのブローカーに使用される設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"BrokerAZDistribution" : String,
"ClientSubnets" : [ String, ... ],
"InstanceType" : String,
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"StorageInfo" : StorageInfo (p. 5012)
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}

YAML
BrokerAZDistribution: String
ClientSubnets:
- String
InstanceType: String
SecurityGroups:
- String
StorageInfo:
StorageInfo (p. 5012)

プロパティ
BrokerAZDistribution
このパラメータは現在使用されていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ClientSubnets
クライアントの Virtual Private Cloud (VPC) で接続するサブネットのリスト。Amazon により、これ
らのサブネット内に伸縮自在なネットワークインターフェイスが作成されます。クライアントアプ
リケーションでは、伸縮自在なネットワークインターフェイスを使用してデータを生成して消費しま
す。
米国西部 (北カリフォルニア) リージョンを使用している場合は、2 つのサブネットを正確に指定しま
す。Amazon MSK が使用可能な他のリージョンでは、サブネットを 2 つまたは 3 つ指定できます。指
定するサブネットは、個別のアベイラビリティーゾーンに存在する必要があります。クラスターを作
成すると、Amazon MSK は、指定したサブネット上にブローカーノードを均等に分散します。
クライアントサブネットは、アベイラビリティーゾーン us-east-1e に配置することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
InstanceType

ブローカーに使用する Amazon EC2 インスタンスのタイプ。使用できるインスタンスタイプ:
kafka.m5.large、kafka.m5.xlarge、kafka.m5.2xlarge、kafka.m5.4xlarge、kafka.m5.8xlarge、kafka.m5.12xlarge、ka
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecurityGroups
Amazon MSK クラスターに接続してやり取りできるユーザーを指定するために、伸縮自在なネット
ワークインターフェイスに関連付けるセキュリティグループ。セキュリティグループを指定しない場
合、Amazon MSK では、VPC に関連付けられたデフォルトのセキュリティグループを使用します。
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共有されたセキュリティグループを指定する場合は、そのセキュリティグループに対するアクセス許
可があることを確認する必要があります。具体的には、 ec2:DescribeSecurityGroups アクセス
許可が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
StorageInfo
MSK ブローカーノードにアタッチされたストレージボリュームに関する情報が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: StorageInfo (p. 5012)
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster ClientAuthentication
クライアント認証に関連する情報が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Sasl" : Sasl (p. 5011),
"Tls" : Tls (p. 5013)

YAML
Sasl:
Sasl (p. 5011)
Tls:
Tls (p. 5013)

プロパティ
Sasl
SASL を使用した ClientAuthentication の詳細。
必須: いいえ
タイプ: Sasl (p. 5011)
Update requires: Replacement
Tls
TLS を使用したクライアント認証の詳細。
必須: いいえ
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タイプ: Tls (p. 5013)
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster CloudWatchLogs
ブローカーログの CloudWatch Logs 送信先の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean,
"LogGroup" : String

YAML
Enabled: Boolean
LogGroup: String

プロパティ
Enabled
指定された CloudWatch Logs の送信先にブローカログを送信するかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LogGroup
ブローカーログの送信先である CloudWatch ロググループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster ConfigurationInfo
ブローカーに使用する Amazon MSK 設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Arn" : String,
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}

"Revision" : Integer

YAML
Arn: String
Revision: Integer

プロパティ
Arn
使用する MSK 設定の Amazon リソースネーム (ARN)。たとえば、arn:aws:kafka:useast-1:123456789012:configuration/example-configuration-name/abcdabcd-1234abcd-1234-abcd123e8e8e-1 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Revision
使用する Amazon MSK 設定のリビジョン。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster EBSStorageInfo
ブローカーにアタッチされた EBS ストレージボリュームに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VolumeSize" : Integer

YAML
VolumeSize: Integer

プロパティ
VolumeSize
各ブローカーノード上のデータドライブの EBS ボリュームのサイズ (GiB 単位)。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster EncryptionAtRest
データボリュームの暗号化の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataVolumeKMSKeyId" : String

YAML
DataVolumeKMSKeyId: String

プロパティ
DataVolumeKMSKeyId
保管中のデータの暗号化用の Amazon KMS キーの ARN。MSK キーを指定しない場合、MSK は MSK
キーを作成して、ユーザーに代わって使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster EncryptionInfo
暗号化関連の情報 (保管中のデータの暗号化に使用する AWS KMS キー、送信中データを Amazon MSK で
暗号化するかどうかなど) が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EncryptionAtRest" : EncryptionAtRest (p. 5004),
"EncryptionInTransit" : EncryptionInTransit (p. 5005)

YAML
EncryptionAtRest:
EncryptionAtRest (p. 5004)
EncryptionInTransit:
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EncryptionInTransit (p. 5005)

プロパティ
EncryptionAtRest
データボリュームの暗号化の詳細。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionAtRest (p. 5004)
Update requires: Replacement
EncryptionInTransit
転送中の暗号化の詳細。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionInTransit (p. 5005)
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster EncryptionInTransit
転送中のデータの暗号化の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClientBroker" : String,
"InCluster" : Boolean

YAML
ClientBroker: String
InCluster: Boolean

プロパティ
ClientBroker
クライアントとブローカー間の転送中のデータの暗号化設定を示します。有効な値には以下のものが
あります。
• TLS。これは、クライアントとブローカー間の通信が TLS でのみ有効になっているを意味します。
• TLS_PLAINTEXT。クライアントとブローカー間の通信が TLS 暗号化とプレーンテキストデータの
両方で有効になっていることを意味します。
• PLAINTEXT。これは、クライアントとブローカー間の通信が プレーンテキストでのみ有効になっ
ているを意味します。
デフォルト値は TLS です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InCluster
true に設定すると、クラスターのブローカーノード間のデータ通信が暗号化されます。false に設定す
ると、プレーンテキストで通信が発生します。デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster Firehose
ブローカーログの送信先となる Kinesis Data Firehose 配信ストリームの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryStream" : String,
"Enabled" : Boolean

YAML
DeliveryStream: String
Enabled: Boolean

プロパティ
DeliveryStream
ブローカーログの送信先となる Kinesis Data Firehose 配信ストリーム。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
指定された Kinesis Data Firehose 配信ストリームにブローカーログを送信するかどうかを指定しま
す。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AWS::MSK::Cluster Iam
IAM アクセスコントロールの詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
IAM アクセスコントロールが有効かどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster JmxExporter
JMX Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EnabledInBroker" : Boolean

YAML
EnabledInBroker: Boolean

プロパティ
EnabledInBroker
JMX Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。
必須: はい
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster LoggingInfo
異なる送信先タイプにブローカーログを送信するように MSK クラスターを構成できます。これは、ブ
ローカーログに関連する設定の詳細のコンテナです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BrokerLogs" : BrokerLogs (p. 4998)

YAML
BrokerLogs:
BrokerLogs (p. 4998)

プロパティ
BrokerLogs
異なる送信先タイプにブローカーログを送信するように MSK クラスターを構成できます。この設定
では、これらの送信先の詳細が指定されます。
必須: はい
タイプ: BrokerLogs (p. 4998)
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster NodeExporter
Node Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EnabledInBroker" : Boolean

YAML
EnabledInBroker: Boolean
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プロパティ
EnabledInBroker
Node Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster OpenMonitoring
MSK クラスターの JMX とノードのモニタリング。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Prometheus" : Prometheus (p. 5009)

YAML
Prometheus:
Prometheus (p. 5009)

プロパティ
Prometheus
Prometheus エクスポーターの設定。
必須: はい
タイプ: Prometheus (p. 5009)
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster Prometheus
オープンモニタリング用の Prometheus の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JmxExporter" : JmxExporter (p. 5007),
"NodeExporter" : NodeExporter (p. 5008)
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YAML
JmxExporter:
JmxExporter (p. 5007)
NodeExporter:
NodeExporter (p. 5008)

プロパティ
JmxExporter
JMX Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: JmxExporter (p. 5007)
Update requires: No interruption
NodeExporter
Node Exporter を有効または無効にするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: NodeExporter (p. 5008)
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster S3
ブローカログの Amazon S3 送信先の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Enabled" : Boolean,
"Prefix" : String

YAML
Bucket: String
Enabled: Boolean
Prefix: String

プロパティ
Bucket
ブローカーログの送信先となる S3 バケットの名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
指定された Amazon S3 の送信先にブローカログを送信するかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Prefix
ブローカログの送信先となる S3 プレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MSK::Cluster Sasl
SASL を使用したクライアント認証の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Iam" : Iam (p. 5007),
"Scram" : Scram (p. 5012)

YAML
Iam:
Iam (p. 5007)
Scram:
Scram (p. 5012)

プロパティ
Iam
IAM アクセスコントロールの詳細。
必須: いいえ
タイプ: Iam (p. 5007)
Update requires: Replacement
Scram
SASL/SCRAM クライアント認証の詳細。
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必須: いいえ
タイプ: Scram (p. 5012)
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster Scram
SASL/SCRAM クライアント認証の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
SASL/SCRAM 認証が有効かどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster StorageInfo
MSK ブローカーノードにアタッチされたストレージボリュームに関する情報が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EBSStorageInfo" : EBSStorageInfo (p. 5003)

YAML
EBSStorageInfo:
EBSStorageInfo (p. 5003)
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プロパティ
EBSStorageInfo
EBS ボリューム情報。
必須: いいえ
タイプ: EBSStorageInfo (p. 5003)
Update requires: Replacement

AWS::MSK::Cluster Tls
TLS を使用したクライアント認証の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CertificateAuthorityArnList" : [ String, ... ]

YAML
CertificateAuthorityArnList:
- String

プロパティ
CertificateAuthorityArnList
ACM 認証機関の ARN のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow リ
ソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::MWAA::Environment (p. 5013)

AWS::MWAA::Environment
AWS::MWAA::Environment リソースは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を作
成します。
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トピック
• 構文 (p. 5014)
• プロパティ (p. 5015)
• 戻り値 (p. 5018)
• 例 (p. 5019)
• AWS::MWAA::Environment LoggingConfiguration (p. 5021)
• AWS::MWAA::Environment ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
• AWS::MWAA::Environment NetworkConfiguration (p. 5023)
• AWS::MWAA::Environment TagMap (p. 5024)

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::MWAA::Environment",
"Properties" : {
"AirflowConfigurationOptions" : Json,
"AirflowVersion" : String,
"DagS3Path" : String,
"EnvironmentClass" : String,
"ExecutionRoleArn" : String,
"KmsKey" : String,
"LoggingConfiguration" : LoggingConfiguration (p. 5021),
"MaxWorkers" : Integer,
"MinWorkers" : Integer,
"Name" : String,
"NetworkConfiguration" : NetworkConfiguration (p. 5023),
"PluginsS3ObjectVersion" : String,
"PluginsS3Path" : String,
"RequirementsS3ObjectVersion" : String,
"RequirementsS3Path" : String,
"Schedulers" : Integer,
"SourceBucketArn" : String,
"Tags" : TagMap (p. 5024),
"WebserverAccessMode" : String,
"WeeklyMaintenanceWindowStart" : String
}

YAML
Type: AWS::MWAA::Environment
Properties:
AirflowConfigurationOptions: Json
AirflowVersion: String
DagS3Path: String
EnvironmentClass: String
ExecutionRoleArn: String
KmsKey: String
LoggingConfiguration:
LoggingConfiguration (p. 5021)
MaxWorkers: Integer
MinWorkers: Integer
Name: String
NetworkConfiguration:
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NetworkConfiguration (p. 5023)
PluginsS3ObjectVersion: String
PluginsS3Path: String
RequirementsS3ObjectVersion: String
RequirementsS3Path: String
Schedulers: Integer
SourceBucketArn: String
Tags:
TagMap (p. 5024)
WebserverAccessMode: String
WeeklyMaintenanceWindowStart: String

プロパティ
AirflowConfigurationOptions
環境の Airflow 設定オプションを含むキーと値のペアのリスト。たとえ
ば、core.default_timezone: utc と指定します。詳細については、Apache Airflow configuration
options を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
AirflowVersion
環境に使用する Apache Airflow のバージョン。値を指定しない場合、デフォルトで最新のバージョン
になります。有効な値: 2.0.2、1.10.12。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DagS3Path
Amazon S3 バケットの DAG フォルダへの相対パス。たとえば、dags と指定します。詳細について
は、Adding or updating DAGs を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnvironmentClass
環境クラスのタイプ。有効な値: mw1.small、mw1.medium、mw1.large。詳細について
は、Amazon MWAA environment class を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExecutionRoleArn
MWAA がお使いの環境内の AWS リソースにアクセスすることを許可する IAM の実行ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。たとえば、arn:aws:iam::123456789:role/my-executionrole と指定します。詳細については、Amazon MWAA Execution role を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKey
環境内のデータを暗号化および復号するための AWS Key Management Service (KMS) キー。MWAA
で管理される AWS KMS キー、またはカスタマーマネージド KMS キー (アドバンスト) を使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LoggingConfiguration
CloudWatch Logs に送信される Apache Airflow ログ:
DagProcessingLogs、SchedulerLogs、TaskLogs、WebserverLogs、WorkerLogs。
必須: いいえ
タイプ: LoggingConfiguration (p. 5021)
Update requires: No interruption
MaxWorkers
環境内で実行するワーカーの最大数。MWAA は、Apache Airflow ワーカーの数を、MaxWorkers
フィールドで指定した数まで拡張します。たとえば、20 と指定します。実行中のタスクがもう
なく、キューにもそれ以上ない場合、MWAA は、環境に含まれている 1 つのワーカー、または
MinWorkers で指定した数を残して余分なワーカーを破棄します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinWorkers
環境内で実行するワーカーの最小数。MWAA は、Apache Airflow ワーカーの数を、MaxWorkers
フィールドで指定した数まで拡張します。実行中のタスクがもうなく、キューにもそれ以上ない場
合、MWAA は、MinWorkers フィールドで指定した数を残して余分なワーカーを破棄します。たと
えば、2 と指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Name
Amazon MWAA 環境の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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NetworkConfiguration
環境の AWS リソース間のネットワークトラフィックを保護し、有効化するために使用される VPC
ネットワークコンポーネント。詳細については、About networking on Amazon MWAA を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfiguration (p. 5023)
Update requires: No interruption
PluginsS3ObjectVersion
Amazon S3 バケット上の plugins.zip ファイルのバージョン。詳細については、Installing custom
plugins を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PluginsS3Path
Amazon S3 バケット上の plugins.zip ファイルへの相対パス。たとえば、plugins.zip と指定し
ます。詳細については、Installing custom plugins を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequirementsS3ObjectVersion
Amazon S3 バケットの requirements.txt ファイルのバージョン。詳細については、Installing Python
dependencies を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RequirementsS3Path
Amazon S3 バケット上の requirements.txt ファイルへの相対パス。たとえ
ば、requirements.txt と指定します。詳細については、Installing Python dependencies を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schedulers
環境で実行するスケジューラの数。有効な値:
• v2.0.2 - 2～5 の間で受け入れます。2 にデフォルト設定されます。
• v1.10.12 - 1 を受け入れます。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SourceBucketArn
DAG コードとサポートファイルが保存される Amazon S3 バケットの Amazon リソースネーム
(ARN)。たとえば、arn:aws:s3:::my-airflow-bucket-unique-name と指定します。詳細につ
いては、 Create an Amazon S3 bucket for Amazon MWAA を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
環境に関連付けられているキーと値のタグのペア。たとえば、"Environment": "Staging" と指
定します。詳細については、タグ付けを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: TagMap (p. 5024)
Update requires: No interruption
WebserverAccessMode
Apache Airflow ウェブサーバーのアクセスモード。詳細については、Apache Airflow access modes を
参照してください。有効な値: PRIVATE_ONLY または PUBLIC_ONLY.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WeeklyMaintenanceWindowStart
DAY:HH:MM の形式の環境の毎週のメンテナンス更新を開始する曜日と時刻。例: TUE:03:30。開始時
刻は 30 分単位でのみ指定できます。サポートされている入力は次のとおりです。
• MON|TUE|WED|THU|FRI|SAT|SUN:([01]\\d|2[0-3]):(00|30)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 環境の詳細

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
Amazon MWAA 環境の ARN。
LoggingConfiguration.DagProcessingLogs.CloudWatchLogGroupArn
Apache Airflow DAG 処理ログが公開される CloudWatch Logs グループの ARN。
LoggingConfiguration.SchedulerLogs.CloudWatchLogGroupArn
Apache Airflow Scheduler ログが公開される CloudWatch Logs グループの ARN。
LoggingConfiguration.TaskLogs.CloudWatchLogGroupArn
Apache Airflow タスクログが公開される CloudWatch Logs グループの ARN。
LoggingConfiguration.WebserverLogs.CloudWatchLogGroupArn
Apache Airflow ウェブサーバーログが公開される CloudWatch Logs グループの ARN。
LoggingConfiguration.WorkerLogs.CloudWatchLogGroupArn
Apache Airflow Worker ログが公開される CloudWatch Logs グループの ARN。
WebserverUrl
Apache Airflow UI の URL。

例
MWAA 環境を作成する - JSON
次に、MWAA 環境を作成する例を示します。

JSON
{

"Environment": {
"Type": "AWS::MWAA::Environment",
"Properties": {
"Name": "my-airflow-environment",
"AirflowConfigurationOptions": {
"logging.logging_level": "INFO",
"core.default_timezone": "utc"
},
"Tags": {
"Environment": "Staging",
"Team": "Analytics"
},
"NetworkConfiguration": {
"SubnetIds": [
"subnet-123456",
"subnet-789011"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0101010"
]
},
"LoggingConfiguration": {
"DagProcessingLogs": {
"Enabled": true,
"LogLevel": "INFO"
},
"SchedulerLogs": {
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"Enabled": false,
"LogLevel": "INFO"

},
"TaskLogs": {
"Enabled": true,
"LogLevel": "INFO"
},
"WebserverLogs": {
"Enabled": false,
"LogLevel": "INFO"
},
"WorkerLogs": {
"Enabled": false,
"LogLevel": "INFO"
}

},
"SourceBucketArn": "arn:aws:s3:::my-dags-bucket",
"ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678900:role/service-role/my-execution-

role",

}

}

}

"MaxWorkers": 1,
"DagS3Path": "dags",
"EnvironmentClass": "mw1.small"

MWAA 環境を作成する - YAML
次に、MWAA 環境を作成する例を示します。

YAML
Environment:
Properties:
AirflowConfigurationOptions:
core.default_timezone: utc
logging.logging_level: INFO
DagS3Path: dags
EnvironmentClass: mw1.small
ExecutionRoleArn: "arn:aws:iam::012345678900:role/service-role/my-execution-role"
LoggingConfiguration:
DagProcessingLogs:
Enabled: true
LogLevel: INFO
SchedulerLogs:
Enabled: false
LogLevel: INFO
TaskLogs:
Enabled: true
LogLevel: INFO
WebserverLogs:
Enabled: false
LogLevel: INFO
WorkerLogs:
Enabled: false
LogLevel: INFO
MaxWorkers: 1
Name: my-airflow-environment
NetworkConfiguration:
SecurityGroupIds:
- sg-0101010
SubnetIds:
- subnet-123456
- subnet-789011
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SourceBucketArn: "arn:aws:s3:::my-dags-bucket"
Tags:
Environment: Staging
Team: Analytics
Type: "AWS::MWAA::Environment"

AWS::MWAA::Environment LoggingConfiguration
CloudWatch Logs に送信する Apache Airflow ログのタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DagProcessingLogs" : ModuleLoggingConfiguration (p. 5022),
"SchedulerLogs" : ModuleLoggingConfiguration (p. 5022),
"TaskLogs" : ModuleLoggingConfiguration (p. 5022),
"WebserverLogs" : ModuleLoggingConfiguration (p. 5022),
"WorkerLogs" : ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)

YAML
DagProcessingLogs:
ModuleLoggingConfiguration
SchedulerLogs:
ModuleLoggingConfiguration
TaskLogs:
ModuleLoggingConfiguration
WebserverLogs:
ModuleLoggingConfiguration
WorkerLogs:
ModuleLoggingConfiguration

(p. 5022)
(p. 5022)
(p. 5022)
(p. 5022)
(p. 5022)

プロパティ
DagProcessingLogs
CloudWatch Logs に送信される処理ログと、送信するログ記録レベルを定義します。
必須: いいえ
タイプ: ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
Update requires: No interruption
SchedulerLogs
CloudWatch Logs に送信されるスケジューラのログと、送信するログ記録レベルを定義します。
必須: いいえ
タイプ: ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
Update requires: No interruption
TaskLogs
CloudWatch Logs に送信されるタスクログと、送信するログ記録レベルを定義します。
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必須: いいえ
タイプ: ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
Update requires: No interruption
WebserverLogs
CloudWatch Logs に送信されるウェブサーバーのログと、送信するログ記録レベルを定義します。
必須: いいえ
タイプ: ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
Update requires: No interruption
WorkerLogs
CloudWatch Logs に送信されるワーカーログと、送信するログ記録レベルを定義します。
必須: いいえ
タイプ: ModuleLoggingConfiguration (p. 5022)
Update requires: No interruption

AWS::MWAA::Environment ModuleLoggingConfiguration
Apache Airflow ログタイプ用に送信するログのタイプを定義します (例: DagProcessingLogs)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchLogGroupArn" : String,
"Enabled" : Boolean,
"LogLevel" : String

YAML
CloudWatchLogGroupArn: String
Enabled: Boolean
LogLevel: String

プロパティ
CloudWatchLogGroupArn
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Enabled
CloudWatch Logs で Apache Airflow ログタイプ (例: DagProcessingLogs) を有効にするかどうかを
示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LogLevel
CloudWatch Logs にログタイプ (例: DagProcessingLogs) に送信する Apache Airflow ログを定義し
ます。有効な値: CRITICAL, ERROR, WARNING, INFO.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::MWAA::Environment NetworkConfiguration
環境の AWS リソース間のネットワークトラフィックを保護し、有効化するために使用される VPC ネット
ワークコンポーネント。詳細については、About networking on Amazon MWAA を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
1 つ以上のセキュリティグループ ID のリスト。最大 5 つのセキュリティグループ ID を受け入れま
す。セキュリティグループは、サブネットと同じ VPC にアタッチする必要があります。詳細について
は、Security in your VPC on Amazon MWAA をご覧ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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SubnetIds
サブネット ID のリスト。環境を作成するために必要です。2 つの異なるアベイラビリティーゾーンの
プライベートサブネットである必要があります。サブネットは、セキュリティグループと同じ VPC に
アタッチする必要があります。詳細については、About networking on Amazon MWAA を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

AWS::MWAA::Environment TagMap
環境に関連付けるキーと値のタグのペア。たとえば、"Environment": "Staging" と指定します。詳
細については、タグ付けを参照してください。

Amazon Neptune リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Neptune::DBCluster (p. 5024)
• AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup (p. 5031)
• AWS::Neptune::DBInstance (p. 5033)
• AWS::Neptune::DBParameterGroup (p. 5037)
• AWS::Neptune::DBSubnetGroup (p. 5039)

AWS::Neptune::DBCluster
AWS::Neptune::DBCluster リソースは Amazon Neptune DB クラスターを作成します。Neptune は、
完全マネージド型のグラフデータベースです。

Note
現在、Amazon Neptune がサポートされる AWS リージョンでのみこのリソースを作成できま
す。
AWS::Neptune::DBCluster リソースに設定された DeletionPolicy がない場合、デフォルトの削除
動作は、スナップショットなしでボリューム全体を削除します。ボリュームのバックアップを保持するに
は、DeletionPolicy を Snapshot に設定してください。AWS CloudFormation でリソースを削除する
方法の詳細については、「DeletionPolicy 属性」を参照してください。
AWS::Neptune::DBCluster.DeletionProtection を使用すると、DB クラスターの意図しない削除
を防ぐことができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Neptune::DBCluster",
"Properties" : {
"AssociatedRoles" : [ DBClusterRole (p. 5030), ... ],
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}

}

"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"BackupRetentionPeriod" : Integer,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBClusterParameterGroupName" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"DeletionProtection" : Boolean,
"EnableCloudwatchLogsExports" : [ String, ... ],
"EngineVersion" : String,
"IamAuthEnabled" : Boolean,
"KmsKeyId" : String,
"Port" : Integer,
"PreferredBackupWindow" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"RestoreToTime" : String,
"RestoreType" : String,
"SnapshotIdentifier" : String,
"SourceDBClusterIdentifier" : String,
"StorageEncrypted" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UseLatestRestorableTime" : Boolean,
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::Neptune::DBCluster
Properties:
AssociatedRoles:
- DBClusterRole (p. 5030)
AvailabilityZones:
- String
BackupRetentionPeriod: Integer
DBClusterIdentifier: String
DBClusterParameterGroupName: String
DBSubnetGroupName: String
DeletionProtection: Boolean
EnableCloudwatchLogsExports:
- String
EngineVersion: String
IamAuthEnabled: Boolean
KmsKeyId: String
Port: Integer
PreferredBackupWindow: String
PreferredMaintenanceWindow: String
RestoreToTime: String
RestoreType: String
SnapshotIdentifier: String
SourceDBClusterIdentifier: String
StorageEncrypted: Boolean
Tags:
- Tag
UseLatestRestorableTime: Boolean
VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AssociatedRoles
DB クラスターに関連付けられている Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールのリ
ストを入力します。DB クラスターに関連付けられている IAM ロールは、ユーザーに代わって他の
Amazon のサービスにアクセスするための DB クラスターへのアクセス許可を付与します。
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必須: いいえ
タイプ: DBClusterRole (p. 5030) のリスト
Update requires: No interruption
AvailabilityZones
DB クラスターのインスタンスを作成できる EC2 アベイラビリティーゾーン (AZ) のリストを入力し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
BackupRetentionPeriod
自動 DB スナップショットが保持される日数を指定します。
更新には、一時的な中断が必要になる場合があります。詳細については、Amazon Neptune ユーザー
ガイドの ModifyDBInstance を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DBClusterIdentifier
ユーザーが指定した DB クラスター識別子が含まれています。この識別子は、DB クラスターを識別す
る一意のキーです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterParameterGroupName
DB クラスターパラメータグループの名前を指定します。
更新には、一時的な中断が必要になる場合があります。詳細については、Amazon Neptune ユーザー
ガイドの ModifyDBInstance を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSubnetGroupName
サブネットグループ内の名前、説明、サブネットなど、DB クラスターに関連付けられているサブ
ネットグループに関する情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
5026

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Neptune

DeletionProtection
DB クラスターで削除保護が有効になっているかどうかを示します。削除保護が有効な場合、データ
ベースは削除できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableCloudwatchLogsExports
CloudWatch Logs へのエクスポートが有効になっているログタイプのリストを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EngineVersion
データベースエンジンのバージョンを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
IamAuthEnabled
Amazon Identity and Access Management (IAM) アカウントのデータベースアカウントへのマッピン
グが有効な場合は true、それ以外の場合は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KmsKeyId
StorageEncrypted が true の場合、暗号化された DB クラスターの Amazon KMS キー識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Port
データベースエンジンが待機しているポートを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod に応じた、自動バックアップが有効な場合に自動バックアップが作成さ
れる毎日の時間範囲を指定します。
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更新には、一時的な中断が必要になる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間範囲を世界標準時 (UTC) で指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestoreToTime
DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットから新しい DB クラスターを作成しま
す。
DB スナップショットが指定されている場合、ターゲット DB クラスターは、デフォルト設定とデフォ
ルトセキュリティグループを使用してソース DB スナップショットから作成されます。
DB クラスタースナップショットを指定した場合、新しい DB クラスターが既定のセキュリティグルー
プを使用して作成されることを除いて、ターゲット DB クラスターは元のソース DB クラスターと同
じ構成でソース DB クラスターの復元ポイントから作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RestoreType
DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットから新しい DB クラスターを作成しま
す。
DB スナップショットが指定されている場合、ターゲット DB クラスターは、デフォルト設定とデフォ
ルトセキュリティグループを使用してソース DB スナップショットから作成されます。
DB クラスタースナップショットを指定した場合、新しい DB クラスターが既定のセキュリティグルー
プを使用して作成されることを除いて、ターゲット DB クラスターは元のソース DB クラスターと同
じ構成でソース DB クラスターの復元ポイントから作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SnapshotIdentifier
DB クラスタースナップショットの識別子を指定します。既存のスナップショットの識別子と一致す
る必要があります。
DB クラスターの復元に SnapshotIdentifier を使用した場合は、DB クラスターの以後の更新
でも同じ SnapshotIdentifier を指定する必要があります。更新でこのプロパティを指定する
と、DB クラスターはスナップショットから再度復元されず、データベース内のデータは変更されま
せん。
API バージョン 2010-05-15
5028

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Neptune

ただし、SnapshotIdentifier を指定しない場合は、空の DB クラスターが作成され、元の DB ク
ラスターは削除されます。以前のスナップショットの復元プロパティとは異なるプロパティを指定す
ると、DB クラスターは SnapshotIdentifier で指定したスナップショットから復元され、元の
DB クラスターは削除されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceDBClusterIdentifier
DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットから新しい DB クラスターを作成しま
す。
DB スナップショットが指定されている場合、ターゲット DB クラスターは、デフォルト設定とデフォ
ルトセキュリティグループを使用してソース DB スナップショットから作成されます。
DB クラスタースナップショットを指定した場合、新しい DB クラスターが既定のセキュリティグルー
プを使用して作成されることを除いて、ターゲット DB クラスターは元のソース DB クラスターと同
じ構成でソース DB クラスターの復元ポイントから作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StorageEncrypted
DB クラスターが暗号化されているかどうかを示します。
DBClusterIdentifier、DBSnapshotIdentifier、または SourceDBInstanceIdentifier
プロパティを指定した場合、このプロパティは指定しないでください。値は、クラスター、スナップ
ショット、ソース DB インスタンスのいずれかから継承されます。KmsKeyId プロパティを指定した
場合、暗号化を有効にする必要があります。
KmsKeyId を指定した場合、StorageEncrypted を true に設定して暗号化を有効にする必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Tags
このクラスターに割り当てられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UseLatestRestorableTime
DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットから新しい DB クラスターを作成しま
す。
DB スナップショットが指定されている場合、ターゲット DB クラスターは、デフォルト設定とデフォ
ルトセキュリティグループを使用してソース DB スナップショットから作成されます。
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DB クラスタースナップショットを指定した場合、新しい DB クラスターが既定のセキュリティグルー
プを使用して作成されることを除いて、ターゲット DB クラスターは元のソース DB クラスターと同
じ構成でソース DB クラスターの復元ポイントから作成されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcSecurityGroupIds
DB クラスターが属する VPC セキュリティグループのリストを入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ClusterResourceId
DB クラスターのリソース ID。例: cluster-ABCD1234EFGH5678IJKL90MNOP。クラスター ID はク
ラスターを一意に識別し、IAM 認証ポリシーなどで使用されます。
Endpoint
DB クラスターの接続エンドポイント。例: mystackmydbcluster-1apw1j4phylrk.cg034hpkmmjt.us-east-2.rds.amazonaws.com
Port
DB クラスターが接続を受け付けるポート番号。例: 8182。
ReadEndpoint
DB クラスターの読み込みエンドポイント。例: mystack-mydbclusterro-1apw1j4phylrk.cg034hpkmmjt.us-east-2.rds.amazonaws.com

AWS::Neptune::DBCluster DBClusterRole
DB クラスターに関連付けられている Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールを記述しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"FeatureName" : String,
"RoleArn" : String

YAML
FeatureName: String
RoleArn: String

プロパティ
FeatureName
Amazon Identity and Access Management(IAM) ロールに関連付けられている機能の名前。サポートさ
れている機能名のリストについては、DescribeDBEngineVersions を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
DB クラスターに関連付けられる IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup リソースは、新しい Amazon Neptune DB クラスターの
パラメータグループを作成します。

Note
パラメータグループを DB クラスターに適用すると、インスタンスの再起動が必要になる場合が
あり、再起動中はデータベースが停止することになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Family" : String,
"Name" : String,
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}

}

"Parameters" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup
Properties:
Description: String
Family: String
Name: String
Parameters: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
この DB クラスターパラメータグループに対するユーザー定義の説明を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Family
neptune1 を指定してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
DB クラスターパラメータグループの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
この DB クラスターパラメータグループに対して設定するパラメータです。
パラメータはキー値ペアで構成される JSON オブジェクトとして表されます。
パラメータを更新する場合、更新するパラメータに応じて一時的な中断が発生することがあります。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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Tags
このパラメータグループにアタッチするタグです。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Neptune::DBInstance
AWS::Neptune::DBInstanceタイプは Amazon Neptune DB インスタンスを作成します。
DB インスタンスの更新
スタックが削除されるときに、AWS CloudFormation がインスタンスを処理する方法を DB インスタ
ンスの削除ポリシーに設定できます。Neptune DB インスタンスの場合、インスタンスの保持、インス
タンスの削除、インスタンスのスナップショット作成のいずれかを実行できます。デフォルトの AWS
CloudFormation 動作は DBClusterIdentifier プロパティによって決まります。
• DBClusterIdentifier プロパティを指定していない AWS::Neptune::DBInstance リソースの場
合は、AWS CloudFormation によって DB インスタンスのスナップショットが保存されます。
• DBClusterIdentifier プロパティを指定している AWS::Neptune::DBInstance リソースの場合
は、AWS CloudFormation によって DB インスタンスが削除されます。
DB インスタンスの削除

Important
DB インスタンスが更新時に削除されるか、置き換えられると、AWS CloudFormation によってす
べての自動スナップショットは削除されます。ただし、手動で作成された DB スナップショット
は保持されます。置き換えを必要とする更新時に、スタックポリシーを適用して DB インスタン
スが置き換えられるのを防ぐことができます。
「Update requires: Replacement」というラベルのプロパティが更新されると、AWS CloudFormation はま
ず置換 DB インスタンスを作成し、他の依存するリソースからのリファレンスが置換 DB インスタンスを
ポイントするように変更した後、古い DB インスタンスを削除します。

Important
スタックを更新する前にデータベースのスナップショットを作成することを強くお勧めします。
作成しない場合、AWS CloudFormation によって DB インスタンスが置き換えられるとデータは
失われます。データを保持するために、以下の手順を実行します。
1. DB インスタンスを使用しているアプリケーションを無効にして、DB インスタンスにアクティ
ビティがないようにします。
2. DB インスタンスのスナップショットを作成します。
3. DB スナップショットを使用してインスタンスを復元する場合は、DB インスタンスの
変更点を更新したテンプレートに反映し、使用する DB スナップショットの ID を含む
DBSnapshotIdentifier プロパティを追加します。
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4. スタックを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Neptune::DBInstance",
"Properties" : {
"AllowMajorVersionUpgrade" : Boolean,
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBInstanceClass" : String,
"DBInstanceIdentifier" : String,
"DBParameterGroupName" : String,
"DBSnapshotIdentifier" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Neptune::DBInstance
Properties:
AllowMajorVersionUpgrade: Boolean
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
AvailabilityZone: String
DBClusterIdentifier: String
DBInstanceClass: String
DBInstanceIdentifier: String
DBParameterGroupName: String
DBSnapshotIdentifier: String
DBSubnetGroupName: String
PreferredMaintenanceWindow: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AllowMajorVersionUpgrade
メジャーバージョンアップグレードが許可されることを示します。このパラメータの変更が停止につ
ながらなければ、変更は非同期的に可能な限り迅速に適用されます。DB インスタンスの現在のバー
ジョンとは異なるメジャーバージョンである EngineVersion パラメータの値を指定する場合は、この
パラメータを true に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AutoMinorVersionUpgrade
マイナーバージョンのパッチを自動的に適用することを指定します。
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このプロパティを更新する際に一時的な中断が発生する可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
DB インスタンスを配置するアベイラビリティーゾーンの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterIdentifier
DB インスタンスが DB クラスターのメンバーである場合は、DB インスタンスがメンバーとなってい
る DB クラスターの名前が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBInstanceClass
DB インスタンスのコンピューティングおよびメモリ容量クラスの名前を指定します。
このプロパティを更新する場合は、一時的な中断が発生する可能性があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBInstanceIdentifier
ユーザーが指定したデータベース識別子が含まれています。この識別子は、DB インスタンスを識別
する一意のキーです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBParameterGroupName
既存の DB パラメータグループの名前、またはテンプレートで作成した
AWS::Neptune::DBParameterGroup リソースへのリファレンスの名前。参照されるパラメータグルー
プのデータメンバーのいずれかが更新中に変更されると、DB インスタンスを再開する必要があり、
中断が発生する可能性があります。パラメータグループに静的なパラメータが含まれている場合、変
更されたかどうかに関わらず、更新は再起動をトリガーします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
DBSnapshotIdentifier
このパラメータはサポートされていません
AWS::Neptune::DBInstance は、スナップショットからの復元をサポートしません。
AWS::Neptune::DBCluster は、スナップショットからの復元をサポートしません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBSubnetGroupName
DB インスタンスに関連付ける DB サブネットグループ。この値を更新する場合、新しいサブネットグ
ループは新しい仮想プライベートクラウド (VPC) のサブネットグループである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間範囲を世界標準時 (UTC) で指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
この DB インスタンスに対する任意のタグのセット (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Endpoint
データベースの接続エンドポイント。例: mystack-mydb-1apw1j4phylrk.cg034hpkmmjt.useast-2.rds.amazonaws.com。
Port
データベースが接続を受け入れるポート番号。例: 8182。

AWS::Neptune::DBParameterGroup
AWS::Neptune::DBParameterGroup は 新しい DB パラメータグループを作成します。このタイプはテ
ンプレートで宣言され、AWS::Neptune::DBInstance の DBParameterGroupName パラメータで参照
できます。

Note
パラメータグループを DB インスタンスに適用すると、インスタンスの再起動が必要になる場合
があり、再起動中はデータベースが停止することになります。
DB パラメータグループは、最初は DB インスタンスで使用されるデータベースエンジンのデフォルトパラ
メータで作成されます。パラメータのいずれかにカスタム値を指定するには、ModifyDBParameterGroup
を使用して作成した後でグループを変更する必要があります。DB パラメータグループを作成した
ら、ModifyDBInstance を使用して DB インスタンスに関連付ける必要があります。新しい DB パラメータ
グループを実行中の DB インスタンスに関連付ける場合、フェイルオーバーせずに新しい DB パラメータ
グループと関連付け済みの設定を有効にするには、DB インスタンスを再起動する必要があります。

Important
DB パラメータグループの作成後、その DB パラメータグループをデフォルトのパラメータグ
ループとして使用する最初の DB インスタンスが作成されるまで、5 分以上かかります。その間
に、Amazon Neptune によって作成アクションが完了し、そのパラメータグループが新しい DB
インスタンスのデフォルトとして使用されるようになります。この点は、DB インスタンスのデ
フォルトデータベースの作成時に必須になるパラメータ (デフォルトデータベースの文字セットを
定義する character_set_database パラメータなど) に特に重要です。Amazon Neptune コン
ソールの [Parameter Groups] (パラメータグループ) オプション、または DescribeDBParameters
コマンドを使用して、DB パラメータグループが作成または変更されたことを確認できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Neptune::DBParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Family" : String,
"Name" : String,
"Parameters" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Neptune::DBParameterGroup
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Properties:
Description: String
Family: String
Name: String
Parameters: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
この DB パラメータグループに対するユーザー定義の説明を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Family
neptune1 を指定してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
DB パラメータグループの名前を入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
この DB パラメータグループに対して設定するパラメータです。
パラメータはキー値ペアで構成される JSON オブジェクトとして表されます。
動的パラメータの変更は直ちに適用されます。更新の際、静的パラメーター (変更されたかどうかに関
わらず) がある場合、AWS CloudFormation はフェイルオーバーなしで関連する DB インスタンスを再
起動するようトリガーします。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
このパラメータグループにアタッチするタグです。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5038

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Neptune

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Neptune::DBSubnetGroup
AWS::Neptune::DBSubnetGroup タイプは Amazon Neptune DB サブネットグループを作成します。サ
ブネットグループは、同じ AWS リージョンの 2 つの異なるアベイラビリティーゾーン内のサブネットを
少なくとも 2 つ含んでいる必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Neptune::DBSubnetGroup",
"Properties" : {
"DBSubnetGroupDescription" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Neptune::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: String
DBSubnetGroupName: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
DBSubnetGroupDescription
DB サブネットグループの説明を入力します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSubnetGroupName
DB サブネットグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
SubnetIds
DB サブネットグループの Amazon EC2 サブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
DB サブネットグループにアタッチするタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS Network Firewall リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040)
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045)
• AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054)
• AWS::NetworkFirewall::RuleGroup (p. 5059)

AWS::NetworkFirewall::Firewall
AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) を使用して、Amazon VPC で VPC のステートフルファイア
ウォール、マネージドファイアウォール、ネットワークファイアウォール、および侵入の検知と防止の
フィルタリングを指定します。
ファイアウォールは、AWS Network Firewall ファイアウォールの設定を定義します。設定には、ファイア
ウォールポリシー、ファイアウォールエンドポイントに使用する VPC 内のサブネット、およびファイア
ウォール AWS リソースにアタッチされているタグが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::NetworkFirewall::Firewall",
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}

"Properties" : {
"DeleteProtection" : Boolean,
"Description" : String,
"FirewallName" : String,
"FirewallPolicyArn" : String,
"FirewallPolicyChangeProtection" : Boolean,
"SubnetChangeProtection" : Boolean,
"SubnetMappings" : [ SubnetMapping (p. 5044), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkFirewall::Firewall
Properties:
DeleteProtection: Boolean
Description: String
FirewallName: String
FirewallPolicyArn: String
FirewallPolicyChangeProtection: Boolean
SubnetChangeProtection: Boolean
SubnetMappings:
- SubnetMapping (p. 5044)
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
DeleteProtection
ファイアウォールを削除できるかどうかを示すフラグ。TRUE の設定は、ファイアウォールが削除か
ら保護されていることを示します。この設定は、使用中のファイアウォールを誤って削除するのを防
ぐために使用します。ファイアウォールを作成すると、操作はこのフラグを TRUE に初期化します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
ファイアウォールの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
FirewallName
ファイアウォールのわかりやすい名前。ファイアウォールの作成後は、ファイアウォールの名前を変
更することはできません。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: Replacement
FirewallPolicyArn
ファイアウォールポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。
ファイアウォールとファイアウォールポリシーの関係は、多対一です。各ファイアウォールは 1 つの
ファイアウォールポリシーとの関連付けが必要で、複数のファイアウォールに同じファイアウォール
ポリシーを使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn:aws.*
Update requires: No interruption
FirewallPolicyChangeProtection
ファイアウォールポリシーの関連付けの変更に対してファイアウォールを保護するかどうかを示す設
定。この設定は、使用中のファイアウォールのファイアウォールポリシーを誤って変更するのを防ぐ
ために使用します。ファイアウォールを作成すると、この操作によってこの設定が TRUE に初期化さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SubnetChangeProtection
サブネットの関連付けの変更に対してファイアウォールを保護するかどうかを示す設定。この設定
は、使用中のファイアウォールのサブネットの関連付けを誤って変更するのを防ぐために使用しま
す。ファイアウォールを作成すると、この操作によってこの設定が TRUE に初期化されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SubnetMappings
Network Firewall がファイアウォールに使用しているパブリックサブネット。各サブネットは異なる
アベイラビリティーゾーンに属している必要があります。
必須: はい
タイプ: SubnetMapping (p. 5044) のリスト
Update requires: No interruption
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Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcId
ファイアウォールが使用されている VPC の一意の識別子。ファイアウォールを作成した後は、ファイ
アウォールの VPC を変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^vpc-[0-9a-f]+$
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ファイアウォールの
Amazon リソースネーム (ARN)。次に例を示します。
{ "Ref": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:012345678901:firewall/
myFirewallName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
EndpointIds
ファイアウォールにアタッチしたすべてのサブネットのファイアウォールエンドポイントの一意の
ID。サブネットは、特定の順序で表示されません。例: ["us-west-2c:vpce-111122223333",
"us-west-2a:vpce-987654321098", "us-west-2b:vpce-012345678901"]。
FirewallArn
AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) の Amazon リソースネーム (ARN)。
FirewallId
AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) リソースの名前。
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例
ファイアウォールの作成
ファイアウォールの仕様の例を次に示します。

JSON
"SampleFirewall": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::Firewall",
"Properties": {
"FirewallName": "SampleFirewallName",
"FirewallPolicyArn": {
"Ref": "SampleFirewallPolicy"
},
"VpcId": {
"Ref": "SampleVPC"
},
"SubnetMappings": [
{
"SubnetId": {
"Ref": "SampleSubnet1"
}
},
{
"SubnetId": {
"Ref": "SampleSubnet2"
}
}
],
"Description": "Firewall description goes here",
"Tags": [
{
"Key": "Foo",
"Value": "Bar"
}
]
}

YAML
SampleFirewall:
Type: AWS::NetworkFirewall::Firewall
Properties:
FirewallName: SampleFirewallName
FirewallPolicyArn: !Ref SampleFirewallPolicy
VpcId: !Ref SampleVPC
SubnetMappings:
- SubnetId: !Ref SampleSubnet1
- SubnetId: !Ref SampleSubnet2
Description: Firewall description goes here
Tags:
- Key: Foo
Value: Bar

AWS::NetworkFirewall::Firewall SubnetMapping
ファイアウォールに関連付けるサブネットの ID。AWS Network Firewall は、指定した各サブネットで関連
付けられたファイアウォールのインスタンスを作成し、サブネットのアベイラビリティーゾーン内のトラ
フィックをフィルタリングします。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SubnetId" : String

YAML
SubnetId: String

プロパティ
SubnetId
フィルターの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045)を使用して、AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) の
ステートレスおよびステートフルネットワークトラフィックフィルタリング動作を定義します。複数の
ファイアウォールに対して 1 つのファイアウォールポリシーを使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy",
"Properties" : {
"Description" : String,
"FirewallPolicy" : FirewallPolicy (p. 5050),
"FirewallPolicyName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
Properties:
Description: String
FirewallPolicy:
FirewallPolicy (p. 5050)
FirewallPolicyName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
Description
ファイアウォールポリシーの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
FirewallPolicy
ステートレスおよびステートフルルールグループ、およびその他の設定のコレクションで定義され
る、ファイアウォールポリシーのトラフィックフィルタリング動作。
必須: はい
タイプ: FirewallPolicy (p. 5050)
Update requires: No interruption
FirewallPolicyName
ファイアウォールポリシーのわかりやすい名前。一度作成したトラフィックポリシーの名前は変更で
きません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ファイアウォールポリシー
の Amazon リソースネーム (ARN)。次に例を示します。
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{ "Ref": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:012345678901:firewall-policy/
myFirewallPolicyName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
FirewallPolicyArn
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) の Amazon リソースネーム (ARN)。
FirewallPolicyId
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) リソースの一意の ID。

例
ファイアウォールポリシーの作成
次に、ファイアウォールポリシーの仕様の例を示します。

JSON
"SampleFirewallPolicy": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy",
"Properties": {
"FirewallPolicyName": "SampleFirewallPolicyName",
"FirewallPolicy": {
"StatelessDefaultActions": [
"aws:pass"
],
"StatelessFragmentDefaultActions": [
"aws:drop"
],
"StatefulRuleGroupReferences": [
{
"ResourceArn": {
"Ref": "SampleStatefulRuleGroup"
}
}
],
"StatelessRuleGroupReferences": [
{
"ResourceArn": {
"Ref": "SampleStatelessRuleGroup"
},
"Priority": 100
}
]
},
"Description": "FirewallPolicy description goes here",
"Tags": [
{
"Key": "Foo",
"Value": "Bar"
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}

}

]

}

YAML
SampleFirewallPolicy:
Type: 'AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy'
Properties:
FirewallPolicyName: SampleFirewallPolicyName
FirewallPolicy:
StatelessDefaultActions:
- 'aws:pass'
StatelessFragmentDefaultActions:
- 'aws:drop'
StatefulRuleGroupReferences:
- ResourceArn: !Ref SampleStatefulRuleGroup1
StatelessRuleGroupReferences:
- ResourceArn: !Ref SampleStatelessRuleGroup
Priority: 100
Description: FirewallPolicy description goes here
Tags:
- Key: Foo
Value: Bar

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy ActionDefinition
ステートレスルールのアクション設定で使用するカスタムアクション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PublishMetricAction" : PublishMetricAction (p. 5052)

YAML
PublishMetricAction:
PublishMetricAction (p. 5052)

プロパティ
PublishMetricAction
一致するパケットについて、指定されたメトリクスを Amazon CloudWatch に公開するステートレス
検査基準。この設定では、公開する CloudWatch ディメンション値を定義します。
このカスタムアクションは、標準のステートレスルールアクションとペアにすることができます。例
えば、これをルールアクションで、ステートフル検査のためにパケットを転送する標準アクションと
ペアリングできます。次に、パケットがルールに一致すると、Network Firewall はパケットのメトリ
クスを公開し、転送します。
必須: いいえ
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タイプ: PublishMetricAction (p. 5052)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy CustomAction
ステートレスパケット処理に使用するオプションの非標準アクション。指定する必要がある標準アクショ
ンに加えて、これを定義できます。
使用できるようにするカスタムアクションを定義し、名前を付けて、アクション設定で名前で参照しま
す。
カスタムアクションは、次の場所で使用できます。
• AWS::NetworkFirewall::RuleGroup StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083) で。カスタムアクション
は、名前で定義する StatelessRulesAndCustomActions 内で使用できます。カスタムアクションを
ステートレスルールのアクションに使用して、ルールの match 属性に一致するパケットの処理を指定で
きます。
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) 仕様では、StatelessCustomActions にあります。
カスタムアクションは、定義するポリシー内で使用できます。カスタムアクションをポリシーのデフォ
ルトのステートレスアクション設定に使用して、ポリシーのステートレスルールのいずれにも一致しな
いパケットに対する処理を指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActionDefinition" : ActionDefinition (p. 5048),
"ActionName" : String

YAML
ActionDefinition:
ActionDefinition (p. 5048)
ActionName: String

プロパティ
ActionDefinition
アクション名に関連付けられたカスタムアクション。
必須: はい
タイプ: ActionDefinition (p. 5048)
Update requires: No interruption
ActionName
カスタムアクションのわかりやすい名前。一度作成したカスタムアクションの名前は変更できませ
ん。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9]+$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy Dimension
Amazon CloudWatch カスタムメトリクスディメンションで使用する値。これは PublishMetrics カス
タムアクションで使用されます。CloudWatch カスタムメトリクスディメンションは、メトリクスのアイ
デンティティの一部である名前と値のペアです。
AWS Network Firewall はディメンション名を CustomAction に設定し、ユーザーはディメンションの値
を指定します。
CloudWatch カスタムメトリクスディメンションの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイ
ドのカスタムメトリクスの発行を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Value" : String

YAML
Value: String

プロパティ
Value
カスタムメトリクスディメンションで使用する値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_ ]+$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy FirewallPolicy
ステートレスおよびステートフルルールグループ、およびその他の設定のコレクションで定義される、
ファイアウォールポリシーのトラフィックフィルタリング動作。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"StatefulRuleGroupReferences" : [ StatefulRuleGroupReference (p. 5053), ... ],
"StatelessCustomActions" : [ CustomAction (p. 5049), ... ],
"StatelessDefaultActions" : [ String, ... ],
"StatelessFragmentDefaultActions" : [ String, ... ],
"StatelessRuleGroupReferences" : [ StatelessRuleGroupReference (p. 5053), ... ]

YAML
StatefulRuleGroupReferences:
- StatefulRuleGroupReference (p. 5053)
StatelessCustomActions:
- CustomAction (p. 5049)
StatelessDefaultActions:
- String
StatelessFragmentDefaultActions:
- String
StatelessRuleGroupReferences:
- StatelessRuleGroupReference (p. 5053)

プロパティ
StatefulRuleGroupReferences
ポリシーで使用されるステートフルルールグループへの参照。これは、ステートフルルールでの検査
基準を定義します。
必須: いいえ
タイプ: StatefulRuleGroupReference (p. 5053) のリスト
Update requires: No interruption
StatelessCustomActions
ファイアウォールポリシーの StatelessDefaultActions 設定で使用できるカスタムアクション
定義。定義する各カスタムアクションに名前を付けて、既定のアクションの仕様で名前で使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: CustomAction (p. 5049) のリスト
Update requires: No interruption
StatelessDefaultActions
ポリシー内のステートレスルールのいずれにも一致しない場合に、パケットに対して実行するアク
ション。ステートフル検査のために一致しないパケットを転送する場合は、aws:forward_to_sfe
を指定します。
標準アクションの aws:pass、aws:drop または aws:forward_to_sfe のいずれかを指定する必要
があります。さらに、標準のセクションの選択と互換性のあるカスタムアクションを指定できます。
例えば、["aws:pass"] を指定したり、["aws:pass", “customActionName”] を指定したりで
きます。互換性については、カスタムアクションの説明を参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StatelessFragmentDefaultActions
ポリシー内のステートレスルールのいずれにも一致しない場合に、フラグメント化されたパケットに
対して実行するアクション。ステートフル検査のために一致しないフラグメント化されたパケットを
転送する場合は、aws:forward_to_sfe を指定します。
標準アクションの aws:pass、aws:drop または aws:forward_to_sfe のいずれかを指定する必要
があります。さらに、標準のセクションの選択と互換性のあるカスタムアクションを指定できます。
例えば、["aws:pass"] を指定したり、["aws:pass", “customActionName”] を指定したりで
きます。互換性については、カスタムアクションの説明を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StatelessRuleGroupReferences
ポリシーで使用されるステートレスルールグループへの参照。これは、ステートレス規則の一致条件
を定義します。
必須: いいえ
タイプ: List of StatelessRuleGroupReference (p. 5053)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy PublishMetricAction
一致するパケットについて、指定されたメトリクスを Amazon CloudWatch に公開するステートレス検査
基準。この設定では、公開する CloudWatch ディメンション値を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Dimensions" : [ Dimension (p. 5050), ... ]

YAML
Dimensions:
- Dimension (p. 5050)

プロパティ
Dimensions
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必須: はい
タイプ: Dimension (p. 5050) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy StatefulRuleGroupReference
ファイアウォールポリシーでルールグループを参照するために使用される、1 つのステートフルルールグ
ループの ID。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ResourceArn" : String

YAML
ResourceArn: String

プロパティ
ResourceArn
ステートフルルールグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn:aws.*
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy StatelessRuleGroupReference
ファイアウォールポリシーでルールグループを参照するために使用される、1 つのステートレスルールグ
ループの ID。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Priority" : Integer,
"ResourceArn" : String

YAML
Priority: Integer
ResourceArn: String

プロパティ
Priority
ステートレスルールグループを 1 つの AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) で実行する順
序を示す整数設定。Network Firewall は、各ステートレスルールグループを、優先順位が最も低いグ
ループで始まるパケットに適用します。優先順位設定は、各ポリシー内で一意であるようにする必要
があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
ResourceArn
ステートレスルールグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^arn:aws.*
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054) を使用し
て、AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) の送信先およびログ記録オプションを定義します 。
LogDestinationConfigs で一度に 1 つの LogDestinationConfig 設定を変更して、ログ記録設定を
変更する必要があります。
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054) リソースには、次のいずれか 1 つの変更しかでき
ません。
• 1 つの LogDestinationConfig 配列要素を LogDestinationConfigs に追加して、新しいログ送信
先オブジェクトを作成します。
• LogDestinationConfigs から 1 つの LogDestinationConfig 配列要素を削除して、ログ送信先オ
ブジェクトを削除します。
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• 1 つの LogDestinationConfig 配列要素の LogDestination 設定を変更します。
LogDestinationConfig で LogDestinationType または LogType を変更することはできません。こ
れらの設定を変更するには、既存の LogDestinationConfig オブジェクトを削除し、2 つの変更を加え
て新しいオブジェクトを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration",
"Properties" : {
"FirewallArn" : String,
"FirewallName" : String,
"LoggingConfiguration" : LoggingConfiguration (p. 5059)
}

YAML
Type: AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
Properties:
FirewallArn: String
FirewallName: String
LoggingConfiguration:
LoggingConfiguration (p. 5059)

プロパティ
FirewallArn
ログ記録設定が関連付けられている AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) の Amazon リソース
ネーム (ARN)。ログ記録設定を作成した後は、ファイアウォールの仕様を変更することはできませ
ん。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FirewallName
ログ記録設定が関連付けられているファイアウォールの名前。ログ記録設定を作成した後は、ファイ
アウォールの仕様を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LoggingConfiguration
AWS Network Firewall による AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) のログ記録の実行方法を定義
します。
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必須: はい
タイプ: LoggingConfiguration (p. 5059)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ログ記録設定が関連付けら
れているファイアウォールの Amazon リソースネーム (ARN)。次に例を示します。
{ "Ref": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:012345678901:firewall/
myFirewallName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
CloudWatch Logs と Kinesis Data Firehose のログ記録設定を作成する
以下は、Amazon CloudWatch Logs ロググループに送信されるアラートログと、Amazon Kinesis Data
Firehose 配信ストリームへ送信されるフローログのログ記録設定仕様の例を示しています。

JSON
"SampleLoggingConfiguration": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration",
"Properties": {
"FirewallArn": {
"Ref": "SampleFirewallArn"
},
"LoggingConfiguration": {
"LogDestinationConfigs": [
{
"LogType": "ALERT",
"LogDestinationType": "CloudWatchLogs",
"LogDestination": {
"logGroup": "SampleLogGroup"
}
},
{
"LogType": "FLOW",
"LogDestinationType": "KinesisDataFirehose",
"LogDestination": {
"deliveryStream": "SampleStream"
}
}
]
}
}
}

YAML
SampleLoggingConfiguration:
Type: 'AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration'
Properties:
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FirewallArn: !Ref SampleFirewallArn
LoggingConfiguration:
LogDestinationConfigs:
- LogType: ALERT
LogDestinationType: CloudWatchLogs
LogDestination:
logGroup: SampleLogGroup
- LogType: FLOW
LogDestinationType: KinesisDataFirehose
LogDestination:
deliveryStream: SampleStream

Amazon S3 のログ記録設定の作成
以下に、Amazon S3 バケットに送信されるフローログのログ記録設定仕様の例を示します。

JSON
"SampleLoggingConfiguration": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration",
"Properties": {
"FirewallArn": {
"Ref": "SampleFirewallArn"
},
"LoggingConfiguration": {
"LogDestinationConfigs": [
{
"LogType": "FLOW",
"LogDestinationType": "S3",
"LogDestination": {
"bucketName": "sample-bucket-name",
"prefix": "sample/s3/prefix"
}
}
]
}
}
}

YAML
SampleLoggingConfiguration:
Type: 'AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration'
Properties:
FirewallArn: !Ref SampleFirewallArn
LoggingConfiguration:
LogDestinationConfigs:
- LogType: FLOW
LogDestinationType: S3
LogDestination:
bucketName: sample-bucket-name
prefix: sample/s3/prefix

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration LogDestinationConfig
AWS Network Firewall が 1 つのログタイプのファイアウォールのログを送信する場所を定義します。こ
れは、AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054) で使用されています。各タイプのログを
Amazon S3 バケット、CloudWatch ロググループ、または Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信で
きます。
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Network Firewall は、ステートフルルールグループのログを生成します。アラートとフローログのタイプ
を保存できます。ステートフルルールエンジンは、受信したすべてのネットワークトラフィックのフロー
ログを記録します。ルールアクションが DROP または ALERT に設定されているステートフルルールに一致
するトラフィックのアラートログを記録します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LogDestination" : {Key : Value, ...},
"LogDestinationType" : String,
"LogType" : String

YAML
LogDestination:
Key : Value
LogDestinationType: String
LogType: String

プロパティ
LogDestination
選択した送信先タイプに固有の key:value マッピングで指定される、ログの名前付きの場所。
• Amazon S3 バケットでは、バケットの名前をキー bucketName とともに入力し、オプションでプ
レフィックスをキー prefix とともに入力します。次の例では、DOC-EXAMPLE-BUCKET という名
前の Amazon S3 バケットとプレフィックス alerts を指定します。
"LogDestination": { "bucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", "prefix":
"alerts" }
• CloudWatch ロググループでは、CloudWatch ロググループの名前をキー logGroup とともに入力
します。次の例では、alert-log-group という名前のロググループを指定します。
"LogDestination": { "logGroup": "alert-log-group" }
• Kinesis Data Firehose 配信ストリームでは、配信ストリームの名前をキー deliveryStream とと
もに入力します。次の例では、alert-delivery-stream という名前のデリバリーストリームを
指定します。
"LogDestination": { "deliveryStream": "alert-delivery-stream" }
必須: はい
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
LogDestinationType
これらのログを送信する保存先のタイプ。ログは、Amazon S3 バケット、CloudWatch ロググルー
プ、または Kinesis Data Firehose 配信ストリームに送信できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: CloudWatchLogs | KinesisDataFirehose | S3
Update requires: No interruption
LogType
送信するログのタイプ。ステートフルルールを、アラートログメッセージを送信するアクション設定
と一致させるアラートログレポートトラフィック。フローログは、標準のネットワークトラフィック
フローログです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALERT | FLOW
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration LoggingConfiguration
AWS Network Firewall による AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) のログ記録の実行方法を定義しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogDestinationConfigs" : [ LogDestinationConfig (p. 5057), ... ]

YAML
LogDestinationConfigs:
- LogDestinationConfig (p. 5057)

プロパティ
LogDestinationConfigs
ファイアウォールのログのログ記録先を定義します。Network Firewall は、ステートフルルールグ
ループのログを生成します。
必須: はい
タイプ: LogDestinationConfig (p. 5057) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup (p. 5059) を使用して、ステートレスまたはステー
トフルネットワークトラフィックフィルタリング規則の再利用可能なコレクションを定
義します。AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) のルールグループを使用し
て、AWS::NetworkFirewall::Firewall (p. 5040) のフィルタリング動作を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup",
"Properties" : {
"Capacity" : Integer,
"Description" : String,
"RuleGroup" : RuleGroup (p. 5075),
"RuleGroupName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
Properties:
Capacity: Integer
Description: String
RuleGroup:
RuleGroup (p. 5075)
RuleGroupName: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Capacity
このルールグループが使用できる最大動作リソース。ルールグループの容量設定は、ルールグルー
プの作成後に変更できません。ルールグループを更新すると、この容量に制限されます。ファイア
ウォールポリシーからルールグループを参照すると、Network Firewall はこの容量をルールグループ
用に予約します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Description
ルールグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
RuleGroup
ルールグループのルールを定義するオブジェクト。
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必須: いいえ
タイプ: RuleGroup (p. 5075)
Update requires: No interruption
RuleGroupName
ルールグループのわかりやすい名前。ルールグループの作成後にその名前を変更することはできませ
ん。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
Type
ルールグループがステートレスかステートフルかを示します。ルールグループがステートレスの場合
は、ステートレスルールが含まれます。ステートフルである場合は、ステートフルルールが含まれま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: STATEFUL | STATELESS
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ルールグループの Amazon
リソースネーム (ARN)。次に例を示します。
{ "Ref": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:012345678901:stateful-rulegroup/
myStatefulRuleGroupName" }
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RuleGroupArn
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup (p. 5059) の Amazon リソースネーム (ARN)。
RuleGroupId
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup (p. 5059) リソースの一意の ID。

例
ステートフルルールグループの作成
次に、ステートフルルールグループの仕様の例を示します。

JSON
"SampleStatefulRulegroup": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup",
"Properties": {
"RuleGroupName": "SampleStatefulRulegroupName",
"Type": "STATEFUL",
"RuleGroup": {
"RulesSource": {
"RulesString": "pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 <> 10.10.10.0/24 5203
(msg:\"test\";sid:1;rev:1;)"
}
},
"Capacity": 100,
"Description": "Rulegroup description goes here",
"Tags": [
{
"Key": "Foo",
"Value": "Bar"
}
]
}
}

YAML
SampleStatefulRulegroup:
Type: 'AWS::NetworkFirewall::RuleGroup'
Properties:
RuleGroupName: SampleStatefulRulegroupName
Type: STATEFUL
RuleGroup:
RulesSource:
RulesString: >pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 <> 10.10.10.0/24 5203
(msg:"test";sid:1;rev:1;)
Capacity: 100
Description: Rulegroup description goes here
Tags:
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- Key: Foo
Value: Bar

ステートレスルールグループの作成
次に、ステートレスルールグループの仕様の例を示します。

JSON
"SampleStatelessRulegroup": {
"Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup",
"Properties": {
"RuleGroupName": "SampleStatelessRulegroupName",
"Type": "STATELESS",
"RuleGroup": {
"RulesSource": {
"StatelessRulesAndCustomActions": {
"StatelessRules": [
{
"RuleDefinition": {
"MatchAttributes": {
"Sources": [
{
"AddressDefinition": "0.0.0.0/0"
}
],
"Destinations": [
{
"AddressDefinition": "10.0.0.0/8"
}
],
"SourcePorts": [
{
"FromPort": 15000
},
{
"ToPort": 30000
}
],
"DestinationPorts": [
{
"FromPort": 443
},
{
"ToPort": 443
}
],
"Protocols": [
6
]
},
"Actions": [
"aws:pass"
]
},
"Priority": 1
}
]
}
}
},
"Capacity": 100,
"Description": "Rulegroup description goes here",
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}

}

"Tags": [
{
"Key": "Foo",
"Value": "Bar"
}
]

YAML
SampleStatelessRulegroup:
Type: 'AWS::NetworkFirewall::RuleGroup'
Properties:
RuleGroupName: SampleStatelessRulegroupName
Type: STATELESS
RuleGroup:
RulesSource:
StatelessRulesAndCustomActions:
StatelessRules:
- RuleDefinition:
MatchAttributes:
Sources:
- AddressDefinition: 0.0.0.0/0
Destinations:
- AddressDefinition: 10.0.0.0/8
SourcePorts:
- FromPort: 15000
ToPort: 30000
DestinationPorts:
- FromPort: 443
ToPort: 443
Protocols:
- 6
Actions:
- 'aws:pass'
Priority: 1
Capacity: 100
Description: Rulegroup description goes here
Tags:
- Key: Foo
Value: Bar

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup ActionDefinition
ステートレスルールのアクション設定で使用するカスタムアクション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PublishMetricAction" : PublishMetricAction (p. 5074)

YAML
PublishMetricAction:
PublishMetricAction (p. 5074)
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プロパティ
PublishMetricAction
一致するパケットについて、指定されたメトリクスを Amazon CloudWatch に公開するステートレス
検査基準。この設定では、公開する CloudWatch ディメンション値を定義します。
このカスタムアクションは、標準のステートレスルールアクションとペアにすることができます。例
えば、これをルールアクションで、ステートフル検査のためにパケットを転送する標準アクションと
ペアリングできます。次に、パケットがルールに一致すると、Network Firewall はパケットのメトリ
クスを公開し、転送します。
必須: いいえ
タイプ: PublishMetricAction (p. 5074)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Address
1 つの IP アドレスの指定。これは、AWS::NetworkFirewall::RuleGroup MatchAttributes (p. 5070) の送信
元および送信先の仕様で使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AddressDefinition" : String

YAML
AddressDefinition: String

プロパティ
AddressDefinition
クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 表記で、IP アドレスまたは IP アドレスのブロックを指定
します。Network Firewall は、IPv4 のすべてのアドレス範囲をサポートします。
例:
• IP アドレス 192.0.2.44 を検査するように Network Firewall を設定するには、192.0.2.44/32 を指
定します。
• 192.0.2.0～192.0.2.255 の IP アドレスを検査するように Network Firewall を設定するに
は、192.0.2.0/24 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
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パターン: ^([a-fA-F\d:\.]+/\d{1,3})$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup CustomAction
ステートレスパケット処理に使用するオプションの非標準アクション。指定する必要がある標準アクショ
ンに加えて、これを定義できます。
使用できるようにするカスタムアクションを定義し、名前を付けて、アクション設定で名前で参照しま
す。
カスタムアクションは、次の場所で使用できます。
• AWS::NetworkFirewall::RuleGroup StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083) で。カスタムアクション
は、名前で定義する StatelessRulesAndCustomActions 内で使用できます。カスタムアクションを
ステートレスルールのアクションに使用して、ルールの match 属性に一致するパケットの処理を指定で
きます。
• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) 仕様では、StatelessCustomActions にあります。
カスタムアクションは、定義するポリシー内で使用できます。カスタムアクションをポリシーのデフォ
ルトのステートレスアクション設定に使用して、ポリシーのステートレスルールのいずれにも一致しな
いパケットに対する処理を指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActionDefinition" : ActionDefinition (p. 5064),
"ActionName" : String

YAML
ActionDefinition:
ActionDefinition (p. 5064)
ActionName: String

プロパティ
ActionDefinition
アクション名に関連付けられたカスタムアクション。
必須: はい
タイプ: ActionDefinition (p. 5064)
Update requires: No interruption
ActionName
カスタムアクションのわかりやすい名前。一度作成したカスタムアクションの名前は変更できませ
ん。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9]+$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Dimension
Amazon CloudWatch カスタムメトリクスディメンションで使用する値。これは PublishMetrics カス
タムアクションで使用されます。CloudWatch カスタムメトリクスディメンションは、メトリクスのアイ
デンティティの一部である名前と値のペアです。
AWS Network Firewall はディメンション名を CustomAction に設定し、ユーザーはディメンションの値
を指定します。
CloudWatch カスタムメトリクスディメンションの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイ
ドのカスタムメトリクスの発行を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Value" : String

YAML
Value: String

プロパティ
Value
カスタムメトリクスディメンションで使用する値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9-_ ]+$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup Header
ステートフルトラフィックフロー検査でパケットヘッダーの検査に使用する AWS Network Firewall の 5 タ
プル基準。基準に一致するトラフィックフローは、対応するステートフルルールに一致します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Destination" : String,
"DestinationPort" : String,
"Direction" : String,
"Protocol" : String,
"Source" : String,
"SourcePort" : String

YAML
Destination: String
DestinationPort: String
Direction: String
Protocol: String
Source: String
SourcePort: String

プロパティ
Destination
検査する送信先 IP アドレスまたはアドレス範囲 (CIDR 表記)。任意のアドレスと照合するには、ANY
を指定します。
クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 表記で、IP アドレスまたは IP アドレスのブロックを指定
します。Network Firewall は、IPv4 のすべてのアドレス範囲をサポートします。
例:
• IP アドレス 192.0.2.44 を検査するように Network Firewall を設定するには、192.0.2.44/32 を指
定します。
• 192.0.2.0～192.0.2.255 の IP アドレスを検査するように Network Firewall を設定するに
は、192.0.2.0/24 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
DestinationPort
検査する送信先ポート。個々のポートを指定したり (例えば、1994)、ポート範囲を指定したり (例え
ば、1990:1994) できます。任意のポートと照合するには、ANY を指定します。
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
5068

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Network Firewall

タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
Direction
検査するトラフィックフローの方向。ANY に設定した場合、検査は送信元から送信先、および送信先
から送信元への双方向トラフィックを照合します。FORWARD に設定した場合、検査は送信元から送信
先に向かうトラフィックだけを照合します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ANY | FORWARD
Update requires: No interruption
Protocol
検査するプロトコル。AWS およびインターネット上のすべてのトラフィックは IP であるため、すべ
てを指定するには、IP を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DCERPC | DHCP | DNS | FTP | HTTP | ICMP | IKEV2 | IMAP | IP |
KRB5 | MSN | NTP | SMB | SMTP | SSH | TCP | TFTP | TLS | UDP
Update requires: No interruption
Source
検査する送信元 IP アドレスまたはアドレス範囲 (CIDR 表記)。任意のアドレスと照合するには、ANY
を指定します。
クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 表記で、IP アドレスまたは IP アドレスのブロックを指定
します。Network Firewall は、IPv4 のすべてのアドレス範囲をサポートします。
例:
• IP アドレス 192.0.2.44 を検査するように Network Firewall を設定するには、192.0.2.44/32 を指
定します。
• 192.0.2.0～192.0.2.255 の IP アドレスを検査するように Network Firewall を設定するに
は、192.0.2.0/24 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
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パターン: ^.*$
Update requires: No interruption
SourcePort
検査する送信元ポート。個々のポートを指定したり (例えば、1994)、ポート範囲を指定したり (例え
ば、1990:1994) できます。任意のポートと照合するには、ANY を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^.*$
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup IPSet
IP アドレスとアドレス範囲のリスト (CIDR 表記)。これは AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
RuleVariables (p. 5080) の一部です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Definition" : [ String, ... ]

YAML
Definition:
- String

プロパティ
Definition
IP アドレスとアドレス範囲のリスト (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup MatchAttributes
ステートレスルール検査で個々のパケットを検査するために使用する Network Firewall 基準。各一致属性
セットには、IP アドレス、CIDR 範囲、ポート番号、プロトコル、TCP フラグなどの 1 つ以上の項目を含
めることができます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DestinationPorts" : [ PortRange (p. 5072), ... ],
"Destinations" : [ Address (p. 5065), ... ],
"Protocols" : [ Integer, ... ],
"SourcePorts" : [ PortRange (p. 5072), ... ],
"Sources" : [ Address (p. 5065), ... ],
"TCPFlags" : [ TCPFlagField (p. 5083), ... ]

YAML
DestinationPorts:
- PortRange (p. 5072)
Destinations:
- Address (p. 5065)
Protocols:
- Integer
SourcePorts:
- PortRange (p. 5072)
Sources:
- Address (p. 5065)
TCPFlags:
- TCPFlagField (p. 5083)

プロパティ
DestinationPorts
検査する送信先ポート。指定しない場合、これは任意の送信先ポートと一致します。この設定は、プ
ロトコル 6 (TCP) およびプロトコル 17 (UDP) でのみ使用されます。
個々のポートを指定したり (例えば、1994)、ポート範囲を指定したり (例えば、1990:1994) できま
す。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 5072) のリスト。
Update requires: No interruption
Destinations
検査する送信先 IP アドレスとアドレス範囲 (CIDR 表記)。指定しない場合、これは任意の宛先アドレ
スと一致します。
必須: いいえ
タイプ: 住所 (p. 5065) のリスト
Update requires: No interruption
Protocols
各プロトコルに割り当てられたインターネットプロトコル番号 (IANA) を使用して指定する、検査対象
のプロトコル。指定しない場合、これは任意のプロトコルと一致します。
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必須: いいえ
タイプ: 整数のリスト
Update requires: No interruption
SourcePorts
検査対象の送信元ポート。指定しない場合、これは任意の送信元ポートと一致します。この設定は、
プロトコル 6 (TCP) およびプロトコル 17 (UDP) でのみ使用されます。
個々のポートを指定したり (例えば、1994)、ポート範囲を指定したり (例えば、1990:1994) できま
す。
必須: いいえ
タイプ: PortRange (p. 5072) のリスト。
Update requires: No interruption
Sources
検査対象の送信元 IP アドレスとアドレス範囲 (CIDR 表記)。指定しない場合、これは任意の送信元ア
ドレスと一致します。
必須: いいえ
タイプ: 住所 (p. 5065) のリスト
Update requires: No interruption
TCPFlags
検査対象の TCP フラグとマスク。指定しない場合、これは任意の設定と一致します。この設定は、プ
ロトコル 6 (TCP) にのみ使用されます。
必須: いいえ
タイプ: TCPFlagField (p. 5083) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup PortRange
1 つのポート範囲の指定。これは、ステートレス AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
MatchAttributes (p. 5070) の送信元ポートおよび送信先ポート範囲に使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FromPort" : Integer,
"ToPort" : Integer

YAML
FromPort: Integer
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ToPort: Integer

プロパティ
FromPort
ポート範囲の下限。これは、ToPort 指定以下でなければなりません。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption
ToPort
ポート範囲の上限。これは、FromPort 指定以上にする必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup PortSet
ルールグループのルールで使用するポート範囲のセット。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Definition" : [ String, ... ]

YAML
Definition:
- String

プロパティ
Definition
ポート範囲のセット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup PublishMetricAction
一致するパケットについて、指定されたメトリクスを Amazon CloudWatch に公開するステートレス検査
基準。この設定では、公開する CloudWatch ディメンション値を定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Dimensions" : [ Dimension (p. 5067), ... ]

YAML
Dimensions:
- Dimension (p. 5067)

プロパティ
Dimensions
必須: はい
タイプ: Dimension (p. 5067) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleDefinition
単一のステートレスルールの検査基準とアクション。AWS Network Firewall は、指定された一致基準につ
いて各パケットを検査します。パケットが基準に一致すると、Network Firewall はそのパケットに対して
ルールのアクションを実行します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"MatchAttributes" : MatchAttributes (p. 5070)

YAML
Actions:
- String
MatchAttributes:
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MatchAttributes (p. 5070)

プロパティ
Actions
ステートレスルール定義の match 属性の 1 つに一致するパケットに対して実行するアクション。標準
アクションを指定する必要があり、カスタムアクションを追加できます。

Note
Network Firewall は、パケットが一致するルールに aws:forward_to_sfe
を指定した場合、またはパケットがどのステートレスルールにも一致せ
ず、AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy (p. 5045) の StatelessDefaultActions 設定
に aws:forward_to_sfe を指定した場合にのみ、ステートフルルール検査のためにパケッ
トを転送します。
すべてのルールについて、次の標準アクションのいずれかを正確に指定する必要があります。
• aws:pass - パケットのすべての検査を中止し、意図した送信先への送信を許可します。
• aws: drop - パケットのすべての検査を中止し、意図した送信先への送信をブロックします。
• aws: forward_to_sfe - パケットのステートレス検査を中止し、検査のためにステートフルルールエ
ンジンに転送します。
さらに、カスタムアクションを指定できます。これを行うには、名前とタイプでカスタムアクション
を定義し、この Actions 設定でアクションに割り当てた名前を指定します。
この設定で複数のアクションを指定するには、設定をコンマで区切ります。例えば、
「MyMetricsAction」と名前を付けたパブリッシュメトリクスカスタムアクションがある場
合、[“aws:pass”, “MyMetricsAction”] を使用してカスタムアクションと組み合わせた標準ア
クション aws:pass を指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MatchAttributes
ステートレスルール検査で個々のパケットを検査するために使用する Network Firewall 基準。各一致
属性セットには、IP アドレス、CIDR 範囲、ポート番号、プロトコル、TCP フラグなどの 1 つ以上の
項目を含めることができます。
必須: はい
タイプ: MatchAttributes (p. 5070)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleGroup
ルールグループ内のルールを定義するオブジェクト。
AWS Network Firewall は、ルールグループを使用してネットワークトラフィックを検査および制御しま
す。個々のパケットを検査するステートレスルールグループを定義し、トラフィックフローのコンテキス
トでパケットを検査するステートフルルールグループを定義します。
ルールグループを使用するには、ルールグループを参照して Network Firewall のファイアウォールポリ
シーに含め、そのポリシーをファイアウォールで使用します。ルールグループは、複数のファイアウォー
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ルポリシーから参照できます。また、1 つのファイアウォールポリシーを複数のファイアウォールで使用
できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RulesSource" : RulesSource (p. 5077),
"RuleVariables" : RuleVariables (p. 5080)

YAML
RulesSource:
RulesSource (p. 5077)
RuleVariables:
RuleVariables (p. 5080)

プロパティ
RulesSource
ルールグループのステートフルルールまたはステートレスルール。
必須: はい
タイプ: RulesSource (p. 5077)
Update requires: No interruption
RuleVariables
ルールグループ内のルールで使用できる設定。この設定は、ステートフルルールグループに対しての
み使用できます。
必須: いいえ
タイプ: RuleVariables (p. 5080)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleOption
ステートフルルールの追加設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Keyword" : String,
"Settings" : [ String, ... ]
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YAML
Keyword: String
Settings:
- String

プロパティ
Keyword
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*
Update requires: No interruption
Settings
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RulesSource
1 つのルールグループで使用するステートレスルールまたはステートフルルールの定義。各ルールグルー
プには 1 つの RulesSource が必要です。このインスタンスは、ステートレスルールまたはステートフル
ルールのいずれかに使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"RulesSourceList" : RulesSourceList (p. 5078),
"RulesString" : String,
"StatefulRules" : [ StatefulRule (p. 5080), ... ],
"StatelessRulesAndCustomActions" : StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083)

YAML
RulesSourceList:
RulesSourceList (p. 5078)
RulesString:
String
StatefulRules:
- StatefulRule (p. 5080)
StatelessRulesAndCustomActions:
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StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083)

プロパティ
RulesSourceList
ドメインリストルールグループのステートフル検査基準。
必須: いいえ
タイプ: RulesSourceList (p. 5078)
Update requires: No interruption
RulesString
Suricata 互換侵入防止システム (IPS) ルールで指定される、ステートフル検査基準。Suricata は、
ネットワークトラフィック検査用の標準ルールベース言語を含むオープンソースのネットワーク IPS
です。
このルールには、検査基準と、条件に一致するトラフィックに対して実行するアクションが含まれて
いるため、このタイプのルールグループには個別のアクション設定はありません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1000000
Update requires: No interruption
StatefulRules
ステートフルルールグループで一緒に使用される個々のステートフルルールインスペクション基準の
配列。このオプションを使用して、プロトコル、送信元と送信先、ポート、方向、および規則オプ
ションを使用して単純な Suricata ルールを指定します。Suricata Rules 形式の詳細は、 ルールの形
式 を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: StatefulRule (p. 5080) のリスト
Update requires: No interruption
StatelessRulesAndCustomActions
ステートレスルールグループで使用されるステートレス検査基準。
必須: いいえ
タイプ: StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RulesSourceList
ドメインリストルールグループのステートフル検査基準。
HTTPS トラフィックでは、ドメインフィルタリングは SNI ベースです。TLS ハンドシェイクのサーバー
名インジケータ拡張子を使用します。
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デフォルトでは、Network Firewall ドメインリストの検査には、ファイアウォールをデプロイする VPC
からのトラフィックのみが含まれます。デプロイ VPC 外の IP アドレスからのトラフィックを検査する
には、デプロイ VPC の CIDR 範囲と他の CIDR 範囲を含めるように HOME_NET ルール変数を設定しま
す。詳細については、このガイドの AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleVariables (p. 5080) および
Network Firewall デベロッパーガイドの Stateful domain list rule groups in AWS Network Firewall を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"GeneratedRulesType" : String,
"Targets" : [ String, ... ],
"TargetTypes" : [ String, ... ]

YAML
GeneratedRulesType: String
Targets:
- String
TargetTypes:
- String

プロパティ
GeneratedRulesType
ターゲットリスト内のドメインへのアクセスを許可するか拒否するかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALLOWLIST | DENYLIST
Update requires: No interruption
Targets
トラフィックフローで検査するドメイン。有効なドメイン仕様は次のとおりです。
• 明示的な名前。例えば、abc.example.com は abc.example.com ドメインにのみ一致します。
• ドメインワイルドカードを使用する名前。これは、イニシャル「.」で示します。例え
ば、.example.com は example.com に一致し、また abc.example.com や www.example.com
など、example.com のすべてのサブドメインに一致します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TargetTypes
検査するターゲットのタイプ。有効な値は、TLS_SNI および HTTP_HOST です。
必須: はい
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleVariables
これが定義されている AWS::NetworkFirewall::RuleGroup (p. 5059) のルールで使用できる設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IPSets" : {Key : Value, ...},
"PortSets" : {Key : Value, ...}

YAML
IPSets:
Key : Value
PortSets:
Key : Value

プロパティ
IPSets
IP アドレスとアドレス範囲のリスト (CIDR 表記)。
必須: いいえ
タイプ: IPSet (p. 5070) の地図
Update requires: No interruption
PortSets
ポート範囲のリスト。
必須: いいえ
タイプ: PortSet (p. 5073) の地図
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup StatefulRule
ステートフルルールグループで使用する、単一の Suricata ルール仕様。このオプションを使用して、プロ
トコル、送信元と送信先、ポート、方向、および規則オプションを含む単純な Suricata ルールを指定しま
す。Suricata Rules 形式の詳細は、 規則の形式 を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Action" : String,
"Header" : Header (p. 5067),
"RuleOptions" : [ RuleOption (p. 5076), ... ]

YAML
Action: String
Header:
Header (p. 5067)
RuleOptions:
- RuleOption (p. 5076)

プロパティ
Action
フローがステートフルルールの基準に一致する場合に、トラフィックフロー内のパケットで Network
Firewall が何をすべきかを定義します。すべてのアクションについて、Network Firewall は指定された
アクションを実行し、トラフィックフローのステートフル検査を中止します。
ステートフルルールのアクションは次のように定義されます。
• PASS - パケットが目的の送信先に送信されることを許可します。
• DROP - ファイアウォールの AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054) でアラートロ
グが設定されている場合は、パケットが目的の送信先に送信されるのをブロックし、アラートログ
メッセージを送信します。
• ALERT - ファイアウォールの AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration (p. 5054) でアラートロ
グが設定されている場合は、パケットが目的の送信先に送信され、アラートログメッセージを送信
します。
このアクションを使用して、トラフィックのドロップに使用するルールをテストできます。ALERT
アクション付きのルールを有効にし、ルールが必要に応じてフィルタリングされていることをログ
で確認してから、アクションを DROP に変更します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALERT | DROP | PASS
Update requires: No interruption
Header
このルールのステートフル検査基準。トラフィックフローの検査に使用されます。
必須: はい
タイプ: ヘッダー (p. 5067)
Update requires: No interruption
RuleOptions
キーワードと設定として指定される、ステートフルルールの追加設定。
必須: はい
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タイプ: RuleOption (p. 5076) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup StatelessRule
単一のステートレスルール。これは、AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
StatelessRulesAndCustomActions (p. 5083) で使用されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Priority" : Integer,
"RuleDefinition" : RuleDefinition (p. 5074)

YAML
Priority: Integer
RuleDefinition:
RuleDefinition (p. 5074)

プロパティ
Priority
ステートレスルールグループに定義されているすべてのルールに関連して、このルールを実行する順
序を示します。Network Firewall は、優先順位が最も低い設定で始まるルールグループのルールを評
価します。優先順位設定は、ルールグループに対して一意であるようにする必要があります。
各ステートレスルールグループは、StatelessRulesAndCustomActions オブジェクトを 1 つだけ
使用し、各 StatelessRulesAndCustomActions に 1 つの StatelessRules オブジェクトが含
まれます。ルールグループに一意の優先順位を設定するには、任意の 1 つの StatelessRules オブ
ジェクト内で定義するステートレスルールに一意の優先順位を設定します。
ルールの優先順位設定はいつでも変更できます。後でルールを挿入しやすくするには、100、200 など
を使用して、その間に広い範囲があるように番号付けします。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
RuleDefinition
ステートレス 5 タプルパケット検査基準、および条件に一致するパケットに対して実行するアクショ
ンを定義します。
必須: はい
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タイプ: RuleDefinition (p. 5074)
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup StatelessRulesAndCustomActions
ステートレス検査基準。各ステートレスルールグループは、これらのデータ型の 1 つだけを使用して、ス
テートレスルールを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomActions" : [ CustomAction (p. 5066), ... ],
"StatelessRules" : [ StatelessRule (p. 5082), ... ]

YAML
CustomActions:
- CustomAction (p. 5066)
StatelessRules:
- StatelessRule (p. 5082)

プロパティ
CustomActions
この StatelessRulesAndCustomActions 仕様のステートレスルールで使用できる、個々のカスタ
ムアクション定義の配列を定義します。定義する各カスタムアクションに名前を付けて、ステートレ
スルールの AWS::NetworkFirewall::RuleGroup RuleDefinition (p. 5074) Actions 仕様で名前で使用で
きます。
必須: いいえ
タイプ: CustomAction (p. 5066) のリスト
Update requires: No interruption
StatelessRules
ステートレスルールグループで使用するステートレスルールのセットを定義します。
必須: はい
タイプ: StatelessRule (p. 5082) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::NetworkFirewall::RuleGroup TCPFlagField
パケットの検査対象の TCP フラグとマスク。これは、AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
MatchAttributes (p. 5070) 仕様で使用されます。
次に例を示します。
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"TCPFlags": [ { "Flags": [ "ECE", "SYN" ], "Masks": [ "SYN", "ECE" ] } ]

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Flags" : [ String, ... ],
"Masks" : [ String, ... ]

YAML
Flags:
- String
Masks:
- String

プロパティ
Flags
Masks 設定と組み合わせて使用して、パケットを一致させるために設定する必要があるフラグおよび
設定してはならないフラグを定義します。この設定では、Masks 設定でも指定されている値のみを指
定できます。
マスク設定で指定されているフラグの場合、パケットが一致するには、次の条件に一致する必要があ
ります。
• このフラグ設定で設定されるものは、パケットで設定すること。
• このフラグ設定で設定されていないものは、パケットでも設定しないこと。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Masks
検査で考慮するフラグのセット。有効な値リストのすべてのフラグを調べるには、これを設定しない
ままにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS Network Manager リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation (p. 5085)
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• AWS::NetworkManager::Device (p. 5088)
• AWS::NetworkManager::GlobalNetwork (p. 5093)
• AWS::NetworkManager::Link (p. 5094)
• AWS::NetworkManager::LinkAssociation (p. 5098)
• AWS::NetworkManager::Site (p. 5102)
• AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration (p. 5105)

AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
カスタマーゲートウェイ、デバイス、およびオプションでリンク間の関連付けを指定します。リンクを指
定する場合は、指定したデバイスにリンクが関連付けられている必要があります。カスタマーゲートウェ
イは、グローバルネットワークに登録されているトランジットゲートウェイ上の VPN アタッチメントに接
続する必要があります。
カスタマーゲートウェイを複数のデバイスおよびリンクに関連付けることはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation",
"Properties" : {
"CustomerGatewayArn" : String,
"DeviceId" : String,
"GlobalNetworkId" : String,
"LinkId" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
Properties:
CustomerGatewayArn: String
DeviceId: String
GlobalNetworkId: String
LinkId: String

プロパティ
CustomerGatewayArn
カスタマーゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeviceId
デバイスの ID。
API バージョン 2010-05-15
5085

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Network Manager

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LinkId
リンクの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバル
ネットワークの ID とカスタマーゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)例: globalnetwork-01231231231231231|arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:customergateway/cgw-00112233aabbcc112。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
カスタマーゲートウェイの関連付け
次のサンプルテンプレートは、グローバルネットワーク、デバイス、カスタマーゲートウェイ、VPN 接
続、およびトランジットゲートウェイを作成します。グローバルネットワークにトランジットゲートウェ
イを登録し、カスタマーゲートウェイとデバイス間の関連付けを作成します。カスタマーゲートウェイの
関連付けの作成は、VPN 接続とトランジットゲートウェイの登録によって異なります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create a global network and customer gateway association",
"Resources": {
"GlobalNetwork": {
"Type": "AWS::NetworkManager::GlobalNetwork"
},
"Device": {
"Type": "AWS::NetworkManager::Device",
"Properties": {
"Description": "Chicago office device",
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"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"Location": {
"Address": "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606",
"Latitude": "41.8",
"Longitude": "-87.6"
}

}
},
"TransitGateway": {
"Type": "AWS::EC2::TransitGateway"
},
"TransitGatewayRegistration": {
"Type": "AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration",
"Properties": {
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"TransitGatewayArn": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:transitgateway/${TransitGateway}"
}
}
},
"CustomerGateway": {
"Type": "AWS::EC2::CustomerGateway",
"Properties": {
"Type": "ipsec.1",
"BgpAsn": 65534,
"IpAddress": "12.1.2.3"
}
},
"VPNConnection": {
"Type": "AWS::EC2::VPNConnection",
"Properties": {
"Type": "ipsec.1",
"StaticRoutesOnly": true,
"CustomerGatewayId": {
"Ref": "CustomerGateway"
},
"TransitGatewayId": {
"Ref": "TransitGateway"
}
}
},
"CustomerGatewayAssociation": {
"DependsOn": [
"VPNConnection",
"TransitGatewayRegistration"
],
"Type": "AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation",
"Properties": {
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"DeviceId": {
"Fn::GetAtt": [
"Device",
"DeviceId"
]
},
"CustomerGatewayArn": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:customergateway/${CustomerGateway}"
}

API バージョン 2010-05-15
5087

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Network Manager

}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: 'Create a global network and customer gateway association'
Resources:
GlobalNetwork:
Type: AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
Device:
Type: AWS::NetworkManager::Device
Properties:
Description: Chicago office device
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
Location:
Address: "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606"
Latitude: "41.8"
Longitude: "-87.6"
TransitGateway:
Type: AWS::EC2::TransitGateway
TransitGatewayRegistration:
Type: AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
Properties:
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
TransitGatewayArn: !Sub 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:transitgateway/${TransitGateway}'
CustomerGateway:
Type: AWS::EC2::CustomerGateway
Properties:
Type: ipsec.1
BgpAsn: 65534
IpAddress: 12.1.2.3
VPNConnection:
Type: AWS::EC2::VPNConnection
Properties:
Type: ipsec.1
StaticRoutesOnly: true
CustomerGatewayId:
!Ref CustomerGateway
TransitGatewayId:
!Ref TransitGateway
CustomerGatewayAssociation:
DependsOn:
- VPNConnection
- TransitGatewayRegistration
Type: AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
Properties:
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
DeviceId: !GetAtt Device.DeviceId
CustomerGatewayArn: !Sub 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:customergateway/${CustomerGateway}'

AWS::NetworkManager::Device
デバイスを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::Device",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GlobalNetworkId" : String,
"Location" : Location (p. 5092),
"Model" : String,
"SerialNumber" : String,
"SiteId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String,
"Vendor" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::Device
Properties:
Description: String
GlobalNetworkId: String
Location:
Location (p. 5092)
Model: String
SerialNumber: String
SiteId: String
Tags:
- Tag
Type: String
Vendor: String

プロパティ
Description
デバイスの説明。
制限: 最大文字数は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Location
サイトの場所。
必須: いいえ
タイプ: Location (p. 5092)
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Update requires: No interruption
Model
デバイスのモデル。
制限: 最大文字数は 128 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SerialNumber
デバイスのシリアル番号。
制限: 最大文字数は 128 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SiteId
サイト ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
デバイスのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
デバイスのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Vendor
デバイスのベンダー。
制限: 最大文字数は 128 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルネットワークお
よびデバイスの ID。例: global-network-01231231231231231|device-07f6fd08867abc123。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DeviceArn
デバイスの ARN。たとえば、arn:aws:networkmanager::123456789012:device/globalnetwork-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 と指定します。
DeviceId
デバイスの ID。たとえば、device-07f6fd08867abc123 と指定します。

例
デバイス
次に、グローバルネットワークにデバイスを作成する例を示します。

JSON
{

}

"Type": "AWS::NetworkManager::Device",
"Properties": {
"Description": "Chicago office device",
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"SiteId": {
"Fn::GetAtt": [
"Site",
"SiteId"
]
},
"Location": {
"Address": "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606",
"Latitude": "41.8",
"Longitude": "-87.6"
},
"Tags": [
{
"Key": "Network",
"Value": "north-america"
}
]
}
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YAML
Type: AWS::NetworkManager::Device
Properties:
Description: "Chicago office device"
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
SiteId: !GetAtt Site.SiteId
Location:
Address: "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606"
Latitude: "41.8"
Longitude: "-87.6"
Tags:
- Key: Network
Value: north-america

AWS::NetworkManager::Device Location
ロケーションの説明。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Address" : String,
"Latitude" : String,
"Longitude" : String

YAML
Address: String
Latitude: String
Longitude: String

プロパティ
Address
物理アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Latitude
緯度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Longitude
経度。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
新しい空のグローバルネットワークを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::GlobalNetwork",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
Properties:
Description: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
グローバルネットワークの説明。
制限: 最大文字数は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
グローバルネットワークのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルネットワークの
ID。例: global-network-01231231231231231。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
グローバルネットワークの ARN。たとえ
ば、arn:aws:networkmanager::123456789012:global-network/globalnetwork-01231231231231231 と指定します。
Id
グローバルネットワークの ID。たとえば、global-network-01231231231231231 と指定しま
す。

例
グローバルネットワーク
次の例では、グローバルネットワークを作成します。

JSON
{

}

"Type": "AWS::NetworkManager::GlobalNetwork",
"Properties": {
"Description": "Global network for USA sites",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "global-network-usa"
}
]
}

YAML
Type: 'AWS::NetworkManager::GlobalNetwork'
Properties:
Description: Global network for USA sites
Tags:
- Key: Name
Value: global-network-usa

AWS::NetworkManager::Link
サイトのリンクを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::Link",
"Properties" : {
"Bandwidth" : Bandwidth (p. 5097),
"Description" : String,
"GlobalNetworkId" : String,
"Provider" : String,
"SiteId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::Link
Properties:
Bandwidth:
Bandwidth (p. 5097)
Description: String
GlobalNetworkId: String
Provider: String
SiteId: String
Tags:
- Tag
Type: String

プロパティ
Bandwidth
リンクの帯域幅。
必須: はい
タイプ: Bandwidth (p. 5097)
Update requires: No interruption
Description
リンク の説明。
制限: 最大文字数は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Provider
リンクのプロバイダ。
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制限: 最大文字数は 128 文字です。次の文字を含めることはできません: | \ ^
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SiteId
サイトの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リンクのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
リンクのタイプ。
制限: 最大文字数は 128 文字です。次の文字を含めることはできません: | \ ^
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルネットワークと
リンクの ID。例: global-network-01231231231231231|link-11112222aaaabbbb1。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
LinkArn
リンクの ARN。たとえば、arn:aws:networkmanager::123456789012:link/globalnetwork-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1 と指定します。
LinkId
リンクの ID。たとえば、link-11112222aaaabbbb1 と指定します。
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例
リンク
次の例では、グローバルネットワークにリンクを作成します。

JSON
{

}

"Type": "AWS::NetworkManager::Link",
"Properties": {
"Description": "Broadband link",
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"SiteId": {
"Fn::GetAtt": [
"Site",
"SiteId"
]
},
"Bandwidth": {
"DownloadSpeed": 20,
"UploadSpeed": 20
},
"Provider": "AnyCompany",
"Type": "Broadband",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "broadband-link-1"
}
]
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::Link
Properties:
Description: "Broadband link"
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
SiteId: !GetAtt Site.SiteId
Bandwidth:
DownloadSpeed: 20
UploadSpeed: 20
Provider: "AnyCompany"
Type: "Broadband"
Tags:
- Key: Name
Value: broadband-link-1

AWS::NetworkManager::Link Bandwidth
帯域幅情報の説明。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"DownloadSpeed" : Integer,
"UploadSpeed" : Integer

YAML
DownloadSpeed: Integer
UploadSpeed: Integer

プロパティ
DownloadSpeed
ダウンロード速度 (Mbps)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UploadSpeed
アップロード速度 (Mbps)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::NetworkManager::LinkAssociation
デバイスとリンク間の関連付けを指定します。1 つのデバイスは複数のリンクに関連付けることができ、1
つのリンクは複数のデバイスに関連付けることができます。デバイスとリンクは、同じグローバルネット
ワークと同じサイト内に存在する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::LinkAssociation",
"Properties" : {
"DeviceId" : String,
"GlobalNetworkId" : String,
"LinkId" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::LinkAssociation
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DeviceId: String
GlobalNetworkId: String
LinkId: String

プロパティ
DeviceId
リンクの関連付けのデバイス ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LinkId
リンクの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバル
ネットワーク、デバイス、リンクの ID。例: global-network-01231231231231231|
device-07f6fd08867abc123|link-11112222aaaabbbb1。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
リンクの関連付け
次のテンプレート例は、グローバルネットワーク、サイト、リンク、デバイスを作成します。これによ
り、リンクとデバイス間の関連付けが作成されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Create global network and link association",
"Resources": {
"GlobalNetwork": {
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"Type": "AWS::NetworkManager::GlobalNetwork"
},
"Site": {
"Type": "AWS::NetworkManager::Site",
"Properties": {
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"Location": {
"Address": "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606",
"Latitude": "41.8",
"Longitude": "-87.6"
}
}
},
"Link": {
"Type": "AWS::NetworkManager::Link",
"Properties": {
"Description": "Broadband link",
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"SiteId": {
"Fn::GetAtt": [
"Site",
"SiteId"
]
},
"Bandwidth": {
"DownloadSpeed": 20,
"UploadSpeed": 20
},
"Provider": "AnyCompany",
"Type": "Broadband",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "broadband-link-1"
}
]
}
},
"Device": {
"Type": "AWS::NetworkManager::Device",
"Properties": {
"Description": "Chicago office device",
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"SiteId": {
"Fn::GetAtt": [
"Site",
"SiteId"
]
},
"Tags": [
{
"Key": "Network",
"Value": "north-america"
}
]
}
},
"LinkAssociation": {
"Type": "AWS::NetworkManager::LinkAssociation",
"Properties": {
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}

}

}

}

"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"LinkId": {
"Fn::GetAtt": [
"Link",
"LinkId"
]
},
"DeviceId": {
"Fn::GetAtt": [
"Device",
"DeviceId"
]
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: 'Create global network and link association'
Resources:
GlobalNetwork:
Type: AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
Site:
Type: AWS::NetworkManager::Site
Properties:
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
Location:
Address: "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606"
Latitude: "41.8"
Longitude: "-87.6"
Link:
Type: AWS::NetworkManager::Link
Properties:
Description: Broadband link
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
SiteId: !GetAtt Site.SiteId
Bandwidth:
DownloadSpeed: 20
UploadSpeed: 20
Provider: "AnyCompany"
Type: "Broadband"
Tags:
- Key: Name
Value: broadband-link-1
Device:
Type: AWS::NetworkManager::Device
Properties:
Description: Chicago office device
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
SiteId: !GetAtt Site.SiteId
Tags:
- Key: Network
Value: north-america
LinkAssociation:
Type: AWS::NetworkManager::LinkAssociation
Properties:
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
LinkId: !GetAtt Link.LinkId
DeviceId: !GetAtt Device.DeviceId
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AWS::NetworkManager::Site
グローバルネットワーク内のサイトを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::Site",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GlobalNetworkId" : String,
"Location" : Location (p. 5104),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::Site
Properties:
Description: String
GlobalNetworkId: String
Location:
Location (p. 5104)
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
サイトの説明。
制限: 最大文字数は 256 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Location
サイトの場所。この情報は、ネットワークマネージャコンソールでの視覚化に使用されます。住所を
指定すると、緯度と経度が自動的に計算されます。
• Address: サイトの物理アドレス。
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• Latitude: サイトの緯度。
• Longitude: サイトの経度。
必須: いいえ
タイプ: Location (p. 5104)
Update requires: No interruption
Tags
サイト のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルネットワークお
よびサイトの ID。例: global-network-01231231231231231|site-444555aaabbb11223。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SiteArn
サイトの ARN。たとえば、arn:aws:networkmanager::123456789012:site/globalnetwork-01231231231231231/site-444555aaabbb11223 と指定します。
SiteId
サイトの ID。たとえば、site-444555aaabbb11223 と指定します。

例
サイト
次の例では、グローバルネットワークにサイトを作成します。

JSON
{

"Type": "AWS::NetworkManager::Site",
"Properties": {
"Description": "Chicago office",
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"

API バージョン 2010-05-15
5103

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Network Manager

}

}

},
"Location": {
"Address": "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606",
"Latitude": "41.880520",
"Longitude": "-87.634720"
},
"Tags": [
{
"Key": "Network",
"Value": "north-america"
}
]

YAML
Type: AWS::NetworkManager::Site
Properties:
Description: "Chicago office"
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
Location:
Address: "227 W Monroe St, Chicago, IL 60606"
Latitude: "41.880520"
Longitude: "-87.634720"
Tags:
- Key: Network
Value: north-america

AWS::NetworkManager::Site Location
ロケーションの説明。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Address" : String,
"Latitude" : String,
"Longitude" : String

YAML
Address: String
Latitude: String
Longitude: String

プロパティ
Address
物理アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Latitude
緯度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Longitude
経度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
グローバルネットワークにトランジットゲートウェイを登録します。トランジットゲートウェイは任意の
AWS リージョン に存在できますが、グローバルネットワークを所有する同じ AWS アカウント によって
所有されている必要があります。1 つのトランジットゲートウェイを複数のグローバルネットワークに登
録することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration",
"Properties" : {
"GlobalNetworkId" : String,
"TransitGatewayArn" : String
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
Properties:
GlobalNetworkId: String
TransitGatewayArn: String

プロパティ
GlobalNetworkId
グローバルネットワークの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
TransitGatewayArn
トランジットゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルネット
ワークの ID とトランジットゲートウェイの ARN。例: global-network-01231231231231231|
arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/tgw-123abc05e04123abc。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
トランジットゲートウェイの登録
次の例では、グローバルネットワークのトランジットゲートウェイを登録します。

JSON
{

"Type": "AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration",
"Properties": {
"GlobalNetworkId": {
"Ref": "GlobalNetwork"
},
"TransitGatewayArn": {
"Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:transit-gateway/
${TransitGateway}"
}
}
}

YAML
Type: AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
Properties:
GlobalNetworkId: !Ref GlobalNetwork
TransitGatewayArn: !Sub 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:transit-gateway/
${TransitGateway}'

Amazon Nimble Studio リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS# NimbleStudio# LaunchProfile (p. 5107)
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• AWS# NimbleStudio# StreamingImage (p. 5110)
• AWS# NimbleStudio# Studio (p. 5112)
• AWS# NimbleStudio# StudioComponent (p. 5115)

AWS# NimbleStudio# LaunchProfile
AWS::NimbleStudio::LaunchProfileリソースは、ワークステーション、レンダリングファーム、共
有ファイルシステムなど、一連の Studio コンポーネントのアクセス権を表します。起動プロファイルは、
スタジオユーザーと共有され、スタジオコンポーネントのセットにアクセスできるようになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NimbleStudio::LaunchProfile",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Ec2SubnetIds" : [ String, ... ],
"LaunchProfileProtocolVersions" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"StreamConfiguration" : StreamConfiguration (p. 5109),
"StudioComponentIds" : [ String, ... ],
"StudioId" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::NimbleStudio::LaunchProfile
Properties:
Description: String
Ec2SubnetIds:
- String
LaunchProfileProtocolVersions:
- String
Name: String
StreamConfiguration:
StreamConfiguration (p. 5109)
StudioComponentIds:
- String
StudioId: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
Description
起動プロファイルの人間が読み取り可能な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Ec2SubnetIds
EC2 サブネットのコレクションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
LaunchProfileProtocolVersions
起動プロファイルで使用されるプロトコルのバージョン番号。有効なバージョンは「2021-03-31」の
みです。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
起動プロファイルのフレンドリ名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StreamConfiguration
ストリーミングセッションの設定。
必須: はい
タイプ : ストリーム設定 (p. 5109)
Update requires: No interruption
StudioComponentIds
この起動プロファイルで使用できるスタジオコンポーネントのコレクションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StudioId
スタジオリソースの一意の識別子。Nimble Studio では、他のすべてのリソースはスタジオリソースに
含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement

戻り値
Fn::GetAtt
LaunchProfileId
起動プロファイルリソースの一意の識別子。

AWS# NimbleStudio# LaunchProfile StreamConfiguraton
ストリーミングセッションの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClipboardMode" : String,
"Ec2InstanceTypes" : [ String, ... ],
"MaxSessionLengthInMinutes" : Double,
"StreamingImageIds" : [ String, ... ]

YAML
ClipboardMode: String
Ec2InstanceTypes:
- String
MaxSessionLengthInMinutes: Double
StreamingImageIds:
- String

プロパティ
ClipboardMode
ストリーミングセッションとストリーミングクライアント間でコピーアンドペーストを行うシステム
クリップボードの使用を有効または無効にします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ec2InstanceTypes
この起動プロファイルでストリーミングセッションを起動するときにユーザーが選択できる EC2 イン
スタンスタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
MaxSessionLengthInMinutes
ストリーミングセッションを実行できる時間（分単位）。この後、Nimble Studioは自動的にセッショ
ンを終了します。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
StreamingImageIds
この起動プロファイルでストリーミングセッションを起動するときにユーザーが選択できるストリー
ミングイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StreamingImage
AWS::NimbleStudio::StreamingImageリソースは、スタジオにストリーミングイメージを作成しま
す。ストリーミングイメージは、Amazon Nimble Studio ストリーミングセッションで使用するオペレー
ティングシステムとソフトウェアを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NimbleStudio::StreamingImage",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Ec2ImageId" : String,
"Name" : String,
"StudioId" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::NimbleStudio::StreamingImage
Properties:
Description: String
Ec2ImageId: String
Name: String
StudioId: String
Tags:
Key : Value
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プロパティ
Description
人間が読めるストリーミングイメージの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ec2ImageId
ストリーミングイメージの作成に使用する EC2 マシンイメージの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
ストリーミングイメージリソースのフレンドリ名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StudioId
スタジオリソースの一意の識別子。Nimble Studio では、他のすべてのリソースはスタジオリソースに
含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement

戻り値
Fn::GetAtt
EulaIds
このストリーミングイメージを使用してストリーミングセッションを開始する前に受け入れなければ
ならないEULAの ID のリスト。
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Owner
ストリーミングイメージの所有者。ストリーミングイメージを含む StudioID、または Amazon Nimble
Studio によって提供される画像の場合は「amazon」のいずれかです。
Platform
ストリーミングイメージのプラットフォーム（WINDOWS または LINUX）。
StreamingImageId
ストリーミングイメージリソースの一意の識別子。

AWS# NimbleStudio# Studio
AWS::NimbleStudio::Studioリソースは、新しいスタジオリソースを作成します。Amazon Nimble
Studio では、他のすべてのリソースはスタジオに含まれています。
スタジオを作成するときは、管理者ロールとユーザーロールという 2 つの IAM ロールを指定する必要が
あります。これらのロールは、ユーザーが Amazon Nimble Studio ポータルにログインするときに継承さ
れます。ポータルが正常に機能するためには、ユーザーロールに AmazonNimbleStudio-StudioUser 管理
ポリシーがアタッチされている必要があります。ポータルが正常に機能するためには、管理者ロールに
AmazonNimbleStudio-StudioAdmin 管理ポリシーがアタッチされている必要があります。
必要に応じて、StudioEncryptionConfiguration で AWS Key Management Service キーを指定できま
す。Nimble Studio では、リソース名、説明、初期化スクリプト、およびユーザーが提供するその他の
データは、AWS Key Management Service キーを使用して常に暗号化されます。デフォルトでは、こ
のキーは AWS によって所有され、ユーザーに代わって管理されます。CreateStudio を呼び出して、
お客様が所有および管理しているキーを使用してこのデータを暗号化する場合は、独自の AWS Key
Management Service キーを提供できます。スタジオの作成時に AWS Key Management Service キーを提
供すると、Amazon Nimble Studio はアカウントに AWS Key Management Service 許可を作成し、スタジ
オユーザーと管理者ロールにこれらの AWS Key Management Service キーへのアクセスを提供します。
この許可を削除すると、ポータルユーザーはスタジオにアクセスできなくなります。スタジオ AWS Key
Management Service キーを削除すると、スタジオにアクセスできなくなります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NimbleStudio::Studio",
"Properties" : {
"AdminRoleArn" : String,
"DisplayName" : String,
"StudioEncryptionConfiguration" : StudioEncryptionConfiguration (p. 5114),
"StudioName" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...},
"UserRoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::NimbleStudio::Studio
Properties:
AdminRoleArn: String
DisplayName: String
StudioEncryptionConfiguration:
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StudioEncryptionConfiguration (p. 5114)
StudioName: String
Tags:
Key : Value
UserRoleArn: String

プロパティ
AdminRoleArn
スタジオ管理者が Nimble Studio ポータルにログインするときに継承する IAM ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisplayName
ポータルのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StudioEncryptionConfiguration
スタジオで使用される暗号化方式の設定。
必須: いいえ
タイプ : StudioEncryptionConfiguration (p. 5114)
Update requires: No interruption
StudioName
Nimble Studio ポータルでスタジオにアクセスするときに URL に含まれるスタジオの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
UserRoleArn
スタジオユーザーが Nimble Studio ポータルにログインするときに継承する IAM ロール。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
HomeRegion
スタジオリソースが存在する AWS Region。たとえば、us-west-2 と指定します。
SsoClientId
IAM Identity Center との統合に使用される IAM Identity Center アプリケーションクライアント ID。こ
れにより、IAM Identity Center ユーザーは Amazon Nimble Studio ポータルにログインできます。
StudioId
リソースの一意の識別子。
StudioUrl
リソースの一意の識別子。

AWS::NimbleStudio::Studio StudioEncryptionConfiguration
スタジオで使用される暗号化方式の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KeyArn" : String,
"KeyType" : String

YAML
KeyArn: String
KeyType: String

プロパティ
KeyArn
スタジオデータの暗号化に使用される KMS キーの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyType
スタジオデータの暗号化に使用される KMS キーの種類。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent
AWS::NimbleStudio::StudioComponentリソースは、スタジオユーザーとワークフローによって
使用されるネットワークリソースを表します。一般的なスタジオには、レンダリングファーム、Active
Directory、ライセンスサービス、および共有ファイルシステム用のスタジオコンポーネントが含まれてい
ます。
スタジオコンポーネントへのアクセスは、リソースとそのエンドポイントに対してセキュリティグループ
を指定することによって管理されます。
スタジオコンポーネントには、GetLaunchProfileInitialization によって返される初期化スクリ
プトセットもあります。これらの初期化スクリプトは、開始時にストリーミングセッションで実行されま
す。ユーザーは、ストリーミングセッションでのスタジオリソースの設定方法を柔軟に制御できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::NimbleStudio::StudioComponent",
"Properties" : {
"Configuration" : StudioComponentConfiguration (p. 5122),
"Description" : String,
"Ec2SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"InitializationScripts" : [ StudioComponentInitializationScript (p. 5123), ... ],
"Name" : String,
"ScriptParameters" : [ ScriptParameterKeyValue (p. 5120), ... ],
"StudioId" : String,
"Subtype" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...},
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::NimbleStudio::StudioComponent
Properties:
Configuration:
StudioComponentConfiguration (p. 5122)
Description: String
Ec2SecurityGroupIds:
- String
InitializationScripts:
- StudioComponentInitializationScript (p. 5123)
Name: String
ScriptParameters:
- ScriptParameterKeyValue (p. 5120)
StudioId: String
Subtype: String
Tags:
Key : Value
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Type: String

プロパティ
Configuration
コンポーネントタイプに基づいた、スタジオコンポーネントの設定。
必須: いいえ
タイプ : StudioComponentConfiguration (p. 5122)
Update requires: No interruption
Description
スタジオコンポーネントリソースについて、人間が読み取り可能な説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ec2SecurityGroupIds
スタジオコンポーネントへのアクセスを制御する EC2 セキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
InitializationScripts
スタジオコンポーネントの初期化スクリプト。
必須: いいえ
タイプ : StudioComponentInitializationScript (p. 5123) のリスト
Update requires: No interruption
Name
スタジオコンポーネントリソースのわかりやすい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScriptParameters
スタジオコンポーネントスクリプトのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ : ScriptParameterKeyValue (p. 5120) のリスト
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5116

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Nimble Studio

StudioId
スタジオリソースの一意の識別子。Nimble Studio では、他のすべてのリソースはスタジオリソースに
含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Subtype
スタジオコンポーネントの特定のサブタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: Replacement
Type
スタジオコンポーネントのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
StudioComponentId
スタジオコンポーネントリソースの一意の識別子。

AWS::NimbleStudio::StudioComponent ActiveDirectoryComputerAttribute
Active Directory コンピュータアカウント（名前の形式:値のペア）の LDAP 属性。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
LDAP 属性の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
LDAP 属性の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent ActiveDirectoryConfiguration
Microsoft Active Directory (Microsoft AD) スタジオリソースの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComputerAttributes" : [ ActiveDirectoryComputerAttribute (p. 5117), ... ],
"DirectoryId" : String,
"OrganizationalUnitDistinguishedName" : String

YAML
ComputerAttributes:
- ActiveDirectoryComputerAttribute (p. 5117)
DirectoryId: String
OrganizationalUnitDistinguishedName: String

プロパティ
ComputerAttributes
Active Directory コンピュータのカスタム属性のコレクションです。
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必須: いいえ
タイプ : ActiveDirectoryComputerAttribute (p. 5117) のリスト
Update requires: No interruption
DirectoryId
このスタジオコンポーネントを使用してアクセスする AWS Directory Service for Microsoft Active
Directory のディレクトリ ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OrganizationalUnitDistinguishedName
Active Directory コンピューターの識別名 (DN) と組織単位 (OU)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent ComputeFarmConfiguration
スタジオリソースに関連付けられたレンダリングファームの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActiveDirectoryUser" : String,
"Endpoint" : String

YAML
ActiveDirectoryUser: String
Endpoint: String

プロパティ
ActiveDirectoryUser
ComputeFarm ワーカーインスタンスで使用される Active Directory ユーザーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Endpoint
スタジオコンポーネントリソースによってアクセスされる ComputeFarm のエンドポイント。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent LicenseServiceConfiguration
スタジオリソースに関連付けられたライセンスサービスの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Endpoint" : String

YAML
Endpoint: String

プロパティ
Endpoint
スタジオコンポーネントリソースによってアクセスされるライセンスサービスのエンドポイント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent ScriptParameterKeyValue
スタジオコンポーネントスクリプトのパラメータ

（キーの形式:値のペア）。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String
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プロパティ
Key
スクリプトパラメータキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
スクリプトパラメータ値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent SharedFileSystemConfiguration
スタジオリソースに関連づけられた共有ファイルストレージシステムの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Endpoint" : String,
"FileSystemId" : String,
"LinuxMountPoint" : String,
"ShareName" : String,
"WindowsMountDrive" : String

YAML
Endpoint: String
FileSystemId: String
LinuxMountPoint: String
ShareName: String
WindowsMountDrive: String

プロパティ
Endpoint
スタジオコンポーネントリソースによってアクセスされる共有ファイルシステムのエンドポイント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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FileSystemId
ファイルシステムの一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LinuxMountPoint
Linux仮想ワークステーション上の共有ファイルシステムのマウントロケーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ShareName
ファイル共有の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WindowsMountDrive
Windows仮想ワークステーション上の共有ファイルシステムのマウントロケーション。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent StudioComponentConfiguration
コンポーネントタイプに基づいた、スタジオコンポーネントの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ActiveDirectoryConfiguration" : ActiveDirectoryConfiguration (p. 5118),
"ComputeFarmConfiguration" : ComputeFarmConfiguration (p. 5119),
"LicenseServiceConfiguration" : LicenseServiceConfiguration (p. 5120),
"SharedFileSystemConfiguration" : SharedFileSystemConfiguration (p. 5121)

YAML
ActiveDirectoryConfiguration:
ActiveDirectoryConfiguration (p. 5118)
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ComputeFarmConfiguration:
ComputeFarmConfiguration (p. 5119)
LicenseServiceConfiguration:
LicenseServiceConfiguration (p. 5120)
SharedFileSystemConfiguration:
SharedFileSystemConfiguration (p. 5121)

プロパティ
ActiveDirectoryConfiguration
Microsoft Active Directory (Microsoft AD) スタジオリソースの設定。
必須: いいえ
タイプ : ActiveDirectoryConfiguration (p. 5118)
Update requires: No interruption
ComputeFarmConfiguration
スタジオリソースに関連付けられたレンダリングファームの設定。
必須: いいえ
タイプ : ComputeFarmConfiguration (p. 5119)
Update requires: No interruption
LicenseServiceConfiguration
スタジオリソースに関連付けられたライセンスサービスの設定。
必須: いいえ
タイプ : LicenseServiceConfiguration (p. 5120)
Update requires: No interruption
SharedFileSystemConfiguration
スタジオリソースに関連づけられた共有ファイルストレージシステムの設定。
必須: いいえ
タイプ : SharedFileSystemConfiguration (p. 5121)
Update requires: No interruption

AWS# NimbleStudio# StudioComponent StudioComponentInitializationScript
スタジオコンポーネントの初期化スクリプト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"LaunchProfileProtocolVersion" : String,
"Platform" : String,
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}

"RunContext" : String,
"Script" : String

YAML
LaunchProfileProtocolVersion: String
Platform: String
RunContext: String
Script: String

プロパティ
LaunchProfileProtocolVersion
起動プロファイルで使用されるプロトコルのバージョン番号。有効なバージョンは「2021-03-31」の
みです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Platform
初期化スクリプトのプラットフォーム（WINDOWSまたはLINUX）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RunContext
初期化スクリプトの実行時に使用するメソッド。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Script
初期化スクリプト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS OpsWorks リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::OpsWorks::App (p. 5125)
• AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment (p. 5133)
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• AWS::OpsWorks::Instance (p. 5135)
•
•
•
•

AWS::OpsWorks::Layer (p. 5147)
AWS::OpsWorks::Stack (p. 5165)
AWS::OpsWorks::UserProfile (p. 5182)
AWS::OpsWorks::Volume (p. 5184)

AWS::OpsWorks::App
指定されたスタックのアプリケーションを作成します。詳細については、「アプリケーションの作成」を
参照してください。
必要なアクセス許可: このアクションを使用するには、IAM ユーザーにスタックのアクセス許可の管理レベ
ル、またはアクセス許可レベルを明示的に付与するアタッチされたポリシーが必要です。ユーザーアクセ
ス許可の詳細については、「ユーザーアクセス許可の管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::App",
"Properties" : {
"AppSource" : Source (p. 5131),
"Attributes" : {Key : Value, ...},
"DataSources" : [ DataSource (p. 5129), ... ],
"Description" : String,
"Domains" : [ String, ... ],
"EnableSsl" : Boolean,
"Environment" : [ EnvironmentVariable (p. 5130), ... ],
"Name" : String,
"Shortname" : String,
"SslConfiguration" : SslConfiguration (p. 5132),
"StackId" : String,
"Type" : String
}

YAML
Type: AWS::OpsWorks::App
Properties:
AppSource:
Source (p. 5131)
Attributes:
Key : Value
DataSources:
- DataSource (p. 5129)
Description: String
Domains:
- String
EnableSsl: Boolean
Environment:
- EnvironmentVariable (p. 5130)
Name: String
Shortname: String
SslConfiguration:
SslConfiguration (p. 5132)
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StackId: String
Type: String

プロパティ
AppSource
アプリケーションのリポジトリを指定する Source オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ソース (p. 5131)
Update requires: No interruption
Attributes
スタック属性に追加するユーザー定義のキーと値のペア (複数可)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
DataSources
アプリケーションのデータソース。
必須: いいえ
タイプ: DataSource (p. 5129) のリスト
Update requires: No interruption
Description
アプリケーションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Domains
アプリケーションの仮想ホストの設定。複数のドメインはカンマで区切って指定します。以下に例を
示します。'www.example.com, example.com'
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EnableSsl
アプリケーションに対して SSL を有効にするかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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Environment
アプリケーションに関連付ける環境変数を指定する EnvironmentVariable オブジェクトの配列。
アプリケーションをデプロイした後、これらの変数は、関連付けられたアプリケーションサーバーの
インスタンスで定義されます。詳細については、「環境変数」を参照してください。
環境変数の数に、特定の制限はありません。ただし、変数の名前、値、および保護されたフラグ値を
含む、関連するデータ構造のサイズが、20 KB を超えることはできません。この制限は、すべてでは
ないものの、ほとんどのユースケースに適合します。これを超えると、例外が発生し、"Environment:
is too large (maximum is 20KB)" というメッセージが表示されます。

Note
1 つ以上の環境変数を指定した場合、スタックの Chef バージョンを変更することはできませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: EnvironmentVariable (p. 5130) のリスト
Update requires: No interruption
Name
アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Shortname
アプリケーションの短縮名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SslConfiguration
SSL 設定を含む SslConfiguration オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: SslConfiguration (p. 5132)
Update requires: No interruption
StackId
スタック ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Type
アプリケーションのタイプ。サポート対象のタイプはそれぞれ、特定の Layer に関連付けられます。
たとえば、PHP アプリケーションは PHP レイヤーに関連付けられます。AWS OpsWorks スタック
は、対応するレイヤーのメンバーであるインスタンスにアプリケーションをデプロイします。アプリ
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ケーションが標準タイプのいずれかでない、または独自の Deploy レシピを実装する場合は、other
を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: aws-flow-ruby | java | nodejs | other | php | rails | static
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myApp" }
Ref は、myApp という AWS OpsWorks スタックについて、AWS OpsWorks アプリケーションの ID を返
します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
テンプレートスニペット
次のスニペットでは、Git リポジトリ内の PHP アプリケーションを使用する AWS OpsWorks アプリケー
ションを作成します。

JSON
"myApp" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::App",
"Properties" : {
"StackId" : {"Ref":"myStack"},
"Type" : "php",
"Name" : "myPHPapp",
"AppSource" : {
"Type" : "git",
"Url" : "git://github.com/amazonwebservices/opsworks-demo-php-simple-app.git",
"Revision" : "version1"
}
}
}

YAML
myApp:
Type: "AWS::OpsWorks::App"
Properties:
StackId:
Ref: "myStack"
Type: "php"
Name: "myPHPapp"
AppSource:
Type: "git"
Url: "git://github.com/amazonwebservices/opsworks-demo-php-simple-app.git"
Revision: "version1"
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以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンスの CreateApp。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Adding Apps。

AWS::OpsWorks::App DataSource
アプリのデータソースについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"DatabaseName" : String,
"Type" : String

YAML
Arn: String
DatabaseName: String
Type: String

プロパティ
Arn
ソースデータの ARN
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DatabaseName
データベース名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
データソースの
型、AutoSelectOpsworksMysqlInstance、OpsworksMysqlInstance、RdsDbInstance、ま
たは None。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::App EnvironmentVariable
アプリケーションの環境変数を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"Secure" : Boolean,
"Value" : String

YAML
Key: String
Secure: Boolean
Value: String

プロパティ
Key
(必須) 環境変数の名前。最大 64 文字で構成でき、指定する必要があります。名前には、大文字および
小文字の文字、数字、下線 (_) を使用することができますが、名前は文字またはアンダースコアで始
まる必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Secure
(オプション) 変数の値が DescribeApps アクションによって返されるかどうか。環境変数の値
を非表示にするには、Secure を true に設定します。DescribeApps は実際の値の代わりに
*****FILTERED***** を返します。Secure のデフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Value
(オプション) 空にすることができる環境変数の値。値を指定した場合、最大 256 文字を含めることが
できますが、すべて印刷可能な文字である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::OpsWorks::App Source
リポジトリからアプリやクックブックを取得するために必要な情報を保持します。詳細については、「ア
プリまたはカスタムレシピとクックブックを作成する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Password" : String,
"Revision" : String,
"SshKey" : String,
"Type" : String,
"Url" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Revision: String
SshKey: String
Type: String
Url: String
Username: String

プロパティ
Password
リクエストに含まれる場合、パラメータはリポジトリのタイプによって異なります。
• Amazon S3 バンドルの場合は、Password を適切な IAM シークレットアクセスキーに設定しま
す。
• HTTP バンドルと Subversion リポジトリの場合、パスワードに Password を設定します。
IAM 認証情報を安全に処理する方法については、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/awsaccess-keys-best-practices.htmlを参照してください。
レスポンスでは、AWS OpsWorks スタックは実際の値の代わりに *****FILTERED***** を返しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Revision
アプリケーションのバージョン。AWS OpsWorks スタックを使用すると、新しいバージョンのアプリ
ケーションを簡単にデプロイできます。最もシンプルなアプローチの 1 つは、潜在的にデプロイでき
る異なるバージョンを表すブランチまたはリビジョンをリポジトリに保持することです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
SshKey
リクエストでは、リポジトリの SSH キー。
レスポンスでは、AWS OpsWorks スタックは実際の値の代わりに *****FILTERED***** を返しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
リポジトリのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: archive | git | s3 | svn
Update requires: No interruption
Url
ソース URL。以下は、Amazon S3 ソース URL https://s3.amazonaws.com/opsworks-demobucket/opsworks_cookbook_demo.tar.gz の例です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
このパラメータはリポジトリのタイプによって異なります。
• Amazon S3 バンドルの場合は、Username を適切な IAM アクセスキー ID に設定します。
• HTTP バンドル、Git リポジトリ、および Subversion リポジトリの場合は、Username をユーザー
名に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::App SslConfiguration
アプリケーションの SSL 設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Certificate" : String,
"Chain" : String,
"PrivateKey" : String

YAML
Certificate: String
Chain: String
PrivateKey: String

プロパティ
Certificate
証明書の domain.crt ファイルの内容です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Chain
オプション。中間認証局キーまたはクライアント認証を指定するために使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PrivateKey
プライベートキーです。証明書の domain.kex ファイルの内容です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment
指定した AWS OpsWorks レイヤーに Elastic Load Balancing ロードバランサーをアタッチします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment",
"Properties" : {
"ElasticLoadBalancerName" : String,
"LayerId" : String
}
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YAML
Type: AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment
Properties:
ElasticLoadBalancerName: String
LayerId: String

プロパティ
ElasticLoadBalancerName
Elastic Load Balancing インスタンスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LayerId
Elastic Load Balancing ロードバランサーがアタッチされる AWS OpsWorks レイヤー ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
テンプレートスニペット
次のコードスニペットは、AWS OpsWorks レイヤーへのロードバランサーのアタッチメントを指定します
(&OPS; レイヤーとロードバランサーは、どちらも同じテンプレート内の他の場所で記述されています)。

JSON
"ELBAttachment" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment",
"Properties" : {
"ElasticLoadBalancerName" : { "Ref" : "ELB" },
"LayerId" : { "Ref" : "Layer" }
}
}

YAML
ELBAttachment:
Type: "AWS::OpsWorks::ElasticLoadBalancerAttachment"
Properties:
ElasticLoadBalancerName:
Ref: "ELB"
LayerId:
Ref: "Layer"

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンスの AttachElasticLoadBalancer。
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• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Elastic Load Balancing Layer。

AWS::OpsWorks::Instance
指定されたスタックのインスタンスを作成します。詳細については、「Layer へのインスタンスの追加」
を参照してください。
必要なアクセス許可: このアクションを使用するには、IAM ユーザーにスタックのアクセス許可の管理レベ
ル、またはアクセス許可レベルを明示的に付与するアタッチされたポリシーが必要です。ユーザーアクセ
ス許可の詳細については、「ユーザーアクセス許可の管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties" : {
"AgentVersion" : String,
"AmiId" : String,
"Architecture" : String,
"AutoScalingType" : String,
"AvailabilityZone" : String,
"BlockDeviceMappings" : [ BlockDeviceMapping (p. 5143), ... ],
"EbsOptimized" : Boolean,
"ElasticIps" : [ String, ... ],
"Hostname" : String,
"InstallUpdatesOnBoot" : Boolean,
"InstanceType" : String,
"LayerIds" : [ String, ... ],
"Os" : String,
"RootDeviceType" : String,
"SshKeyName" : String,
"StackId" : String,
"SubnetId" : String,
"Tenancy" : String,
"TimeBasedAutoScaling" : TimeBasedAutoScaling (p. 5145),
"VirtualizationType" : String,
"Volumes" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::OpsWorks::Instance
Properties:
AgentVersion: String
AmiId: String
Architecture: String
AutoScalingType: String
AvailabilityZone: String
BlockDeviceMappings:
- BlockDeviceMapping (p. 5143)
EbsOptimized: Boolean
ElasticIps:
- String
Hostname: String
InstallUpdatesOnBoot: Boolean
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InstanceType: String
LayerIds:
- String
Os: String
RootDeviceType: String
SshKeyName: String
StackId: String
SubnetId: String
Tenancy: String
TimeBasedAutoScaling:
TimeBasedAutoScaling (p. 5145)
VirtualizationType: String
Volumes:
- String

プロパティ
AgentVersion
AWS OpsWorks Stacks エージェントのデフォルトバージョン。次のオプションがあります。
• INHERIT - スタックのデフォルトのエージェントバージョン設定を使用します。
• version_number - 指定されたエージェントバージョンを使用します。この値は、スタックのデフォ
ルト設定よりも優先されます。エージェントバージョンを更新するには、インスタンス設定を編集
し、新しいバージョンを指定します。AWS OpsWorks Stacks は、そのバージョンをインスタンス
にインストールします。
デフォルトの設定は、INHERIT です。エージェントバージョンを指定するには、コンソールに表示
される省略された番号ではなく、完全なバージョン番号を使用する必要があります。使用可能なエー
ジェント番号のリストについては、DescribeAgentVersions を呼び出します。AgentVersion は Chef
12.2 に設定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AmiId
インスタンスの作成に使用するカスタム AMI ID。AMI は、サポートされているいずれかのオペレー
ティングシステムに基づいている必要があります。詳細については、「Using Custom AMIs」を参照
してください。

Note
カスタム AMI を指定する場合は、Os を Custom に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Architecture
インスタンスのアーキテクチャ。デフォルトのオプションは x86_64 です。インスタンスタイプタイ
プは、必ずしも両方のアーキテクチャーをサポートするわけではありません。さまざまなインスタン
スタイプでサポートされているアーキテクチャーのリストについては、「インスタンスファミリーと
タイプ」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
許可された値: i386 | x86_64
Update requires: No interruption
AutoScalingType
タイプ (負荷ベースまたは時間ベースのインスタンスの場合)。Windows スタックでは、時間ベースの
インスタンスのみを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: load | timer
Update requires: Replacement
AvailabilityZone
AWS OpsWorks インスタンスのアベイラビリティーゾーン (us-east-2a など)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BlockDeviceMappings
インスタンスのブロックデバイスを指定する BlockDeviceMapping オブジェクトの配列。詳細につ
いては、「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。ブロックデバイスマッピングはカス
タム AMI ではサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: BlockDeviceMapping (p. 5143) のリスト
Update requires: Replacement
EbsOptimized
Amazon EBS 最適化インスタンスを作成するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ElasticIps
インスタンスに関連付ける Elastic IP アドレスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Hostname
インスタンスのホスト名。インスタンスホスト名の文字制限を次に示します。
• Linux ベースのインスタンス: 63 文字
• Windows ベースのインスタンス: 15 文字
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InstallUpdatesOnBoot
オペレーティングシステムとパッケージの更新をインスタンスの起動時にインストールする
かどうか。デフォルト値は true です。更新プログラムがインストールされているタイミン
グを制御するには、この値を false に設定します。その後、CreateDeployment を使用して
update_dependencies をスタックコマンドを実行するか、インスタンスで yum (Amazon Linux の
場合) または apt-get (Ubuntu の場合) を手動で実行して、インスタンスを手動で更新する必要があ
ります。

Note
インスタンスのセキュリティ更新プログラムが最新であることを確認するには、true のデ
フォルト値を使用することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InstanceType
インスタンスタイプ (t2.micro など)。サポートされているインスタンスタイプのリストについて
は、コンソールでスタックを開き、[Instances (インスタンス)] を選択し、次に [+ Instance (+ インス
タンス)] を選択します。[Size (サイズ)] に現在サポートされているタイプが表示されます。詳細につ
いては、「インスタンスファミリーとタイプ」を参照してください。さまざまなタイプの指定に使用
するパラメータ値は、[Available Instance Types (利用可能なインスタンスタイプ)] テーブルの [API
Name (API 名)] 列にあります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LayerIds
インスタンスのレイヤー ID が含まれている配列。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Os
インスタンスのオペレーティングシステム。これは、以下のいずれかに設定する必要があります。
• サポートされている Linux オペレーティングシステム: Amazon Linux バージョン (Amazon Linux
2、Amazon Linux 2018.03、Amazon Linux 2017.09、Amazon Linux 2017.03、Amazon
Linux 2016.09、Amazon Linux 2016.03、Amazon Linux 2015.09、または Amazon
Linux 2015.03 など)。
• サポートされている Ubuntu オペレーティングシステム (Ubuntu 18.04 LTS、Ubuntu 16.04
LTS、Ubuntu 14.04 LTS、または Ubuntu 12.04 LTS など)。
• CentOS Linux 7
• Red Hat Enterprise Linux 7
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• サポートされている Windows オペレーティングシステム (Microsoft Windows
Server 2012 R2 Base、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL
Server Express、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL Server
Standard、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL Server Web など)。
• カスタム AMI: Custom。
すべてのオペレーティングシステムがすべてのバージョンの Chef でサポートされているわけではあ
りません。サポートされているオペレーティングシステムの詳細については、AWS OpsWorks Stacks
Operating Systems を参照してください。
デフォルトのオプションは現在の Amazon Linux のバージョンです。このパラメータを Custom に設
定した場合、CreateInstance アクションの AmiId パラメータを使用して、使用するカスタム AMI を
指定する必要があります。値が Custom の場合、ブロックデバイスマッピングはサポートされませ
ん。AWS OpsWorks スタックでカスタム AMI を使用する方法については、Using Custom AMIs を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RootDeviceType
インスタンスのルートデバイスタイプ。詳細については、「ルートデバイスのストレージ」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ebs | instance-store
Update requires: Replacement
SshKeyName
インスタンスの Amazon EC2 キーペア名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StackId
スタック ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
インスタンスのサブネットの ID。スタックが VPC で実行されている場合、このパラメーターを使用
してスタックのデフォルトのサブネット ID 値をオーバーライドし、別のサブネットでインスタンスを
起動するように AWS OpsWorks スタックに指示することができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Tenancy
インスタンスのテナンシーオプション。デフォルトのオプションはテナンシーなしです。インスタ
ンスが VPC で実行されている場合は、VPC からテナンシー設定を継承します。このパラメータに有
効な値は、dedicated、default、または host です。テナンシー属性オプションの変更には料金
が発生するため、インスタンス用にそれらを選択する前にテナンシー属性オプションを調べること
をお勧めします。専有ホストの詳細については、「Dedicated Host の概要」および「Amazon EC2
Dedicated Hosts」を参照してください。専有インスタンスの詳細については、「ハードウェア専有イ
ンスタンス」および「Amazon EC2 ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TimeBasedAutoScaling
インスタンスの時間ベースのスケーリング設定。
必須: いいえ
タイプ: TimeBasedAutoScaling (p. 5145)
許可された値: load | timer
Update requires: Replacement
VirtualizationType
インスタンスの仮想化タイプ。paravirtual または hvm です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Volumes
インスタンスに関連付ける AWS OpsWorks ボリューム ID のリスト。詳細について
は、AWS::OpsWorks::Volume を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myInstance1" }
AWS OpsWorks インスタンス myInstance1 の場合、Ref は AWS OpsWorks インスタンス ID を返しま
す。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AvailabilityZone
AWS OpsWorks インスタンスのアベイラビリティーゾーン (us-east-2a など)。
PrivateDnsName
AWS OpsWorks インスタンスのプライベート DNS 名。
PrivateIp
AWS OpsWorks インスタンスのプライベート IP アドレス (192.0.2.0 など)。
PublicDnsName
AWS OpsWorks インスタンスのパブリック DNS 名。
PublicIp
AWS OpsWorks インスタンスのパブリック IP アドレス (192.0.2.0 など)。

Note
AWS OpsWorks インスタンスが、パブリック IP アドレスを自動で割り当てる AWS
OpsWorks レイヤーにある場合にのみ、この属性を使用します。

例
基本的な OpsWorks インスタンスを作成する
次の例では、myStack AWS OpsWorks スタックと myLayer AWS OpsWorks レイヤーに関連付けられる
2 つの AWS OpsWorks インスタンスを作成します。

JSON
"myInstance1" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties" : {
"StackId" : {"Ref":"myStack"},
"LayerIds" : [{"Ref":"myLayer"}],
"InstanceType" : "m1.small"
}
},
"myInstance2" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties" : {
"StackId" : {"Ref":"myStack"},
"LayerIds" : [{"Ref":"myLayer"}],
"InstanceType" : "m1.small"
}
}

YAML
myInstance1:
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Type: "AWS::OpsWorks::Instance"
Properties:
StackId:
Ref: "myStack"
LayerIds:
Ref: "myLayer"
InstanceType: "m1.small"
myInstance2:
Type: "AWS::OpsWorks::Instance"
Properties:
StackId:
Ref: "myStack"
LayerIds:
Ref: "myLayer"
InstanceType: "m1.small"

時間ベースの Auto Scaling インスタンスの定義
次の例では、DBInstance インスタンスが金曜日、土曜日、日曜日の UTC 1200 - 1600 までの 4 時間稼動
します。それ以外の日時については、インスタンスは稼働しません。

JSON
"DBInstance" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::Instance",
"Properties" : {
"AutoScalingType" : "timer",
"StackId" : {"Ref":"Stack"},
"LayerIds" : [{"Ref":"DBLayer"}],
"InstanceType" : "m1.small",
"TimeBasedAutoScaling" : {
"Friday" : { "12" : "on", "13" : "on", "14" : "on", "15" : "on" },
"Saturday" : { "12" : "on", "13" : "on", "14" : "on", "15" : "on" },
"Sunday" : { "12" : "on", "13" : "on", "14" : "on", "15" : "on" }
}
}
}

YAML
DBInstance:
Type: "AWS::OpsWorks::Instance"
Properties:
AutoScalingType: "timer"
StackId:
Ref: "Stack"
LayerIds:
- Ref: "DBLayer"
InstanceType: "m1.small"
TimeBasedAutoScaling:
Friday:
"12": "on"
"13": "on"
"14": "on"
"15": "on"
Saturday:
"12": "on"
"13": "on"
"14": "on"
"15": "on"
Sunday:
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"12":
"13":
"14":
"15":

"on"
"on"
"on"
"on"

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンスの CreateInstance。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Adding an Instance to a Layer。

AWS::OpsWorks::Instance BlockDeviceMapping
ブロックデバイスマッピングについて記述します。このデータ型は、Amazon EC2 BlockDeviceMapping
データ型に直接マッピングされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeviceName" : String,
"Ebs" : EbsBlockDevice (p. 5144),
"NoDevice" : String,
"VirtualName" : String

YAML
DeviceName: String
Ebs:
EbsBlockDevice (p. 5144)
NoDevice: String
VirtualName: String

プロパティ
DeviceName
インスタンスに公開されている装置名 (/dev/sdh など)。ルートデバイスには、明示的なデバイス名
を使用するか、このパラメータを ROOT_DEVICE に設定すると AWS OpsWorks スタックが正しいデ
バイス名を提供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Ebs
インスタンスの起動時に Amazon EBS ボリュームを設定する方法を定義する
EBSBlockDevice。VirtualName または Ebs のように指定できますが、両方を指定することはでき
ません。
必須: 条件付き
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タイプ: EbsBlockDevice (p. 5144)
Update requires: No interruption
NoDevice
AMI のブロックデバイスマッピングに含まれる指定デバイスを制限します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VirtualName
仮想デバイスの名前。詳細については、「BlockDeviceMapping」を参照してくださ
い。VirtualName または Ebs のように指定できますが、両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Instance EbsBlockDevice
Amazon EBS ボリュームについて説明します。このデータ型は、Amazon EC2 EbsBlockDevice データ型
に直接マッピングされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteOnTermination" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"SnapshotId" : String,
"VolumeSize" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
DeleteOnTermination: Boolean
Iops: Integer
SnapshotId: String
VolumeSize: Integer
VolumeType: String

プロパティ
DeleteOnTermination
インスタンス終了時にボリュームが削除されるかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
Iops
ボリュームがサポートする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。詳細については、
「EbsBlockDevice」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SnapshotId
スナップショット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VolumeSize
GiB 単位のボリュームサイズ。詳細については、「EbsBlockDevice」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。汎用 (SSD) ボリューム用 gp2、プロビジョンド IOPS (SSD) ボリューム用 io1、
スループット最適化ハードディスクドライブ (HDD) 用 st1、コールド HDD 用 sc1、およびマグネ
ティックボリューム用 standard。
io1 ボリュームタイプを指定した場合は、Iops 属性にも値を指定しなければなりません。プロビ
ジョンド IOPS とリクエストされたボリュームサイズ (GiB 単位) の最大比率は 50:1 です。AWS
は、AMI 属性で指定されたデフォルトのボリュームサイズ (GiB 単位) を使用して IOPS を 50 x (ボ
リュームサイズ) に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: gp2 | io1 | standard
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Instance TimeBasedAutoScaling
インスタンスの時間ベースの自動スケーリング設定を説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Friday" : {Key : Value, ...},
"Monday" : {Key : Value, ...},
"Saturday" : {Key : Value, ...},
"Sunday" : {Key : Value, ...},
"Thursday" : {Key : Value, ...},
"Tuesday" : {Key : Value, ...},
"Wednesday" : {Key : Value, ...}

YAML
Friday:
Key : Value
Monday:
Key : Value
Saturday:
Key : Value
Sunday:
Key : Value
Thursday:
Key : Value
Tuesday:
Key : Value
Wednesday:
Key : Value

プロパティ
Friday
金曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Monday
月曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Saturday
土曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Sunday
日曜日のスケジュール。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
5146

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpsWorks

タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Thursday
木曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Tuesday
火曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Wednesday
水曜日のスケジュール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer
レイヤーを作成します。詳細については、「レイヤーを作成する方法」を参照してください。

Note
非カスタムレイヤータイプの既存のレイヤーがスタックにない場合にのみ、PHP アプリケーショ
ンサーバーなどの非カスタムレイヤータイプに CreateLayer を使用します。スタックは、非カス
タムレイヤーごとに最大 1 つのインスタンスを持つことができます。つまり、2 番目のインスタ
ンスを作成しようとすると、CreateLayer が失敗します。スタックは任意数のカスタムレイヤー
を持つことができるため、そのレイヤータイプに対して何回でも CreateLayer を呼び出すことが
できます。
必要なアクセス許可: このアクションを使用するには、IAM ユーザーにスタックのアクセス許可の管理レベ
ル、またはアクセス許可レベルを明示的に付与するアタッチされたポリシーが必要です。ユーザーアクセ
ス許可の詳細については、「ユーザーアクセス許可の管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::OpsWorks::Layer",
"Properties" : {
"Attributes" : {Key : Value, ...},
"AutoAssignElasticIps" : Boolean,
"AutoAssignPublicIps" : Boolean,
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}

}

"CustomInstanceProfileArn" : String,
"CustomJson" : Json,
"CustomRecipes" : Recipes (p. 5161),
"CustomSecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"EnableAutoHealing" : Boolean,
"InstallUpdatesOnBoot" : Boolean,
"LifecycleEventConfiguration" : LifecycleEventConfiguration (p. 5159),
"LoadBasedAutoScaling" : LoadBasedAutoScaling (p. 5160),
"Name" : String,
"Packages" : [ String, ... ],
"Shortname" : String,
"StackId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String,
"UseEbsOptimizedInstances" : Boolean,
"VolumeConfigurations" : [ VolumeConfiguration (p. 5163), ... ]

YAML
Type: AWS::OpsWorks::Layer
Properties:
Attributes:
Key : Value
AutoAssignElasticIps: Boolean
AutoAssignPublicIps: Boolean
CustomInstanceProfileArn: String
CustomJson:
Json
CustomRecipes:
Recipes (p. 5161)
CustomSecurityGroupIds:
- String
EnableAutoHealing: Boolean
InstallUpdatesOnBoot: Boolean
LifecycleEventConfiguration:
LifecycleEventConfiguration (p. 5159)
LoadBasedAutoScaling:
LoadBasedAutoScaling (p. 5160)
Name: String
Packages:
- String
Shortname: String
StackId: String
Tags:
- Tag
Type: String
UseEbsOptimizedInstances: Boolean
VolumeConfigurations:
- VolumeConfiguration (p. 5163)

プロパティ
Attributes
スタック属性に追加するユーザー定義のキーと値のペア (複数可)。
クラスターレイヤーを作成するには、EcsClusterArn 属性をクラスターの ARN に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
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Update requires: No interruption
AutoAssignElasticIps
レイヤーのインスタンスに Elastic IP アドレスを自動的に割り当てるかどうか。詳細については、
「レイヤーを編集する方法」を参照してください。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AutoAssignPublicIps
VPC 内で実行中のスタックに関して、レイヤーのインスタンスにパブリック IP アドレスを自動的に
割り当てるかどうか。詳細については、「レイヤーを編集する方法」を参照してください。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
CustomInstanceProfileArn
レイヤーの EC2 インスタンスに使用される IAM プロファイルの ARN。IAM ARN の詳細について
は、「識別子の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CustomJson
レイヤーのインスタンスにインストールにされるカスタムのスタック設定およびデプロイ属性を含む
JSON 形式の文字列。詳細については、「カスタム JSON の使用」を参照してください。この機能
は、AWS CLI のバージョン 1.7.42 でサポートされます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
CustomRecipes
レイヤーのカスタムレシピを指定する LayerCustomRecipes オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: Recipes (p. 5161)
Update requires: No interruption
CustomSecurityGroupIds
レイヤーのカスタムセキュリティグループ ID を含む配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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EnableAutoHealing
レイヤーの自動ヒーリングを無効にするかどうか。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
InstallUpdatesOnBoot
オペレーティングシステムとパッケージの更新をインスタンスの起動時にインストールする
かどうか。デフォルト値は true です。更新プログラムがインストールされているタイミン
グを制御するには、この値を false に設定します。その後、CreateDeployment を使用して
update_dependencies をスタックコマンドを実行するか、インスタンスで yum (Amazon Linux の
場合) または apt-get (Ubuntu の場合) を手動で実行して、インスタンスを手動で更新する必要があ
ります。

Note
インスタンスのセキュリティ更新プログラムが最新であることを確認するには、true のデ
フォルト値を使用することをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
LifecycleEventConfiguration
実行タイムアウトを指定して Elastic Load Balancer の Connection Draining を有効または無効にす
るように Shutdown イベントを設定するために使用できる LifeCycleEventConfiguration オブ
ジェクト。
必須: いいえ
タイプ: LifecycleEventConfiguration (p. 5159)
Update requires: No interruption
LoadBasedAutoScaling
AWS OpsWorks layer の負荷ベースのスケーリング設定。
必須: いいえ
タイプ: LoadBasedAutoScaling (p. 5160)
Update requires: No interruption
Name
コンソールで使用されるレイヤー名。レイヤー名は最大 32 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Packages
レイヤーパッケージを記述する Package オブジェクトの配列。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Shortname
カスタムレイヤーの場合のみ、このパラメータを使用してレイヤーの短縮名を指定します。この短
縮名は AWS OpsWorks スタックおよび Chef レシピによって内部で使用されます。アプリケーショ
ンファイルのインストール先ディレクトリの名前としても使用されます。この最大文字数は 32 文字
で、使用できる文字は英数字、"-"、"_"、"." に限定されます。
AWS OpsWorks Stacks によって定義される組み込みレイヤーの短縮名。詳細については、「Layer リ
ファレンス」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StackId
レイヤースタック ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
この AWS OpsWorks レイヤーに関連付ける 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) のセットを指定しま
す。タグを使ってリソースを管理します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Type
Layer タイプ。同じ種類の複数の組み込みレイヤーをスタックに割り当てることはできません。ス
タックが持てるカスタムレイヤーの数に制限はありません。組み込みレイヤーは、Chef 12 スタック
では使用できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: aws-flow-ruby | custom | db-master | ecs-cluster | java-app | lb
| memcached | monitoring-master | nodejs-app | php-app | rails-app | web
Update requires: Replacement
UseEbsOptimizedInstances
Amazon EBS 最適化インスタンスを使用するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
VolumeConfigurations
レイヤーの Amazon EBS ボリュームを記述する VolumeConfigurations オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: VolumeConfiguration (p. 5163) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myLayer" }
AWS OpsWorks レイヤー myLayer に関して、Ref は、AWS OpsWorks レイヤー ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
OpsWorks PHP Layer
次のスニペットは、myStack AWS OpsWorks スタックに関連付けられた AWS OpsWorks PHP Layer を
作成します。このレイヤーは、myApp AWS OpsWorks アプリケーションに依存します。

JSON
"myLayer": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Layer",
"DependsOn": "myApp",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"Type": "php-app",
"Shortname" : "php-app",
"EnableAutoHealing" : "true",
"AutoAssignElasticIps" : "false",
"AutoAssignPublicIps" : "true",
"Name": "MyPHPApp"
}
}

YAML
myLayer:
Type: "AWS::OpsWorks::Layer"
DependsOn: "myApp"
Properties:
StackId:
Ref: "myStack"
Type: "php-app"
Shortname: "php-app"
EnableAutoHealing: "true"
AutoAssignElasticIps: "false"
AutoAssignPublicIps: "true"
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Name: "MyPHPApp"

負荷ベースの Auto Scaling Layer
次のスニペットでは、myStackAWS OpsWorks スタックに関連付けられた負荷ベースの自動スケーリン
グ AWS OpsWorks PHP layer を作成します。

JSON
"myLayer": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Layer",
"DependsOn": "myApp",
"Properties": {
"StackId": {"Ref": "myStack"},
"Type": "php-app",
"Shortname" : "php-app",
"EnableAutoHealing" : "true",
"AutoAssignElasticIps" : "false",
"AutoAssignPublicIps" : "true",
"Name": "MyPHPApp",
"LoadBasedAutoScaling" : {
"Enable" : "true",
"UpScaling" : {
"InstanceCount" : 1,
"ThresholdsWaitTime" : 1,
"IgnoreMetricsTime" : 1,
"CpuThreshold" : 70.0,
"MemoryThreshold" : 30.0,
"LoadThreshold" : 0.7
},
"DownScaling" : {
"InstanceCount" : 1,
"ThresholdsWaitTime" : 1,
"IgnoreMetricsTime" : 1,
"CpuThreshold" : 30.0,
"MemoryThreshold" : 70.0,
"LoadThreshold" : 0.3
}
}
}
}

YAML
myLayer:
Type: "AWS::OpsWorks::Layer"
DependsOn: "myApp"
Properties:
StackId:
Ref: "myStack"
Type: "php-app"
Shortname: "php-app"
EnableAutoHealing: "true"
AutoAssignElasticIps: "false"
AutoAssignPublicIps: "true"
Name: "MyPHPApp"
LoadBasedAutoScaling:
Enable: "true"
UpScaling:
InstanceCount: 1
ThresholdsWaitTime: 1
IgnoreMetricsTime: 1
CpuThreshold: 70
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MemoryThreshold: 30
LoadThreshold: 0.7
DownScaling:
InstanceCount: 1
ThresholdsWaitTime: 1
IgnoreMetricsTime: 1
CpuThreshold: 30
MemoryThreshold: 70
LoadThreshold: 0.3

レイヤーとスタックのタグを指定する
次の完全なテンプレートの例では、パラメータ値を参照する AWS OpsWorks レイヤーとスタックのタグ
を指定します。

JSON
{

"Resources": {
"ServiceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Ref": "OpsServicePrincipal"
}
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "opsworks-service",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*",
"iam:PassRole",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"elasticloadbalancing:*"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"OpsWorksEC2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
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"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Ref": "Ec2ServicePrincipal"
}
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/"

}
},
"InstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "OpsWorksEC2Role"
}
]
}
},
"myStack": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Stack",
"Properties": {
"Name": "TestStack",
"ServiceRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"ServiceRole",
"Arn"
]
},
"DefaultInstanceProfileArn": {
"Fn::GetAtt": [
"InstanceRole",
"Arn"
]
},
"Tags": [
{
"Key": {
"Ref": "StackKey"
},
"Value": {
"Ref": "StackValue"
}
}
]
}
},
"myLayer": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Layer",
"Properties": {
"EnableAutoHealing": "true",
"AutoAssignElasticIps": "false",
"AutoAssignPublicIps": "true",
"StackId": {
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}

}

}

"Ref": "myStack"
},
"Type": "custom",
"Shortname": "shortname",
"Name": "name",
"Tags": [
{
"Key": {
"Ref": "LayerKey"
},
"Value": {
"Ref": "LayerValue"
}
}
]

},
"Parameters": {
"StackKey": {
"Type": "String"
},
"LayerKey": {
"Type": "String"
},
"StackValue": {
"Type": "String"
},
"LayerValue": {
"Type": "String"
},
"OpsServicePrincipal": {
"Type": "String"
},
"Ec2ServicePrincipal": {
"Type": "String"
}
}

YAML
Resources:
ServiceRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- !Ref OpsServicePrincipal
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: opsworks-service
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'ec2:*'
- 'iam:PassRole'
- 'cloudwatch:GetMetricStatistics'
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- 'elasticloadbalancing:*'
Resource: '*'
OpsWorksEC2Role:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- !Ref Ec2ServicePrincipal
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
InstanceRole:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref OpsWorksEC2Role
myStack:
Type: AWS::OpsWorks::Stack
Properties:
Name: TestStack
ServiceRoleArn: !GetAtt
- ServiceRole
- Arn
DefaultInstanceProfileArn: !GetAtt
- InstanceRole
- Arn
Tags:
- Key: !Ref StackKey
Value: !Ref StackValue
myLayer:
Type: AWS::OpsWorks::Layer
Properties:
EnableAutoHealing: 'true'
AutoAssignElasticIps: 'false'
AutoAssignPublicIps: 'true'
StackId: !Ref myStack
Type: custom
Shortname: shortname
Name: name
Tags:
- Key: !Ref LayerKey
Value: !Ref LayerValue
Parameters:
StackKey:
Type: String
LayerKey:
Type: String
StackValue:
Type: String
LayerValue:
Type: String
OpsServicePrincipal:
Type: String
Ec2ServicePrincipal:
Type: String

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンスの CreateLayer。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Creating an AWS OpsWorks Layer。
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AWS::OpsWorks::Layer AutoScalingThresholds
AWS OpsWorks スタックがロードベースのインスタンスをいつ開始または停止するかを指定する、ロード
ベースのオートスケーリングの拡大または縮小しきい値の設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CpuThreshold" : Double,
"IgnoreMetricsTime" : Integer,
"InstanceCount" : Integer,
"LoadThreshold" : Double,
"MemoryThreshold" : Double,
"ThresholdsWaitTime" : Integer

YAML
CpuThreshold: Double
IgnoreMetricsTime: Integer
InstanceCount: Integer
LoadThreshold: Double
MemoryThreshold: Double
ThresholdsWaitTime: Integer

プロパティ
CpuThreshold
使用可能な CPU のパーセントとしての CPU 使用率しきい値。値が -1 の場合、しきい値は無効にな
ります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
IgnoreMetricsTime
スケーリングイベントが発生してから AWS OpsWorks スタックがメトリクスを無視し、追加のス
ケーリングイベントを抑制するまでの時間 (分単位)。例えば、AWS OpsWorks スタックは上限イベン
トの後新しいインスタンスを追加しますが、インスタンスは起動および設定されるまでロードを下げ
ません。そのオペレーション中に追加のスケーリングイベントを発生させる意味はありません (通常数
分かかります)。IgnoreMetricsTime を使用すると、AWS OpsWorks スタックに新しいインスタン
スをオンラインにするのに十分な長さのスケーリングイベントを抑制するよう指示できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
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InstanceCount
負荷がしきい値を超えた場合に追加または削除するインスタンスの数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
LoadThreshold
負荷のしきい値。値が -1 の場合、しきい値は無効になります。負荷を計算する方法の詳細について
は、「負荷 (計算)」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
MemoryThreshold
利用可能なメモリのパーセントとしてのメモリ使用率しきい値。値が -1 の場合、しきい値は無効にな
ります。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
ThresholdsWaitTime
インスタンスが追加または削除されるまでに負荷がしきい値を超えなければならない時間 (分単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer LifecycleEventConfiguration
ライフサイクルイベント設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ShutdownEventConfiguration" : ShutdownEventConfiguration (p. 5162)

YAML
ShutdownEventConfiguration:
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ShutdownEventConfiguration (p. 5162)

プロパティ
ShutdownEventConfiguration
シャットダウンイベント設定。
必須: いいえ
タイプ: ShutdownEventConfiguration (p. 5162)
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer LoadBasedAutoScaling
レイヤーの負荷ベースの自動スケーリング設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DownScaling" : AutoScalingThresholds (p. 5158),
"Enable" : Boolean,
"UpScaling" : AutoScalingThresholds (p. 5158)

YAML
DownScaling:
AutoScalingThresholds (p. 5158)
Enable: Boolean
UpScaling:
AutoScalingThresholds (p. 5158)

プロパティ
DownScaling
AWS OpsWorks スタックがインスタンス数を削減する方法と時期を定義する、ダウンスケーリング設
定を説明する AutoScalingThresholds オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AutoScalingThresholds (p. 5158)
Update requires: No interruption
Enable
レイヤーに対して負荷ベースの自動スケーリングが有効になっているかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
UpScaling
AWS OpsWorks スタックがインスタンス数を増やす方法と時期を定義する、アップスケーリング設定
を説明する AutoScalingThresholds オブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: AutoScalingThresholds (p. 5158)
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer Recipes
AWS OpsWorks スタックは、セットアップ、設定、デプロイ、アンデプロイ、シャットダウンの 5 つのラ
イフサイクルイベントをサポートします。各レイヤーに対して、AWS OpsWorks スタックはイベントごと
に一連のスタンダードシピを実行します。さらに、一部またはすべてのレイヤーとイベントにカスタムレ
シピを提供できます。AWS OpsWorks スタックは、スタンダードレシピの後にカスタムイベントレシピを
実行します。LayerCustomRecipes は、5 つのイベントそれぞれに対応して実行される特定のレイヤー
のカスタムレシピを指定します。
レシピを指定するには、リポジトリ内のクックブックのディレクトリ名に続けて 2 つのコロンとレシピ名
を使用します。これはレシピのファイル名で、拡張子には .rb が付いていません。例: phpapp2::dbsetup
は、リポジトリの phpapp2 フォルダにある dbsetup.rb レシピを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Configure" : [ String, ... ],
"Deploy" : [ String, ... ],
"Setup" : [ String, ... ],
"Shutdown" : [ String, ... ],
"Undeploy" : [ String, ... ]

YAML
Configure:
- String
Deploy:
- String
Setup:
- String
Shutdown:
- String
Undeploy:
- String

プロパティ
Configure
configure イベントの後に実行されるカスタムレシピ名の配列。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Deploy
deploy イベントの後に実行されるカスタムレシピ名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Setup
setup イベントの後に実行されるカスタムレシピ名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Shutdown
shutdown イベントの後に実行されるカスタムレシピ名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Undeploy
undeploy イベントの後に実行されるカスタムレシピ名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer ShutdownEventConfiguration
シャットダウンイベント設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DelayUntilElbConnectionsDrained" : Boolean,
"ExecutionTimeout" : Integer

YAML
DelayUntilElbConnectionsDrained: Boolean
ExecutionTimeout: Integer
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プロパティ
DelayUntilElbConnectionsDrained
Elastic Load Balancing の connection draining を有効にするかどうか。詳細については、
「Connection Draining」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExecutionTimeout
インスタンスをシャットダウンする前に、AWS OpsWorks Stacks がシャットダウンイベントをトリ
ガーした後に待機する時間 (秒単位)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Layer VolumeConfiguration
Amazon EBS ボリュームの設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Encrypted" : Boolean,
"Iops" : Integer,
"MountPoint" : String,
"NumberOfDisks" : Integer,
"RaidLevel" : Integer,
"Size" : Integer,
"VolumeType" : String

YAML
Encrypted: Boolean
Iops: Integer
MountPoint: String
NumberOfDisks: Integer
RaidLevel: Integer
Size: Integer
VolumeType: String

プロパティ
Encrypted
Amazon EBS ボリュームが暗号化されているかどうかを指定します。詳細については、「Amazon
EBS の暗号化」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Iops
ボリュームにプロビジョニングする 1 秒あたりの I/O オペレーションの数 (IOPS)。PIOPS ボリューム
の場合は、ディスクあたりの IOPS。
ボリュームタイプに io1 を指定した場合は、このプロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MountPoint
ボリュームのマウントポイント。たとえば、「/dev/sdh」。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NumberOfDisks
ボリュームのディスク数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RaidLevel
ボリューム RAID レベル。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Size
ボリュームサイズ。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VolumeType
ボリュームタイプ。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの種類」を参照してください。
• standard - マグネティック。マグネティックボリュームの最小サイズは 1 GiB、最大サイズは
1024 GiB です。
• io1 - プロビジョンド IOPS (SSD)。PIOPS ボリュームの最小サイズは 4 GiB、最大サイズは 16384
GiB です。
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• gp2 - 汎用 (SSD)。汎用ボリュームの最小サイズは 1 GiB、最大サイズは 16384 GiB です。
• st1 - スループット最適化ハードディスクドライブ (HDD)。スループット最適化ハードディスクド
ライブ ボリュームの最小サイズは 500 GiB、最大サイズは 16384 GiB です。
• sc1 - コールド HDD.コールド HDD ボリュームの最小サイズは 500 GiB、最大サイズは 16384 GiB
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Stack
新しい スタックを作成します。詳細については、「新しいスタックを作成する」を参照してください。
必要なアクセス許可: このアクションを使用するには、IAM ユーザーにアクセス許可を明示的に付与するア
タッチされたポリシーが必要です。ユーザーアクセス許可の詳細については、「ユーザーアクセス許可の
管理」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::Stack",
"Properties" : {
"AgentVersion" : String,
"Attributes" : {Key : Value, ...},
"ChefConfiguration" : ChefConfiguration (p. 5177),
"CloneAppIds" : [ String, ... ],
"ClonePermissions" : Boolean,
"ConfigurationManager" : StackConfigurationManager (p. 5181),
"CustomCookbooksSource" : Source (p. 5180),
"CustomJson" : Json,
"DefaultAvailabilityZone" : String,
"DefaultInstanceProfileArn" : String,
"DefaultOs" : String,
"DefaultRootDeviceType" : String,
"DefaultSshKeyName" : String,
"DefaultSubnetId" : String,
"EcsClusterArn" : String,
"ElasticIps" : [ ElasticIp (p. 5178), ... ],
"HostnameTheme" : String,
"Name" : String,
"RdsDbInstances" : [ RdsDbInstance (p. 5179), ... ],
"ServiceRoleArn" : String,
"SourceStackId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UseCustomCookbooks" : Boolean,
"UseOpsworksSecurityGroups" : Boolean,
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::OpsWorks::Stack
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Properties:
AgentVersion: String
Attributes:
Key : Value
ChefConfiguration:
ChefConfiguration (p. 5177)
CloneAppIds:
- String
ClonePermissions: Boolean
ConfigurationManager:
StackConfigurationManager (p. 5181)
CustomCookbooksSource:
Source (p. 5180)
CustomJson:
Json
DefaultAvailabilityZone: String
DefaultInstanceProfileArn: String
DefaultOs: String
DefaultRootDeviceType: String
DefaultSshKeyName: String
DefaultSubnetId: String
EcsClusterArn: String
ElasticIps:
- ElasticIp (p. 5178)
HostnameTheme: String
Name: String
RdsDbInstances:
- RdsDbInstance (p. 5179)
ServiceRoleArn: String
SourceStackId: String
Tags:
- Tag
UseCustomCookbooks: Boolean
UseOpsworksSecurityGroups: Boolean
VpcId: String

プロパティ
AgentVersion
AWS OpsWorks Stacks エージェントのデフォルトバージョン。次のオプションがあります。
• [自動更新] - このパラメータは LATEST に設定します。AWS OpsWorks スタックは、更新が使用
可能になるとすぐに、新しいエージェントバージョンをスタックのインスタンスに自動的にインス
トールします。
• [Fixed version (修正バージョン)]: このパラメータを優先するエージェントバージョンに設定しま
す。エージェントバージョンを更新するには、スタック設定を編集し、新しいバージョンを指定す
る必要があります。AWS OpsWorks Stacks は、そのバージョンをスタックのインスタンスにイン
ストールします。
デフォルト設定は、エージェントの最新リリースです。エージェントバージョンを指定するには、
コンソールに表示される省略された番号ではなく、完全なバージョン番号を使用する必要があり
ます。使用可能なエージェント番号のリストについては、DescribeAgentVersions を呼び出しま
す。AgentVersion は Chef 12.2 に設定することはできません。

Note
インスタンスを作成または更新するとき、エージェントバージョンを指定することもできま
す。この場合、スタックのデフォルト設定よりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Attributes
スタック属性に追加するユーザー定義のキーと値のペア (複数可)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
ChefConfiguration
Chef 11.10 スタックで Berkshelf および Berkshelf のバージョンを有効にするかどうかを指定する
ChefConfiguration オブジェクト。詳細については、「新しいスタックを作成する」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: ChefConfiguration (p. 5177)
Update requires: No interruption
CloneAppIds
AWS OpsWorks スタックをクローンしている場合は、ソーススタックからの AWS OpsWorks アプリ
ケーションスタック ID のリストにクローンされたスタックが含まれるようにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ClonePermissions
AWS OpsWorks スタックをクローンする場合、ソーススタックのアクセス権限をクローンするかどう
かを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ConfigurationManager
設定マネージャー。スタックの作成時には、設定マネージャを使用して、Linux スタックには Chef の
バージョン 12、11.10、または 11.4 を、Windows スタックには 12.2 を指定することをお勧めしま
す。Linux スタックのデフォルト値は現在 12 です。
必須: いいえ
タイプ: StackConfigurationManager (p. 5181)
Update requires: No interruption
CustomCookbooksSource
リポジトリからアプリやクックブックを取得するために必要な情報を保持します。詳細については、
「アプリケーションの追加」または「クックブックとレシピ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ソース (p. 5180)
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Update requires: No interruption
CustomJson
ユーザー定義のカスタム JSON を含む文字列。対応するデフォルトのスタック設定の属性値をオー
バーライドするため、またはデータをレシピに渡すために使用できます。文字列の形式は次のように
なります。
"{\"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\",...}"
カスタム JSON の詳細については、「カスタム JSON を使用してスタック設定属性を変更する」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
DefaultAvailabilityZone
スタックのデフォルトのアベイラビリティーゾーン。指定したリージョンに存在する必要がありま
す。詳細については、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。DefaultSubnetId の
値も指定する場合、サブネットは同じゾーンに配置する必要があります。詳細については、VpcId パ
ラメータの説明を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultInstanceProfileArn
すべてのスタックの EC2 インスタンスに使用されるデフォルトのプロファイルである IAM プロファ
イルの Amazon リソースネーム (ARN)。IAM ARN の詳細については、「識別子の使用」を参照して
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultOs
スタックのデフォルトオペレーティングシステム。インスタンスの作成時に別のオペレーティングシ
ステムを指定しない限り、すべてのインスタンスにインストールされています。以下のいずれかを指
定できます。
• サポートされている Linux オペレーティングシステム: Amazon Linux バージョン (Amazon Linux
2、Amazon Linux 2018.03、Amazon Linux 2017.09、Amazon Linux 2017.03、Amazon
Linux 2016.09、Amazon Linux 2016.03、Amazon Linux 2015.09、または Amazon
Linux 2015.03 など)。
• サポートされている Ubuntu オペレーティングシステム (Ubuntu 18.04 LTS、Ubuntu 16.04
LTS、Ubuntu 14.04 LTS、または Ubuntu 12.04 LTS など)。
• CentOS Linux 7
• Red Hat Enterprise Linux 7
• サポートされている Windows オペレーティングシステム (Microsoft Windows
Server 2012 R2 Base、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL
Server Express、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL Server
Standard、Microsoft Windows Server 2012 R2 with SQL Server Web など)。
API バージョン 2010-05-15
5168

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpsWorks

• カスタム AMI: Custom。インスタンスの作成時に使用するカスタム AMI を指定します。詳細につい
ては、「Using Custom AMIs」を参照してください。
デフォルトのオプションは現在の Amazon Linux のバージョンです。すべてのオペレーティングシス
テムがすべてのバージョンの Chef でサポートされているわけではありません。サポートされている
オペレーティングシステムの詳細については、AWS OpsWorks Stacks Operating Systems を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultRootDeviceType
デフォルトのルートデバイスのタイプ。この値は、スタック内のすべてのインスタンスのデフォルト
ですが、インスタンスの作成時にオーバーライドすることができます。デフォルトのオプションは
instance-store です。詳細については、「ルートデバイスのストレージ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ebs | instance-store
Update requires: No interruption
DefaultSshKeyName
デフォルトの Amazon EC2 キーペア名。デフォルト値は none です。キーペアの名前を指定した場
合、AWS OpsWorks によってインスタンスにパブリックキーがインストールされ、ユーザーはプラ
イベートキーを使用して SSH クライアントでインスタンスにログインできます。詳細については、
「SSH を使用してインスタンスと通信する」および「SSH アクセスの管理」を参照してください。
この設定を上書きするには、インスタンスの作成するときに別のキーペアを指定するか、キーペアを
指定しません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultSubnetId
スタックのデフォルトのサブネット ID。インスタンスの作成時に別のサブネット ID を指定しない限
り、すべてのインスタンスはこのサブネットで起動します。このパラメータは、VpcId パラメータの
値を指定する場合に必要です。DefaultAvailabilityZone の値も指定する場合、サブネットはそ
のゾーンに配置する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EcsClusterArn
AWS OpsWorks スタックに登録される Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスター
の Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
別の AWS OpsWorks スタックに登録されているクラスターを指定する場合、AWS
CloudFormation はクラスターを登録する前に既存の関係を登録解除します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ElasticIps
AWS OpsWorks スタックに登録する Elastic IP アドレスのリスト。

Note
別の AWS OpsWorks スタックに登録されている IP アドレスを指定する場合、AWS
CloudFormation は IP アドレスを登録する前に既存の関係を登録解除します。
必須: いいえ
タイプ: ElasticIp (p. 5178) のリスト
Update requires: No interruption
HostnameTheme
スタックのホスト名のテーマ。スペースはアンダースコアで置き換えられます。スタックのインス
タンスのホスト名を生成する際にテーマが使用されます。デフォルトでは、HostnameTheme は
Layer_Dependent に設定されており、レイヤーの短縮名に整数を付加してホスト名を作成すること
ができます。その他のテーマは次のとおりです。
• Baked_Goods
• Clouds
• Europe_Cities
• Fruits
• Greek_Deities_and_Titans
• Legendary_creatures_from_Japan
• Planets_and_Moons
• Roman_Deities
• Scottish_Islands
• US_Cities
• Wild_Cats
生成されたホスト名を取得するには、GetHostNameSuggestion を呼び出すと、現在のテーマに基
づいてホスト名を返します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
スタック名。スタック名は最大 64 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RdsDbInstances
AWS OpsWorks スタックに登録する Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベー
スインスタンス。
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Note
別の AWS OpsWorks スタックに登録されているデータベースインスタンスを指定する場
合、AWS CloudFormation はデータベースインスタンスを登録する前に既存の関係を登録解
除します。
必須: いいえ
タイプ: RdsDbInstance (p. 5179) のリスト
Update requires: No interruption
ServiceRoleArn
スタックの IAM ロール。これにより、AWS OpsWorks Stacks がユーザーに代わって AWS リソース
を操作できるようになります。このパラメータを既存の IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
に設定する必要があります。IAM ARN の詳細については、「識別子の使用」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceStackId
AWS OpsWorks スタックをクローンする場合の、クローンするソース AWS OpsWorks スタックのス
タック ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
スタックまたはレイヤーにアタッチされているタグキーとタグ値を含むマップ。
• キーを空にすることはできません。
• キーは最大 127 文字で、Unicode 文字、区切り文字、数字、または + - = . _ : / の特殊文字の
みを含めることができます。
• 値は最大 255 文字で、Unicode 文字、数字、区切り文字、または + - = . _ : / の特殊文字のみ
を含めることができます。
• 先頭と末尾のスペースは、キーと値の両方からトリミングされます。
• どのリソースにも最大 40 個のタグを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UseCustomCookbooks
カスタムクックブックをスタックで使用するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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UseOpsworksSecurityGroups
AWS OpsWorks スタックの組み込みセキュリティグループとスタックのレイヤーを関連付けるかどう
か。
AWS OpsWorks スタックは組み込みセキュリティグループの標準セットを提供し
ます。各レイヤーに 1 つ提供され、デフォルトでレイヤーに関連付けられていま
す。UseOpsworksSecurityGroups では、代わりに独自のカスタムセキュリティグループを提供で
きます。UseOpsworksSecurityGroups には次の設定があります。
• True - AWS OpsWorks スタックは、自動的に各レイヤーに適切な組み込みのセキュリティグループ
を関連付けます (デフォルトの設定)。追加のセキュリティグループを作成した後、レイヤーに関連
付けることができますが、組み込みセキュリティグループを削除することはできません。
• False - AWS OpsWorks スタックは、レイヤーに組み込みのセキュリティグループを関連付けませ
ん。適切な EC2 セキュリティグループを作成し、作成した各 Layer とセキュリティグループを関
連付ける必要があります。ただし、作成時に組み込みセキュリティグループと層を手動で関連付け
ることもできます。カスタムセキュリティグループは、カスタム設定を必要とする層にのみ必要で
す。
詳細については、「新しいスタックを作成する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
VpcId
スタックが起動される VPC の ID。VPC はスタックのリージョンに設定する必要があります。すべて
のインスタンスはこの VPC で起動します。ID は後で変更できません。
• ご使用のアカウントが EC2-Classic をサポートしている場合、デフォルト値は no VPC です。
• アカウントが EC2-Classic をサポートしていない場合、デフォルト値は指定されたリージョンのデ
フォルトの VPC です。
VPC ID がデフォルトの VPC に対応しているときに、DefaultAvailabilityZone または
DefaultSubnetId パラメータのみを指定している場合、AWS OpsWorks スタックは、他のパラ
メータの値を推測します。いずれのパラメータも指定しない場合、AWS OpsWorks スタックは、指定
したリージョンの最初の有効なアベイラビリティーゾーンと対応するデフォルト VPC サブネット ID
のそれぞれにこれらのパラメータを設定します。
デフォルト以外の VPC ID を指定する場合は、以下の点に注意してください。
• 指定したリージョンにあるアカウント内の VPC に属している必要があります。
• DefaultSubnetId に値を指定する必要があります。
AWS OpsWorks スタックと VPC の使用方法の詳細については、Running a Stack in a VPC を参照し
てください。デフォルトの VPC と EC2-Classic の詳細については、「サポートされているプラット
フォーム」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
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{ "Ref": "myStack" }
AWS OpsWorks スタック myStack に関して、Ref は、AWS OpsWorks スタック ID を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
テンプレートスニペット
次のスニペットは、デフォルトのサービスロールと Amazon EC2 ロールを使用する AWS OpsWorks ス
タックを作成します。これらのロールは、AWS OpsWorks の初回使用後に作成されます。

JSON
"myStack" : {
"Type" : "AWS::OpsWorks::Stack",
"Properties" : {
"Name" : {"Ref":"OpsWorksStackName"},
"ServiceRoleArn" : { "Fn::Join": ["", ["arn:aws:iam::", {"Ref":"AWS::AccountId"},
":role/aws-opsworks-service-role"]] },
"DefaultInstanceProfileArn" : { "Fn::Join": ["", ["arn:aws:iam::",
{"Ref":"AWS::AccountId"}, ":instance-profile/aws-opsworks-ec2-role"]] },
"DefaultSshKeyName" : {"Ref":"KeyName"}
}
}

YAML
myStack:
Type: "AWS::OpsWorks::Stack"
Properties:
Name:
Ref: "OpsWorksStackName"
ServiceRoleArn:
Fn::Join:
- ""
- "arn:aws:iam::"
Ref: "AWS::AccountId"
- ":role/aws-opsworks-service-role"
DefaultInstanceProfileArn:
Fn::Join:
- ""
- "arn:aws:iam::"
Ref: "AWS::AccountId"
- ":instance-profile/aws-opsworks-ec2-role"
DefaultSshKeyName:
Ref: "KeyName"

レイヤーとスタックのタグを指定する
次の完全なテンプレートの例では、パラメータ値を参照する AWS OpsWorks レイヤーとスタックのタグ
を指定します。

JSON
{
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"Resources": {
"ServiceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Ref": "OpsServicePrincipal"
}
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "opsworks-service",
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*",
"iam:PassRole",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"elasticloadbalancing:*"
],
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"OpsWorksEC2Role": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
{
"Ref": "Ec2ServicePrincipal"
}
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/"
}
},
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"InstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Path": "/",
"Roles": [
{
"Ref": "OpsWorksEC2Role"
}
]
}
},
"myStack": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Stack",
"Properties": {
"Name": "TestStack",
"ServiceRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"ServiceRole",
"Arn"
]
},
"DefaultInstanceProfileArn": {
"Fn::GetAtt": [
"InstanceRole",
"Arn"
]
},
"Tags": [
{
"Key": {
"Ref": "StackKey"
},
"Value": {
"Ref": "StackValue"
}
}
]
}
},
"myLayer": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Layer",
"Properties": {
"EnableAutoHealing": "true",
"AutoAssignElasticIps": "false",
"AutoAssignPublicIps": "true",
"StackId": {
"Ref": "myStack"
},
"Type": "custom",
"Shortname": "shortname",
"Name": "name",
"Tags": [
{
"Key": {
"Ref": "LayerKey"
},
"Value": {
"Ref": "LayerValue"
}
}
]
}
}

},
"Parameters": {
"StackKey": {
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}

}

"Type": "String"
},
"LayerKey": {
"Type": "String"
},
"StackValue": {
"Type": "String"
},
"LayerValue": {
"Type": "String"
},
"OpsServicePrincipal": {
"Type": "String"
},
"Ec2ServicePrincipal": {
"Type": "String"
}

YAML
Resources:
ServiceRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- !Ref OpsServicePrincipal
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
Policies:
- PolicyName: opsworks-service
PolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- 'ec2:*'
- 'iam:PassRole'
- 'cloudwatch:GetMetricStatistics'
- 'elasticloadbalancing:*'
Resource: '*'
OpsWorksEC2Role:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- !Ref Ec2ServicePrincipal
Action:
- 'sts:AssumeRole'
Path: /
InstanceRole:
Type: AWS::IAM::InstanceProfile
Properties:
Path: /
Roles:
- !Ref OpsWorksEC2Role

API バージョン 2010-05-15
5176

AWS CloudFormation ユーザーガイド
OpsWorks
myStack:
Type: AWS::OpsWorks::Stack
Properties:
Name: TestStack
ServiceRoleArn: !GetAtt
- ServiceRole
- Arn
DefaultInstanceProfileArn: !GetAtt
- InstanceRole
- Arn
Tags:
- Key: !Ref StackKey
Value: !Ref StackValue
myLayer:
Type: AWS::OpsWorks::Layer
Properties:
EnableAutoHealing: 'true'
AutoAssignElasticIps: 'false'
AutoAssignPublicIps: 'true'
StackId: !Ref myStack
Type: custom
Shortname: shortname
Name: name
Tags:
- Key: !Ref LayerKey
Value: !Ref LayerValue
Parameters:
StackKey:
Type: String
LayerKey:
Type: String
StackValue:
Type: String
LayerValue:
Type: String
OpsServicePrincipal:
Type: String
Ec2ServicePrincipal:
Type: String

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンスの CreateStack。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Create a New Stack。

AWS::OpsWorks::Stack ChefConfiguration
Chef 設定について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BerkshelfVersion" : String,
"ManageBerkshelf" : Boolean
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YAML
BerkshelfVersion: String
ManageBerkshelf: Boolean

プロパティ
BerkshelfVersion
Berkshelf バージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ManageBerkshelf
Berkshelf を有効にするかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Stack ElasticIp
Elastic IP アドレスを説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ip" : String,
"Name" : String

YAML
Ip: String
Name: String

プロパティ
Ip
IP アドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Name
名前は、最大 32 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Stack RdsDbInstance
Amazon RDS インスタンスを説明示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DbPassword" : String,
"DbUser" : String,
"RdsDbInstanceArn" : String

YAML
DbPassword: String
DbUser: String
RdsDbInstanceArn: String

プロパティ
DbPassword
AWS OpsWorks スタックは実際の値の代わりに *****FILTERED***** を返します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DbUser
マスターユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RdsDbInstanceArn
インスタンスの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::OpsWorks::Stack Source
リポジトリからアプリやクックブックを取得するために必要な情報を保持します。詳細については、「ア
プリまたはカスタムレシピとクックブックを作成する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Password" : String,
"Revision" : String,
"SshKey" : String,
"Type" : String,
"Url" : String,
"Username" : String

YAML
Password: String
Revision: String
SshKey: String
Type: String
Url: String
Username: String

プロパティ
Password
リクエストに含まれる場合、パラメータはリポジトリのタイプによって異なります。
• Amazon S3 バンドルの場合は、Password を適切な IAM シークレットアクセスキーに設定しま
す。
• HTTP バンドルと Subversion リポジトリの場合、パスワードに Password を設定します。
IAM 認証情報を安全に処理する方法については、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/awsaccess-keys-best-practices.htmlを参照してください。
レスポンスでは、AWS OpsWorks スタックは実際の値の代わりに *****FILTERED***** を返しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Revision
アプリケーションのバージョン。AWS OpsWorks スタックを使用すると、新しいバージョンのアプリ
ケーションを簡単にデプロイできます。最もシンプルなアプローチの 1 つは、潜在的にデプロイでき
る異なるバージョンを表すブランチまたはリビジョンをリポジトリに保持することです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SshKey
リポジトリの SSH キー。詳細については、AWS OpsWorks ユーザーガイドの Using Git Repository
SSH Keys を参照してください。SSH キーをパラメータとして渡すには、次の例を参照してください:
"Parameters" : { "GitSSHKey" : { "Description" : "Change SSH key
to commas.", "Type" : "CommaDelimitedList", "NoEcho" : "true" },
"CustomCookbooksSource": { "Revision" : { "Ref": "GitRevision"},
{ "Fn::Join" : [ "\n", { "Ref": "GitSSHKey"} ] }, "Type": "git",
{ "Ref": "GitURL"} } ...

newlines
...
"SshKey" :
"Url":

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
リポジトリのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: archive | git | s3 | svn
Update requires: No interruption
Url
ソース URL。以下は、Amazon S3 ソース URL https://s3.amazonaws.com/opsworks-demobucket/opsworks_cookbook_demo.tar.gz の例です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Username
このパラメータはリポジトリのタイプによって異なります。
• Amazon S3 バンドルの場合は、Username を適切な IAM アクセスキー ID に設定します。
• HTTP バンドル、Git リポジトリ、および Subversion リポジトリの場合は、Username をユーザー
名に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::Stack StackConfigurationManager
設定マネージャーについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String

プロパティ
Name
名前。このパラメータは Chef に設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
Chef バージョン。このパラメータは、Linux スタックの場合は 12、11.10、または 11.4 に、Windows
スタックの場合は 12.2 に設定する必要があります。Linux スタックのデフォルト値は 12 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::OpsWorks::UserProfile
ユーザーの SSH 情報について説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::UserProfile",
"Properties" : {
"AllowSelfManagement" : Boolean,
"IamUserArn" : String,
"SshPublicKey" : String,
"SshUsername" : String
}

YAML
Type: AWS::OpsWorks::UserProfile
Properties:
AllowSelfManagement: Boolean
IamUserArn: String
SshPublicKey: String
SshUsername: String
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プロパティ
AllowSelfManagement
ユーザーが [My Settings (設定)] ページから自分の SSH パブリックキーを指定できるかどうか。詳細
については、ユーザーアクセス許可の管理を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
IamUserArn
ユーザーの IAM ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SshPublicKey
ユーザーの SSH パブリックキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SshUsername
ユーザーの SSH ユーザー名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: IAM ユーザー ARN
(arn:aws:iam::123456789012:user/opsworksuser など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SshUsername
ユーザーの SSH ユーザー名、文字列として。
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例
テンプレートスニペット
次の例は、パブリックキーを testUser IAM ユーザーに登録します。ユーザーは自己管理を使用して独自
のパブリックキーを指定することもできます。

JSON
"userProfile": {
"Type": "AWS::OpsWorks::UserProfile",
"Properties": {
"IamUserArn": {
"Fn::GetAtt": ["testUser", "Arn"]
},
"AllowSelfManagement": "true",
"SshPublicKey": "xyz1234567890"
}
}

YAML
userProfile:
Type: AWS::OpsWorks::UserProfile
Properties:
IamUserArn: !GetAtt [testUser, Arn]
AllowSelfManagement: 'true'
SshPublicKey: xyz1234567890

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンス の CreateUserProfile。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Managing AWS OpsWorks Stacks User Permissions。

AWS::OpsWorks::Volume
インスタンスの Amazon EBS ボリュームについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::OpsWorks::Volume",
"Properties" : {
"Ec2VolumeId" : String,
"MountPoint" : String,
"Name" : String,
"StackId" : String
}

YAML
Type: AWS::OpsWorks::Volume
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Ec2VolumeId: String
MountPoint: String
Name: String
StackId: String

プロパティ
Ec2VolumeId
Amazon EC2 ボリューム ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MountPoint
ボリュームのマウントポイント。たとえば、「/mnt/disk1」です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
ボリューム名。ボリューム名は最大 128 文字です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StackId
スタック ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AWS OpsWorks ボリュー
ム ID (1ab23cd4-92ff-4501-b37c-example など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
テンプレートスニペット
次の例では、ec2volume ボリュームを opsworksstack スタックに登録します。どちらも同じテンプ
レートの別の箇所で宣言されています。
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JSON
"opsworksVolume": {
"Type": "AWS::OpsWorks::Volume",
"Properties": {
"Ec2VolumeId": { "Ref": "ec2volume" },
"MountPoint": "/dev/sdb",
"Name": "testOpsWorksVolume",
"StackId": { "Ref": "opsworksstack" }
}
}

YAML
opsworksVolume:
Type: AWS::OpsWorks::Volume
Properties:
Ec2VolumeId: !Ref 'ec2volume'
MountPoint: /dev/sdb
Name: testOpsWorksVolume
StackId: !Ref 'opsworksstack'

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks API リファレンス の RegisterVolume。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Resource Management。

AWS OpsWorks CM リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::OpsWorksCM::Server (p. 5186)

AWS::OpsWorksCM::Server
AWS::OpsWorksCM::Server リソースは、AWS OpsWorks for Chef Automate または OpsWorks for
Puppet Enterprise 設定管理サーバーを作成します。詳細については、AWS OpsWorks ユーザーガイドの
Create a Chef Automate Server in AWS CloudFormation または Create a Puppet Enterprise Master in AWS
CloudFormation と、AWS OpsWorks CM API リファレンスの CreateServer を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::OpsWorksCM::Server",
"Properties" : {
"AssociatePublicIpAddress" : Boolean,
"BackupId" : String,
"BackupRetentionCount" : Integer,
"CustomCertificate" : String,
"CustomDomain" : String,
"CustomPrivateKey" : String,
"DisableAutomatedBackup" : Boolean,
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}

}

"Engine" : String,
"EngineAttributes" : [ EngineAttribute (p. 5197), ... ],
"EngineModel" : String,
"EngineVersion" : String,
"InstanceProfileArn" : String,
"InstanceType" : String,
"KeyPair" : String,
"PreferredBackupWindow" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"ServerName" : String,
"ServiceRoleArn" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::OpsWorksCM::Server
Properties:
AssociatePublicIpAddress: Boolean
BackupId: String
BackupRetentionCount: Integer
CustomCertificate: String
CustomDomain: String
CustomPrivateKey: String
DisableAutomatedBackup: Boolean
Engine: String
EngineAttributes:
- EngineAttribute (p. 5197)
EngineModel: String
EngineVersion: String
InstanceProfileArn: String
InstanceType: String
KeyPair: String
PreferredBackupWindow: String
PreferredMaintenanceWindow: String
SecurityGroupIds:
- String
ServerName: String
ServiceRoleArn: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
AssociatePublicIpAddress
パブリック IP アドレスを起動するサーバーに関連付けます。有効な値は true または false です。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
BackupId
このフィールドを指定すると、AWS OpsWorks CM は BackupId が示すバックアップを使用してサー
バーを作成します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 79
パターン: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-\.\:]*
Update requires: Replacement
BackupRetentionCount
保持する自動バックアップの数。この数を超えた場合、新しいバックアップを作成するたびに、AWS
OpsWorks CM は最も古いバックアップを削除します。デフォルト値は 1 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
CustomCertificate
Chef Automate 2.0 を実行しているサーバーでのみサポートされます。PEM 形式の HTTPS 証明
書。値には、単一の自己署名証明書、または証明書チェーンを指定できます。カスタム証明書
を指定する場合は、CustomDomain および CustomPrivateKey の値も指定する必要がありま
す。CustomCertificate 値の要件を以下に示します。
• 自己署名証明書、カスタム証明書、または完全な証明書チェーンを指定できます。
• 証明書は、有効な X509 証明書、または PEM 形式の証明書チェーンである必要があります。
• 証明書はアップロード時に有効である必要があります。有効期間の開始 (証明書の NotBefore 日
付) 前、または有効期間の終了 (証明書の NotAfter 日) 後に証明書を使用することはできません。
• 証明書の共通名またはサブジェクトの代替名 (SAN) が存在する場合は、CustomDomain の値と一
致する必要があります。
• 証明書は CustomPrivateKey の値と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2097152
パターン: (?s)\s*-----BEGIN CERTIFICATE-----.+-----END CERTIFICATE-----\s*
Update requires: Replacement
CustomDomain
Chef Automate 2.0 を実行しているサーバーでのみサポートされます。サーバーのオプションのパブ
リックエンドポイント（https://aws.my-company.com など）。サーバーにアクセスするには、
優先する DNS サービスに CNAME DNS レコードを作成します。このレコードは、サーバーの作成
時に生成されるエンドポイント（CreateServer Endpoint 属性の値）にカスタムドメインをポイント
します。サーバーがカスタムドメインを使用している場合は、生成された Endpoint 値を使用して
サーバーにアクセスできません。カスタムドメインを指定する場合は、CustomCertificate および
CustomPrivateKey の値も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 253
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パターン: ^(((?!-)[A-Za-z0-9-]{0,62}[A-Za-z0-9])\.)+((?!-)[A-Za-z0-9-]{1,62}
[A-Za-z0-9])$
Update requires: Replacement
CustomPrivateKey
Chef Automate 2.0 を実行しているサーバーでのみサポートされます。HTTPS を使用してサーバー
に接続するための PEM 形式のプライベートキー。プライベートキーは暗号化しないでください。パ
スワードやパスフレーズで保護することはできません。カスタムプライベートキーを指定する場合
は、CustomDomain および CustomCertificate の値も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
パターン: (?ms)\s*^-----BEGIN (?-s:.*)PRIVATE KEY-----$.*?^-----END (?s:.*)PRIVATE KEY-----$\s*
Update requires: Replacement
DisableAutomatedBackup
スケジュールされたバックアップを有効または無効にします。有効な値は true または false です。
デフォルト値は true です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Engine
使用する設定管理エンジン。有効な値は、ChefAutomate および Puppet です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: Replacement
EngineAttributes
指定されたサーバーでのオプションのエンジン属性。

Chef createServer リクエストで使用できる属性:
• CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY: base64 でエンコードされた RSA パブリックキー。Chef API に
アクセスするには、対応するプライベートキーが必要です。CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY を
設定しないと、プライベートキーが生成されてレスポンスで返されます。AWS CloudFormation コ
ンソールでパラメータとして CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY の値を指定する場合、主要キー値
の各行の末尾に改行文字 (\n) を追加する必要があります。
• CHEF_AUTOMATE_ADMIN_PASSWORD: Chef Automate ユーザーベースダッシュボードでの管理
者ユーザーのパスワード。パスワードの最小の長さは 8 文字、最大は 32 文字です。パスワー
ドには、文字、数字、および特殊文字 (!/@#$%^&+=_) を使用できます。パスワードは、少な
くとも 1 つの小文字、1 つの大文字、1 つの数字、および 1 つの特殊文字を含む必要がありま
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す。CHEF_AUTOMATE_ADMIN_PASSWORD を設定しないと、パスワードが生成されてレスポン
スで返されます。

Puppet createServer リクエストで使用できる属性:
• PUPPET_ADMIN_PASSWORD: Puppet Enterprise コンソールを操作するには、パスワードに ASCII 文
字を使用する必要があります。
• PUPPET_R10K_REMOTE: r10k リモートはコントロールリポジトリの URL です (例: ssh://
git@your.git-repo.com:user/control-repo.git)。r10k リモートを指定すると、TCP ポート 8170 が開き
ます。
• PUPPET_R10K_PRIVATE_KEY: プライベート Git リポジトリを使用している場
合、PUPPET_R10K_PRIVATE_KEY を追加して PEM でエンコードされたプライベート SSH キー
を指定します。
必須: いいえ
タイプ: EngineAttribute (p. 5197) のリスト
Update requires: No interruption
EngineModel
サーバーのエンジンモデル。このリリースで有効な値は、Puppet の場合は Monolithic、Chef の場
合は Single です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: Replacement
EngineVersion
使用するエンジンのメジャーリリースバージョン。Chef サーバーの場合、EngineVersion の現在有効
な値は 2 です。Puppet サーバーの場合、有効な値は 2019 または 2017 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: Replacement
InstanceProfileArn
Amazon EC2 インスタンス で使用されるインスタンスプロファイルの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: arn:aws:iam::[0-9]{12}:instance-profile/.*
Update requires: Replacement
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InstanceType
使用する Amazon EC2 インスタンスタイプ。たとえば、m5.large と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: Replacement
KeyPair
インスタンス用に設定する Amazon EC2 キーペア。このパラメータはオプションです。SSH を使用
してインスタンスに接続するために、必要に応じてこのパラメータを指定することができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: .*
Update requires: Replacement
PreferredBackupWindow
自動バックアップが有効になっている場合に AWS OpsWorks CM がアプリケーションレベルのデータ
をサーバーにバックアップする 1 時間の開始時刻。次のいずれかの形式で有効な値を指定する必要が
あります。
• HH:MM (日次バックアップの場合)
• DDD:HH:MM (週次バックアップの場合)
MM は 00 と指定する必要があります。指定時刻は協定世界時 (UTC) です。デフォルト値は日次で開始
時間はランダムです。
例: 08:00。これは、開始時間が毎日 08:00 UTC であることを表します。
例: Mon:08:00。これは、開始時間が毎週金曜日の 08:00 UTC であることを表します(午前 8:00)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
AWS OpsWorks CM がインスタンスでメンテナンスを実行する毎週 1 時間の開始時刻。有効な値を
DDD:HH:MM の形式で指定する必要があります。MM は 00 と指定する必要があります。指定時刻は協
定世界時 (UTC) です。火曜日、水曜日、または金曜日の 1 時間がランダムでデフォルト値になりま
す。詳細については、「TimeWindowDefinition」を参照してください。
例: Mon:08:00。これは、開始時間が毎週金曜日の 08:00 UTC であることを表します(午前 8:00)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SecurityGroupIds
Amazon EC2 インスタンスにアタッチするセキュリティグループ ID のリスト。このパラメータを追
加する場合、指定したセキュリティグループが SubnetIds で指定された VPC 内にある必要がありま
す。
このパラメータを指定しない場合、AWS OpsWorks CM は、0.0.0.0/0 (全ユーザー) に開放する TCP
ポート 22 および 443 を使用する新しいセキュリティグループを作成します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
ServerName
サーバー名。サーバー名はリージョンごとに AWS アカウント内で一意である必要があります。サー
バー名は文字で始める必要があります。その後は文字、数字、またはハイフン (-) を最大 40 文字まで
使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: [a-zA-Z][a-zA-Z0-9\-]*
Update requires: Replacement
ServiceRoleArn
AWS OpsWorks CM サービスバックエンドがアカウントの操作に使用するサービスロール。AWS
OpsWorks マネジメントコンソールにより、通常、サービスロールが作成されますが、AWS CLI また
は API コマンドを使用する場合は、https://s3.amazonaws.com/opsworks-cm-us-east-1-prod-defaultassets/misc/opsworks-cm-roles.yaml にある service-role-creation.yaml AWS CloudFormation テンプ
レートを実行します。このテンプレートにより、必要なサービスロールとインスタンスプロファイル
が含まれている CloudFormation スタックが作成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: arn:aws:iam::[0-9]{12}:role/.*
Update requires: Replacement
SubnetIds
サーバー EC2 インスタンスを起動するサブネットの ID。
Amazon EC2-Classic のお客様: このフィールドは必須です。すべてのサーバーは VPC 内で実行され
る必要があります。VPC で "自動割り当てパブリック IP" が有効になっている必要があります。
EC2-VPC のお客様: このフィールドはオプションです。サブネット ID を指定しない場合、EC2 イン
スタンスは Amazon EC2 で選択されているデフォルトのサブネットに作成されます。サブネット ID
を指定した場合、VPC で "自動割り当てパブリック IP" が有効になっている必要があります。
サポートされている Amazon EC2 プラットフォームの詳細については、「サポートされているプラッ
トフォーム」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
AWS OpsWorks for Chef Automate または OpsWorks for Puppet Enterprise サーバー用にアタッチす
るタグキーとタグ値を含むマップ。
• キーを空にすることはできません。
• キーは最大 127 文字で、Unicode 文字、区切り文字、数字、または + - = . _ : / @ の特殊文
字のみを含めることができます。
• 値は最大 255 文字で、Unicode 文字、数字、区切り文字、または + - = . _ : / @ の特殊文字
のみを含めることができます。
• 先頭と末尾のスペースは、キーと値の両方からトリミングされます。
• AWS OpsWorks CM サーバーには、最大 50 個のユーザー適用タグを使用できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:OpsWorksCM:us-east-1:123456789012:server/server-a1bzhi など、サーバーの
ARN をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
サーバーの Amazon リソースネーム (ARN): arn:aws:OpsWorksCM:useast-1:123456789012:server/server-a1bzhi など。
Endpoint
エンジンへのアクセスに使用できる DNS 名。例: myserver-asdfghjkl.useast-1.opsworks.io。
Id
Property description not available.

例
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OpsWorks for Chef Automate サーバーを作成します。
次の例では AWS OpsWorks for Chef Automate サーバーを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"PivotalKey": {
"Type": "String"
},
"Password": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyChefServer": {
"Type": "AWS::OpsWorksCM::Server",
"Properties": {
"BackupRetentionCount": "12",
"CustomCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----- EXAMPLEqEXAMPLE== ----END CERTIFICATE-----",
"CustomDomain": "https://aws.my-company.com",
"CustomPrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- EXAMPLEqEXAMPLE= ----END RSA PRIVATE KEY-----",
"DisableAutomatedBackup": false,
"Engine": "ChefAutomate",
"EngineVersion": "2",
"EngineAttributes": [
{
"Name": "CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY",
"Value": {
"Ref": "PivotalKey"
}
},
{
"Name": "CHEF_AUTOMATE_ADMIN_PASSWORD",
"Value": {
"Ref": "Password"
}
}
],
"EngineModel": "Single",
"InstanceProfileArn": "INSTANCE-PROFILE-ARN",
"InstanceType": "r5.xlarge",
"PreferredBackupWindow": "08:00",
"PreferredMaintenanceWindow": "Fri:08:00",
"ServiceRoleArn": "SERVICE-ROLE-ARN"
"Tags": [
{
"Key": "Stage",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Name",
"Value": "test-owcm-server"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"endpoint": {
"Description": "OpsWorksCM Server Endpoint",
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}

}

}

"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"MyChefServer",
"Endpoint"
]
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
PivotalKey:
Type: String
Password:
Type: String
Resources:
MyChefServer:
Type: AWS::OpsWorksCM::Server
Properties:
BackupRetentionCount: '12'
CustomCertificate: '-----BEGIN CERTIFICATE----- EXAMPLEqEXAMPLE== -----END
CERTIFICATE-----'
CustomDomain: 'https://aws.my-company.com'
CustomPrivateKey: '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- EXAMPLEqEXAMPLE= -----END RSA
PRIVATE KEY-----'
DisableAutomatedBackup: False
Engine: 'ChefAutomate'
EngineVersion: '2'
EngineAttributes:
- Name: "CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY"
Value:
Ref: PivotalKey
- Name: "CHEF_AUTOMATE_ADMIN_PASSWORD"
Value:
Ref: Password
EngineModel: 'Single'
InstanceProfileArn: "INSTANCE-PROFILE-ARN"
InstanceType: 'r5.xlarge'
PreferredBackupWindow: '08:00'
PreferredMaintenanceWindow: 'Fri:08:00'
ServiceRoleArn: "SERVICE-ROLE-ARN"
Tags:
- Key: "Stage"
Value: "Production"
- Key: "Name"
Value: "test-owcm-server"
Outputs:
endpoint:
Description: OpsWorksCM Server Endpoint
Value: !GetAtt [MyChefServer, Endpoint]

OpsWorks for Puppet Enterprise サーバーを作成する
次の例では OpsWorks for Puppet Enterprise サーバーを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "My OpsWorksCM Managed Server",
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"Parameters": {
"AdminPassword": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"TestServerDeleteMe": {
"Type": "AWS::OpsWorksCM::Server",
"Properties": {
"AssociatePublicIpAddress": true,
"BackupRetentionCount": "12",
"DisableAutomatedBackup": false,
"Engine": "Puppet",
"EngineVersion": "2017",
"EngineAttributes": [
{
"Name": "PUPPET_ADMIN_PASSWORD",
"Value": {
"Ref": "AdminPassword"
}
}
],
"EngineModel": "Single",
"InstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
MyInstanceProfile",
"InstanceType": "m4.xlarge",
"PreferredBackupWindow": "08:00",
"PreferredMaintenanceWindow": "Fri:08:00",
"ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyServiceRole"
"Tags": [
{
"Key": "Stage",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Name",
"Value": "test-owcm-server"
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: My OpsWorksCM managed server.
Parameters:
AdminPassword:
Type: String
Resources:
MyPuppetServer:
Type: AWS::OpsWorksCM::Server
Properties:
BackupRetentionCount: '12'
DisableAutomatedBackup: False
Engine: 'Puppet'
EngineVersion: '2017'
EngineAttributes:
- Name: "PUPPET_ADMIN_PASSWORD"
Value:
Ref: AdminPassword
EngineModel: 'Monolithic'
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InstanceProfileArn: "INSTANCE-PROFILE-ARN"
InstanceType: 'm4.large'
PreferredBackupWindow: '08:00'
PreferredMaintenanceWindow: 'Fri:08:00'
ServiceRoleArn: "SERVICE-ROLE-ARN"
Tags:
- Key: "Stage"
Value: "Production"
- Key: "Name"
Value: "test-owcm-server"
Outputs:
endpoint:
Description: OpsWorksCM Server Endpoint
Value: !GetAtt [MyPuppetServer, Endpoint]

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドのCreate a Chef Automate Server in AWS CloudFormation
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Create a Puppet Enterprise Master in AWS CloudFormation
• AWS OpsWorks CM API リファレンスの CreateServer

AWS::OpsWorksCM::Server EngineAttribute
EngineAttribute プロパティタイプでは、AWS OpsWorks for Chef Automate または
OpsWorks for Puppet Enterprise サーバーの管理者認証情報を指定します。EngineAttribute
は、AWS::OpsWorksCM::Server リソースタイプのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
エンジン属性の名前。
Chef Automate サーバーの属性名:
• CHEF_AUTOMATE_ADMIN_PASSWORD
Puppet Enterprise サーバーの属性名:
• PUPPET_ADMIN_PASSWORD
• PUPPET_R10K_REMOTE
• PUPPET_R10K_PRIVATE_KEY
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: No interruption
Value
エンジン属性の値。
Chef Automate サーバーの属性値:
• CHEF_AUTOMATE_PIVOTAL_KEY: base64 でエンコードされた RSA パブリックキー。Chef API
にアクセスするには、対応するプライベートキーが必要です。このキーを生成するには、次の
OpenSSL コマンドを Linux ベースのコンピュータで実行します。
openssl genrsa -out pivotal_key_file_name.pem 2048
Windows ベースのコンピュータでは、PuTTYgen ユーティリティを使用して base64 でエンコード
された RSA プライベートキーを生成できます。詳細については、SSH.com で「PuTTYgen - Key
Generator for PuTTY on Windows」を参照してください。
Puppet Enterprise サーバーの属性値:
• PUPPET_ADMIN_PASSWORD: サーバーがオンラインになった後で Puppet Enterprise コンソール
ウェブページのサインインに使用できる管理者パスワード。パスワードに使用できる文字数は 8 ～
32 文字 (ASCII) です。
• PUPPET_R10K_REMOTE: r10k リモートはコントロールリポジトリの URL です (例: ssh://
git@your.git-repo.com:user/control-repo.git)。r10k リモートを指定すると、TCP ポート 8170 が開き
ます。
• PUPPET_R10K_PRIVATE_KEY: プライベート Git リポジトリを使用している場合
は、PUPPET_R10K_PRIVATE_KEY を追加して PEM エンコードされたプライベート SSH キーを指
定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10000
パターン: (?s).*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS OpsWorks ユーザーガイドのCreate a Chef Automate Server in AWS CloudFormation
• AWS OpsWorks ユーザーガイドの Create a Puppet Enterprise Master in AWS CloudFormation
• AWS OpsWorks CM API リファレンスの CreateServer

Amazon Pinpoint リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
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• AWS::Pinpoint::ADMChannel (p. 5199)
• AWS::Pinpoint::APNSChannel (p. 5200)
• AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel (p. 5203)
• AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel (p. 5205)
• AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel (p. 5207)
• AWS::Pinpoint::App (p. 5210)
• AWS::Pinpoint::ApplicationSettings (p. 5211)
• AWS::Pinpoint::BaiduChannel (p. 5216)
• AWS::Pinpoint::Campaign (p. 5217)
• AWS::Pinpoint::EmailChannel (p. 5239)
• AWS::Pinpoint::EmailTemplate (p. 5241)
• AWS::Pinpoint::EventStream (p. 5243)
• AWS::Pinpoint::GCMChannel (p. 5244)
• AWS::Pinpoint::PushTemplate (p. 5245)
• AWS::Pinpoint::Segment (p. 5253)
• AWS::Pinpoint::SMSChannel (p. 5266)
• AWS::Pinpoint::SmsTemplate (p. 5268)
• AWS::Pinpoint::VoiceChannel (p. 5270)

AWS::Pinpoint::ADMChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。ADM チャネルを使用する
と、Amazon Device Messaging (ADM) サービスを介して、Kindle Fire タブレットなどの Amazon デバイ
スで実行されるアプリにプッシュ通知を送信できます。Amazon Pinpoint を使用して Amazon デバイスに
メッセージを送信する前に、Amazon Pinpoint アプリケーションの ADM チャネルを有効にする必要があり
ます。
ADMChannel リソースは、アプリケーションの ADM チャネルのステータスと認証設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::ADMChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"ClientId" : String,
"ClientSecret" : String,
"Enabled" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::ADMChannel
Properties:
ApplicationId: String
ClientId: String
ClientSecret: String
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Enabled: Boolean

プロパティ
ApplicationId
ADM チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ClientId
ADM を使用してメッセージを送信するために Amazon から受信したクライアント ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ClientSecret
ADM を使用してメッセージを送信するために Amazon から受信したクライアントシークレット。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
アプリケーションの ADM チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::APNSChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。APN チャネルを使用すると、プッ
シュ通知メッセージを Apple プッシュ通知サービス (APN) に送信できます。Amazon Pinpoint を使用して
APN に通知を送信する前に、Amazon Pinpoint アプリケーションの APN チャンネルを有効にする必要が
あります。
APNSChannel リソースは、アプリケーションの APN チャネルのステータスと認証設定を表します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::APNSChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"BundleId" : String,
"Certificate" : String,
"DefaultAuthenticationMethod" : String,
"Enabled" : Boolean,
"PrivateKey" : String,
"TeamId" : String,
"TokenKey" : String,
"TokenKeyId" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::APNSChannel
Properties:
ApplicationId: String
BundleId: String
Certificate: String
DefaultAuthenticationMethod: String
Enabled: Boolean
PrivateKey: String
TeamId: String
TokenKey: String
TokenKeyId: String

プロパティ
ApplicationId
APN チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BundleId
iOS アプリに割り当てられたバンドル識別子。この識別子は APN トークンに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Certificate
Apple から受信した APN クライアント証明書。APN 証明書を使用してAmazon Pinpoint が APN と通
信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultAuthenticationMethod
APN で認証するときに Amazon Pinpoint で使用するデフォルトの認証方法。有効なオプションは key
または certificate です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
アプリケーションの APN チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateKey
Amazon Pinpoint が APN との通信に使用する APN クライアント証明書のプライベートキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TeamId
Apple 開発者アカウントチームに割り当てられた識別子。この識別子は APN トークンに使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKey
APN トークンに使用する認証キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKeyId
APN 署名キーに割り当てられているキー識別子。APN トークンを使用してAmazon Pinpoint が APN
と通信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。APN サンドボックスチャネルを使用
すると、プッシュ通知メッセージを Apple プッシュ通知サービス (APN) のサンドボックス環境に送信でき
ます。Amazon Pinpoint を使用して APN サンドボックス環境に通知を送信する前に、Amazon Pinpoint ア
プリケーションの APN サンドボックスチャネルを有効にする必要があります。
APNSSandboxChannel リソースは、アプリケーションの APN サンドボックスチャネルのステータスと認
証設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"BundleId" : String,
"Certificate" : String,
"DefaultAuthenticationMethod" : String,
"Enabled" : Boolean,
"PrivateKey" : String,
"TeamId" : String,
"TokenKey" : String,
"TokenKeyId" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel
Properties:
ApplicationId: String
BundleId: String
Certificate: String
DefaultAuthenticationMethod: String
Enabled: Boolean
PrivateKey: String
TeamId: String
TokenKey: String
TokenKeyId: String

プロパティ
ApplicationId
APN サンドボックスチャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BundleId
iOS アプリに割り当てられたバンドル識別子。この識別子は APN トークンに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Certificate
Apple から受信した APN クライアント証明書。APN 証明書を使用してAmazon Pinpoint が APN と通
信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultAuthenticationMethod
APN で認証するときに Amazon Pinpoint で使用するデフォルトの認証方法。有効なオプションは key
または certificate です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
Amazon Pinpoint アプリケーションの APN サンドボックスチャネルを有効にするかどうかを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateKey
Amazon Pinpoint が APN との通信に使用する APN クライアント証明書のプライベートキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TeamId
Apple 開発者アカウントチームに割り当てられた識別子。この識別子は APN トークンに使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
TokenKey
APN トークンに使用する認証キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKeyId
APN 署名キーに割り当てられているキー識別子。APN トークンを使用してAmazon Pinpoint が APN
と通信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。APN VoIP チャネルを使用する
と、VoIP 通知メッセージを Apple プッシュ通知サービス (APN) に送信できます。Amazon Pinpoint を使
用して APN に VoIP 通知を送信する前に、Amazon Pinpoint アプリケーションの APN VoIP チャンネルを
有効にする必要があります。
APNSVoipChannel リソースは、アプリケーションの APN VoIP チャネルのステータスと認証設定を表し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"BundleId" : String,
"Certificate" : String,
"DefaultAuthenticationMethod" : String,
"Enabled" : Boolean,
"PrivateKey" : String,
"TeamId" : String,
"TokenKey" : String,
"TokenKeyId" : String
}
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}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel
Properties:
ApplicationId: String
BundleId: String
Certificate: String
DefaultAuthenticationMethod: String
Enabled: Boolean
PrivateKey: String
TeamId: String
TokenKey: String
TokenKeyId: String

プロパティ
ApplicationId
APN VoIP チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BundleId
iOS アプリに割り当てられたバンドル識別子。この識別子は APN トークンに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Certificate
Apple から受信した APN クライアント証明書。APN 証明書を使用してAmazon Pinpoint が APN と通
信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultAuthenticationMethod
APN で認証するときに Amazon Pinpoint で使用するデフォルトの認証方法。有効なオプションは key
または certificate です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
Amazon Pinpoint アプリケーションの APN VoIP チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateKey
Amazon Pinpoint が APN との通信に使用する APN クライアント証明書のプライベートキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TeamId
Apple 開発者アカウントチームに割り当てられた識別子。この識別子は APN トークンに使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKey
APN トークンに使用する認証キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKeyId
APN 署名キーに割り当てられているキー識別子。APN トークンを使用してAmazon Pinpoint が APN
と通信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。APN VoIP サンドボックスチャネル
を使用すると、VoIP 通知メッセージを Apple プッシュ通知サービス (APN) のサンドボックス環境に送信
できます。Amazon Pinpoint を使用して APN サンドボックス環境に VoIP 通知を送信する前に、Amazon
Pinpoint アプリケーションの APN VoIP サンドボックスチャネルを有効にする必要があります。
APNSVoipSandboxChannel リソースは、アプリケーションの APN VoIP サンドボックスチャネルのス
テータスと認証設定を表します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"BundleId" : String,
"Certificate" : String,
"DefaultAuthenticationMethod" : String,
"Enabled" : Boolean,
"PrivateKey" : String,
"TeamId" : String,
"TokenKey" : String,
"TokenKeyId" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel
Properties:
ApplicationId: String
BundleId: String
Certificate: String
DefaultAuthenticationMethod: String
Enabled: Boolean
PrivateKey: String
TeamId: String
TokenKey: String
TokenKeyId: String

プロパティ
ApplicationId
APN VoIP サンドボックスチャネルが適用されるアプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BundleId
iOS アプリに割り当てられたバンドル識別子。この識別子は APN トークンに使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Certificate
Apple から受信した APN クライアント証明書。APN 証明書を使用してAmazon Pinpoint が APN サン
ドボックス環境と通信するようにする場合は、この値を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultAuthenticationMethod
APN で認証するときに Amazon Pinpoint で使用するデフォルトの認証方法。有効なオプションは key
または certificate です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
APN VoIP サンドボックスチャネルがアプリケーションで有効かどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PrivateKey
Amazon Pinpoint が APN サンドボックス環境との通信に使用する APN クライアント証明書のプライ
ベートキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TeamId
Apple 開発者アカウントチームに割り当てられた識別子。この識別子は APN トークンに使用されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKey
APN トークンに使用する認証キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TokenKeyId
APN 署名キーに割り当てられているキー識別子。APN トークンを使用してAmazon Pinpoint が APN
サンドボックス環境と通信するようにする場合は、この値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::App
アプリケーションは Amazon Pinpoint アプリケーションで、プロジェクトとも呼ばれます。アプリ
ケーションは、関連する設定、顧客情報、セグメント、キャンペーン、およびその他の種類の Amazon
Pinpoint リソースのコレクションです。
アプリケーションリソースは、Amazon Pinpoint アプリケーションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::App",
"Properties" : {
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::App
Properties:
Name: String
Tags: Json

プロパティ
Name
アプリケーションの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
アプリケーションに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列へのマップ。各タ
グは、必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
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タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
アプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings
Amazon Pinpoint アプリケーションの設定を指定します。Amazon Pinpoint では、アプリケーション（ア
プリまたはプロジェクトとも呼ばれます）は、関連する設定、顧客情報、セグメント、キャンペーン、お
よびその他の種類の Amazon Pinpoint リソースのコレクションです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::ApplicationSettings",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"CampaignHook" : CampaignHook (p. 5213),
"CloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"Limits" : Limits (p. 5214),
"QuietTime" : QuietTime (p. 5215)
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::ApplicationSettings
Properties:
ApplicationId: String
CampaignHook:
CampaignHook (p. 5213)
CloudWatchMetricsEnabled: Boolean
Limits:
Limits (p. 5214)
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QuietTime:
QuietTime (p. 5215)

プロパティ
ApplicationId
Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CampaignHook
アプリケーションでキャンペーンのコードフックとしてデフォルトで使用する Lambda 関数の設定。
特定のキャンペーンのこれらの設定を上書きするには、キャンペーンリソースを使用して、キャン
ペーンのカスタム Lambda 関数設定を定義します。
必須: いいえ
タイプ: CampaignHook (p. 5213)
Update requires: No interruption
CloudWatchMetricsEnabled
Amazon CloudWatch でアプリケーション関連のアラームを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Limits
アプリケーションでのキャンペーンのデフォルトの送信制限。特定のキャンペーンのこれらの制限を
上書きするには、キャンペーンリソースを使用して、キャンペーンのカスタム制限を定義します。
必須: いいえ
タイプ: Limits (p. 5214)
Update requires: No interruption
QuietTime
アプリケーションでのキャンペーンのデフォルトのクワイエットタイム。次のすべての条件を満たす
場合、クワイエットタイムとは、キャンペーンでメッセージがエンドポイントに送信されない特定の
時間範囲です。
- エンドポイントの EndpointDemographic.Timezone プロパティが有効な値に設定されている。
- エンドポイントのタイムゾーンでの現在の時刻が、アプリケーション (またはカスタムクワイエット
タイムが設定されたキャンペーン) の QuietTime.Start プロパティで指定された時刻以降である。
- エンドポイントのタイムゾーンでの現在の時刻が、アプリケーション (またはカスタムクワイエット
タイムが設定されたキャンペーン) の QuietTime.End プロパティで指定された時刻以前である。
前述のいずれかの条件を満たしていない場合は、クワイエットタイムが有効であっても、エンドポイ
ントでキャンペーンからのメッセージを受信します。
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特定のキャンペーンのデフォルトのクワイエットタイム設定を上書きするには、キャンペーンリソー
スを使用して、キャンペーンのカスタムクワイエットタイムを定義します。
必須: いいえ
タイプ: QuietTime (p. 5215)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
設定を指定する Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリソースの論
理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings CampaignHook
アプリケーションでキャンペーンのコードフックとしてデフォルトで使用する Lambda 関数を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LambdaFunctionName" : String,
"Mode" : String,
"WebUrl" : String

YAML
LambdaFunctionName: String
Mode: String
WebUrl: String

プロパティ
LambdaFunctionName
アプリケーションでキャンペーンのメッセージを送信するために Amazon Pinpoint が呼び出す
Lambda 関数 の名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Mode
Amazon Pinpoint が Lambda 関数を呼び出すために使用するモード。想定される値は次のとおりで
す。
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• FILTER - 関数を呼び出して、キャンペーンで使用されるセグメントをカスタマイズします。
• DELIVERY - (廃止) 以前は、カスタムチャネルを介してキャンペーンを送信する関数を呼び
出しました。この機能はサポートされていません。カスタムチャネルを介してキャンペー
ンを送信するには、キャンペーンの CustomDeliveryConfiguration オブジェクトと
CampaignCustomMessage オブジェクトを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WebUrl
HTTPS 経由で Lambda 関数を呼び出すために Amazon Pinpoint が呼び出すウェブ URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings Limits
アプリケーションでのキャンペーンのデフォルトの送信制限を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Daily" : Integer,
"MaximumDuration" : Integer,
"MessagesPerSecond" : Integer,
"Total" : Integer

YAML
Daily: Integer
MaximumDuration: Integer
MessagesPerSecond: Integer
Total: Integer

プロパティ
Daily
キャンペーンが 24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数。最大値は 100
です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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MaximumDuration
キャンペーンにスケジュールされた開始時刻後にキャンペーンがメッセージの配信を試行できる最大
時間 (秒)。最小値は 60 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MessagesPerSecond
キャンペーンが 1 秒あたりに送信できる最大メッセージ数。最小値は 50 です。最大値は 20,000 で
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Total
キャンペーンがキャンペーンの実行中に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数。最
大値は 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::ApplicationSettings QuietTime
メッセージがエンドポイントに送信されない時間範囲を定義する開始時刻と終了時刻を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"End" : String,
"Start" : String

YAML
End: String
Start: String

プロパティ
End
クワイエットタイムが終了する特定の時刻。この値は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があり
ます。ここで、HH は時間 (該当する場合は、先頭にゼロが付く) で、MM は分です。たとえば、午前
2:30 を表すには 02:30 を使用し、午後 2:30 を表すには 14:30 を使用します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Start
クワイエットタイムが開始する特定の時刻。この値は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があり
ます。ここで、HH は時間 (該当する場合は、先頭にゼロが付く) で、MM は分です。たとえば、午前
2:30 を表すには 02:30 を使用し、午後 2:30 を表すには 14:30 を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::BaiduChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。Baidu チャネルを使用して、Baidu
Cloud Push 通知サービスに通知を送信できます。Amazon Pinpoint を使用して Baidu Cloud Push サービ
スに通知を送信する前に、Amazon Pinpoint アプリケーションで Baidu チャネルを有効にする必要があり
ます。
BaiduChannel リソースは、アプリケーションの Baidu チャネルのステータスと認証設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::BaiduChannel",
"Properties" : {
"ApiKey" : String,
"ApplicationId" : String,
"Enabled" : Boolean,
"SecretKey" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::BaiduChannel
Properties:
ApiKey: String
ApplicationId: String
Enabled: Boolean
SecretKey: String

プロパティ
ApiKey
サービスと通信するために Baidu Cloud Push サービスから受信した API キー。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ApplicationId
Baidu チャネルを設定している Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Enabled
アプリケーションの Baidu チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SecretKey
サービスと通信するために Baidu Cloud Push サービスから受信したシークレットキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::Campaign
キャンペーンの設定を指定します。キャンペーン は、Amazon Pinpoint アプリケーションに特定のユー
ザーのセグメントを関与させるメッセージングイニシアチブです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Pinpoint::Campaign",
"Properties" : {
"AdditionalTreatments" : [ WriteTreatmentResource (p. 5237), ... ],
"ApplicationId" : String,
"CampaignHook" : CampaignHook (p. 5224),
"Description" : String,
"HoldoutPercent" : Integer,
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}

}

"IsPaused" : Boolean,
"Limits" : Limits (p. 5227),
"MessageConfiguration" : MessageConfiguration (p. 5231),
"Name" : String,
"Schedule" : Schedule (p. 5235),
"SegmentId" : String,
"SegmentVersion" : Integer,
"Tags" : Json,
"TreatmentDescription" : String,
"TreatmentName" : String

YAML
Type: AWS::Pinpoint::Campaign
Properties:
AdditionalTreatments:
- WriteTreatmentResource (p. 5237)
ApplicationId: String
CampaignHook:
CampaignHook (p. 5224)
Description: String
HoldoutPercent: Integer
IsPaused: Boolean
Limits:
Limits (p. 5227)
MessageConfiguration:
MessageConfiguration (p. 5231)
Name: String
Schedule:
Schedule (p. 5235)
SegmentId: String
SegmentVersion: Integer
Tags: Json
TreatmentDescription: String
TreatmentName: String

プロパティ
AdditionalTreatments
キャンペーンのデフォルトの処理に加えて、キャンペーンの追加の処理を定義するリクエストの配
列。
必須: いいえ
タイプ: WriteTreatmentResource (p. 5237) のリスト
Update requires: No interruption
ApplicationId
キャンペーンが関連付けられている Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CampaignHook
キャンペーンのコードフックとして使用する Lambda 関数を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: CampaignHook (p. 5224)
Update requires: No interruption
Description
キャンペーンのカスタム説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HoldoutPercent
キャンペーンからメッセージを受信しないユーザー (セグメントメンバー) の割り当てられた割合
(%)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
IsPaused
キャンペーンを一時停止するかどうかを指定します。この値を false に変更して再開しない限り、一
時停止中のキャンペーンは実行されません。キャンペーンを再開すると、キャンペーンは一時停止し
た時点ではなく、最初から再開されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Limits
キャンペーンのメッセージ制限。
必須: いいえ
タイプ: 制限 (p. 5227)
Update requires: No interruption
MessageConfiguration
キャンペーンのメッセージ設定。
必須: はい
タイプ: MessageConfiguration (p. 5231)
Update requires: No interruption
Name
キャンペーンの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Schedule
キャンペーンのスケジュール設定。
必須: はい
タイプ: スケジュール (p. 5235)
Update requires: No interruption
SegmentId
キャンペーンに関連付けるセグメントの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentVersion
キャンペーンに関連付けるセグメントのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tags
キャンペーンに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列のマップ。各タグは、
必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TreatmentDescription
キャンペーンのデフォルト処理のカスタム説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TreatmentName
キャンペーンに複数の処理が含まれる場合、キャンペーンのデフォルト処理のカスタム名。処
理は、A/B テストに使用されるキャンペーンのバリエーションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子と、キャンペーンがターゲットとするセグメントの一
意の識別子を組み合わせた文字列このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN)。
CampaignId
キャンペーンの一意の識別子。

AWS::Pinpoint::Campaign AttributeDimension
エンドポイントを含めるか、セグメントからエンドポイントを除外するかの属性ベースの条件を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeType" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
AttributeType: String
Values:
- String

プロパティ
AttributeType
使用するセグメントディメンションのタイプ。有効な値は次のとおりです。
• INCLUSIVE – 値と一致する属性を持つエンドポイントは、セグメントに含まれます。
• EXCLUSIVE – 値と一致する属性を持つエンドポイントは、セグメントから除外されます。
• CONTAINS – 属性の部分文字列が値と一致するエンドポイントは、セグメントに含まれます。
• BEFORE – 値の前に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメ
ントに含まれます。
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• AFTER – 値の後に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメン
トに含まれます。
• BETWEEN – 値の間に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメ
ントに含まれます。
• ON – 値に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメントに含ま
れます。この比較では、時間は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
セグメントディメンションに使用する条件値。AttributeType プロパティの値に応じて、エンド
ポイントの属性値が条件値と一致すると、エンドポイントが含まれるか、セグメントから除外されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign CampaignEmailMessage
キャンペーンの受信者に送信される E メールメッセージのコンテンツおよび「送信元」アドレスを指定し
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Body" : String,
"FromAddress" : String,
"HtmlBody" : String,
"Title" : String

YAML
Body: String
FromAddress: String
HtmlBody: String
Title: String

プロパティ
Body
E メールクライアントで HTML コンテンツがレンダリングされていない受信者用の E メールの本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
FromAddress
E メールの送信元である検証済みの E メールアドレス。デフォルトのアドレスは、アプリケーション
の E メールチャネルに指定された FromAddress です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HtmlBody
E メールクライアントで HTML コンテンツがレンダリングされている受信者用の E メールの本文
（HTML 形式）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Title
E メールの件名 (つまり、タイトル)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign CampaignEventFilter
キャンペーンが送信されるイベントの設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Dimensions" : EventDimensions (p. 5226),
"FilterType" : String

YAML
Dimensions:
EventDimensions (p. 5226)
FilterType: String

プロパティ
Dimensions
キャンペーンのイベントフィルターのディメンション設定。
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必須: いいえ
タイプ: EventDimensions (p. 5226)
Update requires: No interruption
FilterType
キャンペーンが送信されるイベントのタイプ。有効な値は、SYSTEM (システムイベントが発生したと
きにキャンペーンが送信される) と ENDPOINT (エンドポイントイベント (イベントリソース) が発生し
たときにキャンペーンが送信される) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign CampaignHook
キャンペーンのセグメントをカスタマイズする Lambda 関数を呼び出す設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LambdaFunctionName" : String,
"Mode" : String,
"WebUrl" : String

YAML
LambdaFunctionName: String
Mode: String
WebUrl: String

プロパティ
LambdaFunctionName
キャンペーンのセグメントをカスタマイズするために Amazon Pinpoint が呼び出す Lambda 関数の名
前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Mode
Amazon Pinpoint が Lambda 関数を呼び出すために使用するモード。想定される値は次のとおりで
す。
• FILTER - 関数を呼び出して、キャンペーンで使用されるセグメントをカスタマイズします。
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• DELIVERY - (廃止) 以前は、カスタムチャネルを介してキャンペーンを送信する関数を呼び
出しました。この機能はサポートされていません。カスタムチャネルを介してキャンペー
ンを送信するには、キャンペーンの CustomDeliveryConfiguration オブジェクトと
CampaignCustomMessage オブジェクトを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
WebUrl
HTTPS 経由で Lambda 関数を呼び出すために Amazon Pinpoint が呼び出すウェブ URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign CampaignSmsMessage
キャンペーンの受信者に送信される SMS メールメッセージのコンテンツおよび設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Body" : String,
"EntityId" : String,
"MessageType" : String,
"OriginationNumber" : String,
"SenderId" : String,
"TemplateId" : String

YAML
Body: String
EntityId: String
MessageType: String
OriginationNumber: String
SenderId: String
TemplateId: String

プロパティ
Body
SMS メッセージの本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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EntityId
お客様の国で SMS を送信するために規制機関から受け取ったエンティティ ID または Principal Entity
(PE) ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MessageType
SMS メッセージの種類。有効な値は、TRANSACTIONAL (ワンタイムパスワードなど、重要な、また
は時間的制約のあるメッセージの場合) と PROMOTIONAL (マーケティングメッセージなど、重要でな
い、または時間的制約のないメッセージの場合) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OriginationNumber
SMS メッセージの送信元のロングコード。この値は、AWS アカウントに割り当てられる専用のロン
グコードの 1 つにする必要があります。必須ではありませんが、メッセージを迅速かつ正確に配信す
るために、E.164 形式でロングコードを指定することをお勧めします。例えば、+12065550100 など
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SenderId
受信者が SMS メッセージを受信したときに受信者のデバイスに表示する送信者 ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateId
お客様の国で SMS を送信するために規制機関から受け取ったテンプレート ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign EventDimensions
キャンペーンの送信時期またはジャーニーアクティビティの実行時期を決定するイベントフィルターの
ディメンションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Attributes" : Json,
"EventType" : SetDimension (p. 5237),
"Metrics" : Json

YAML
Attributes: Json
EventType:
SetDimension (p. 5237)
Metrics: Json

プロパティ
Attributes
アプリケーションが Amazon Pinpoint へ報告する 1 つ以上のカスタム属性。これらの属性は、イベン
トフィルターを作成するときに選択条件として使用できます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
EventType
キャンペーンが送信される、またはジャーニーアクティビティが実行されるイベントの名前。これ
は、Amazon Pinpoint が生成する標準的なイベント (_email.delivered など) にすることができま
す。キャンペーンでは、アプリケーションに固有のカスタムイベントにすることもできます。標準イ
ベントの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの「Amazon Pinpoint イベントのス
トリーミング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5237)
Update requires: No interruption
Metrics
アプリケーションが Amazon Pinpoint へ報告する 1 つ以上のカスタムメトリクス。これらのメトリク
スは、イベントフィルターを作成するときに選択条件として使用できます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign Limits
キャンペーンが送信できるメッセージの制限を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Daily" : Integer,
"MaximumDuration" : Integer,
"MessagesPerSecond" : Integer,
"Total" : Integer

YAML
Daily: Integer
MaximumDuration: Integer
MessagesPerSecond: Integer
Total: Integer

プロパティ
Daily
キャンペーンが 24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数。最大値は 100
です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaximumDuration
キャンペーンにスケジュールされた開始時刻後にキャンペーンがメッセージの配信を試行できる最大
時間 (秒)。最小値は 60 秒です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MessagesPerSecond
キャンペーンが 1 秒あたりに送信できる最大メッセージ数。最小値は 50 です。最大値は 20,000 で
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Total
キャンペーンがキャンペーンの実行中に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数。最
大値は 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::Pinpoint::Campaign Message
キャンペーンの受信者に送信されるプッシュ通知のコンテンツおよび設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : String,
"Body" : String,
"ImageIconUrl" : String,
"ImageSmallIconUrl" : String,
"ImageUrl" : String,
"JsonBody" : String,
"MediaUrl" : String,
"RawContent" : String,
"SilentPush" : Boolean,
"TimeToLive" : Integer,
"Title" : String,
"Url" : String

YAML
Action: String
Body: String
ImageIconUrl: String
ImageSmallIconUrl: String
ImageUrl: String
JsonBody: String
MediaUrl: String
RawContent: String
SilentPush: Boolean
TimeToLive: Integer
Title: String
Url: String

プロパティ
Action
受信者がプッシュ通知をタップした場合に発生するアクション。有効な値は次のとおりです。
• OPEN_APP - アプリが開きます。またはバックグラウンドに送信された場合はフォアグラウンドア
プリになります。これがデフォルトのアクションです。
• DEEP_LINK - アプリが開き、アプリに指定されたユーザーインターフェイスが表示されます。この
設定では、iOS および Android のディープリンク機能を使用します。
• URL - 受信者のデバイス上のデフォルトのモバイルブラウザが開き、指定した URL でウェブページ
をロードします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Body
通知メッセージの本文。最大長は 200 文字です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageIconUrl
アプリのアイコンなど、プッシュ通知のアイコンとして表示するイメージの URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageSmallIconUrl
アプリのアイコンの小さいバージョンなど、プッシュ通知の小さいアイコンとして表示するイメージ
の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageUrl
プッシュ通知に表示するイメージの URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
JsonBody
サイレントプッシュ通知に使用する JSON ペイロード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MediaUrl
プッシュ通知に表示するイメージまたは動画の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RawContent
raw、通知メッセージのペイロードとして使用する未加工の JSON 形式の文字列。指定した場合、こ
の値はメッセージの他のすべてのコンテンツよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SilentPush
通知が、プッシュ通知が受信者のデバイスに表示されないサイレントプッシュ通知であるかどうかを
指定します。サイレントプッシュ通知は、アプリの設定を更新する、アプリ内メッセージセンターで
メッセージを表示する、電話のホーム機能をサポートするなどの場合に使用できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
TimeToLive
プッシュ通知サービスがプッシュ通知を初めて配信できない場合に、プッシュ通知サービスがメッ
セージを保持する秒数。この値は、プッシュ通知サービスに送信される際に有効期限値に変換されま
す。この値が 0 の場合、プッシュ通知サービスは、通知の有効期限がすぐに切れるものとして処理
し、その通知を再度保存したり、再配信したりしません。
この値は、Amazon Device Messaging (ADM) サービスを介して送信されるメッセージには適用されま
せん。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Title
受信者のデバイスで通知メッセージの上に表示するタイトル。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
受信者がプッシュ通知をタップし、Action プロパティの値が URL である場合、受信者のデフォルト
のモバイルブラウザで開く URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign MessageConfiguration
キャンペーンのメッセージ設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ADMMessage" : Message (p. 5229),
"APNSMessage" : Message (p. 5229),
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}

"BaiduMessage" : Message (p. 5229),
"DefaultMessage" : Message (p. 5229),
"EmailMessage" : CampaignEmailMessage (p. 5222),
"GCMMessage" : Message (p. 5229),
"SMSMessage" : CampaignSmsMessage (p. 5225)

YAML
ADMMessage:
Message (p. 5229)
APNSMessage:
Message (p. 5229)
BaiduMessage:
Message (p. 5229)
DefaultMessage:
Message (p. 5229)
EmailMessage:
CampaignEmailMessage (p. 5222)
GCMMessage:
Message (p. 5229)
SMSMessage:
CampaignSmsMessage (p. 5225)

プロパティ
ADMMessage
キャンペーンで Amazon Device Messaging (ADM) チャネルを介して送信されるメッセージ。指定す
ると、このメッセージはデフォルトのメッセージよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: Message (p. 5229)
Update requires: No interruption
APNSMessage
キャンペーンで APNs (Apple Push Notification Service) チャネルを介して送信されるメッセージ。指
定すると、このメッセージはデフォルトのメッセージよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: Message (p. 5229)
Update requires: No interruption
BaiduMessage
キャンペーンで Baidu (Baidu Cloud Push) チャネルを介して送信されるメッセージ。指定すると、こ
のメッセージはデフォルトのメッセージよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: Message (p. 5229)
Update requires: No interruption
DefaultMessage
キャンペーンでキャンペーンに設定されたすべてのチャネルを介して送信されるデフォルトのメッ
セージ。
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必須: いいえ
タイプ: Message (p. 5229)
Update requires: No interruption
EmailMessage
キャンペーンで E メールチャネルを介して送信されるメッセージ。指定すると、このメッセージはデ
フォルトのメッセージよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: CampaignEmailMessage (p. 5222)
Update requires: No interruption
GCMMessage
キャンペーンで GCM チャネルを介して送信されるメッセージ。これにより、Amazon Pinpoint
は、Firebase Cloud Messaging (FCM) (以前の Google クラウドメッセージング (GCM) サービス) を介
してプッシュ通知を送信することができます。指定すると、このメッセージはデフォルトのメッセー
ジよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: Message (p. 5229)
Update requires: No interruption
SMSMessage
キャンペーンで SMS チャネルを介して送信されるメッセージ。指定すると、このメッセージはデ
フォルトのメッセージよりも優先されます。
必須: いいえ
タイプ: CampaignSmsMessage (p. 5225)
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign MetricDimension
エンドポイントを含めるか、セグメントからエンドポイントを除外するかのマトリクスベースの条件を指
定します。これらの条件は、エンドポイントに対して定義したカスタムメトリクスから生成されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ComparisonOperator" : String,
"Value" : Double

YAML
ComparisonOperator: String
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Value: Double

プロパティ
ComparisonOperator
メトリクス値の比較時に使用する演算子。有効な値
は、GREATER_THAN、LESS_THAN、GREATER_THAN_OR_EQUAL、LESS_THAN_OR_EQUAL、EQUAL
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
比較する値。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign QuietTime
メッセージがエンドポイントに送信されない時間範囲を定義する開始時刻と終了時刻を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"End" : String,
"Start" : String

YAML
End: String
Start: String

プロパティ
End
クワイエットタイムが終了する特定の時刻。この値は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があり
ます。ここで、HH は時間 (該当する場合は、先頭にゼロが付く) で、MM は分です。たとえば、午前
2:30 を表すには 02:30 を使用し、午後 2:30 を表すには 14:30 を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Start
クワイエットタイムが開始する特定の時刻。この値は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があり
ます。ここで、HH は時間 (該当する場合は、先頭にゼロが付く) で、MM は分です。たとえば、午前
2:30 を表すには 02:30 を使用し、午後 2:30 を表すには 14:30 を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign Schedule
キャンペーンのスケジュール設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndTime" : String,
"EventFilter" : CampaignEventFilter (p. 5223),
"Frequency" : String,
"IsLocalTime" : Boolean,
"QuietTime" : QuietTime (p. 5234),
"StartTime" : String,
"TimeZone" : String

YAML
EndTime: String
EventFilter:
CampaignEventFilter (p. 5223)
Frequency: String
IsLocalTime: Boolean
QuietTime:
QuietTime (p. 5234)
StartTime: String
TimeZone: String

プロパティ
EndTime
キャンペーンが終了した、または終了するスケジュール済みの時刻（ISO 8601 形式）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EventFilter
Frequency プロパティの値が EVENT である場合にキャンペーンが送信されるイベントのタイプ。
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必須: いいえ
タイプ: CampaignEventFilter (p. 5223)
Update requires: No interruption
Frequency
キャンペーンの送信頻度と、特定のイベントに応じてキャンペーンが送信されるかどうかを指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IsLocalTime
キャンペーンスケジュールの開始時刻および終了時刻で各受信者のローカル時刻を使用するかどうか
を指定します。各受信者のローカル時刻でスケジュールを基にするには、この値を true に設定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
QuietTime
キャンペーンのデフォルトのクワイエットタイム。次のすべての条件を満たす場合、クワイエットタ
イムとは、キャンペーンでメッセージがエンドポイントに送信されない特定の時間範囲です。
• エンドポイントの EndpointDemographic.Timezone プロパティが有効な値に設定されている。
• エンドポイントのタイムゾーンでの現在の時刻が、キャンペーンの QuietTime.Start プロパティ
で指定された時刻以降である。
• エンドポイントのタイムゾーンでの現在の時刻が、キャンペーンの QuietTime.End プロパティで
指定された時刻以前である。
前述のいずれかの条件を満たしていない場合は、クワイエットタイムが有効であっても、エンドポイ
ントでキャンペーンからのメッセージを受信します。
必須: いいえ
タイプ: QuietTime (p. 5234)
Update requires: No interruption
StartTime
キャンペーンが開始した、または開始するスケジュール済みの時刻。有効な値は、キャンペーンをす
ぐに開始する IMMEDIATE です（つまり、ISO 8601 形式の特定の時刻）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeZone
IsLocalTime プロパティの値が trueである場合、キャンペーンスケジュールの開始 UTC オフセッ
ト。有効な値は、UTC, UTC+01, UTC+02, UTC+03, UTC+03:30, UTC+04, UTC+04:30, UTC
+05, UTC+05:30, UTC+05:45, UTC+06, UTC+06:30, UTC+07, UTC+08, UTC+09, UTC
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+09:30, UTC+10, UTC+10:30, UTC+11, UTC+12, UTC+13, UTC-02, UTC-03, UTC-04,
UTC-05, UTC-06, UTC-07, UTC-08, UTC-09, UTC-10, および UTC-11 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign SetDimension
セグメントディメンションのディメンションタイプおよび値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DimensionType" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
DimensionType: String
Values:
- String

プロパティ
DimensionType
使用するセグメントディメンションのタイプ。有効な値は、INCLUSIVE (セグメントに含まれる条件
と一致するエンドポイント) と EXCLUSIVE (セグメントから除外される条件と一致するエンドポイン
ト) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
セグメントディメンションに使用する条件値。DimensionType プロパティの値に応じて、エンドポ
イントの値が条件値と一致すると、エンドポイントが含まれるか、セグメントから除外されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Campaign WriteTreatmentResource
キャンペーン処理の設定を指定します。処理は、キャンペーンの A/B テストに使用されるキャンペーンの
バリエーションです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MessageConfiguration" : MessageConfiguration (p. 5231),
"Schedule" : Schedule (p. 5235),
"SizePercent" : Integer,
"TreatmentDescription" : String,
"TreatmentName" : String

YAML
MessageConfiguration:
MessageConfiguration (p. 5231)
Schedule:
Schedule (p. 5235)
SizePercent: Integer
TreatmentDescription: String
TreatmentName: String

プロパティ
MessageConfiguration
処理のメッセージ設定。
必須: いいえ
タイプ: MessageConfiguration (p. 5231)
Update requires: No interruption
Schedule
処理のスケジュール設定。
必須: いいえ
タイプ: スケジュール (p. 5235)
Update requires: No interruption
SizePercent
処理を送信するユーザー (セグメントメンバー) の割り当て済みの割合。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
TreatmentDescription
処理のカスタム説明。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TreatmentName
処理のカスタム名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::EmailChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。E メールチャネルを使用して、
ユーザーに E メールを送信できます。Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する前に、Amazon
Pinpoint アプリケーションの E メールチャネルを有効にする必要があります。
EmailChannel リソースは、アプリケーションの E メールチャネルのステータス、ID、およびその他の設
定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::EmailChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"ConfigurationSet" : String,
"Enabled" : Boolean,
"FromAddress" : String,
"Identity" : String,
"RoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::EmailChannel
Properties:
ApplicationId: String
ConfigurationSet: String
Enabled: Boolean
FromAddress: String
Identity: String
RoleArn: String

プロパティ
ApplicationId
E メールチャネルを指定する Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ConfigurationSet
チャネル経由で送信するメッセージに適用する Amazon SES 設定セット。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Enabled
アプリケーションの E メールチャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
FromAddress
チャネルを介して E メールを送信するときに、E メールを送信する確認済みの E メールアドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Identity
チャネルを介して E メールを送信するときに使用する、Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
で検証された ID の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
チャネルの E メール関連イベントデータを送信するときに Amazon Pinpoint が使用する AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
API バージョン 2010-05-15
5240

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Pinpoint

AWS::Pinpoint::EmailTemplate
E メールチャネルを介して送信されるメッセージで使用できるメッセージテンプレートを作成しま
す。メッセージテンプレートは、いずれかの Amazon Pinpoint アプリケーションのメッセージで定義、保
存、および再利用できるコンテンツと設定のセットです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::EmailTemplate",
"Properties" : {
"DefaultSubstitutions" : String,
"HtmlPart" : String,
"Subject" : String,
"Tags" : Json,
"TemplateDescription" : String,
"TemplateName" : String,
"TextPart" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::EmailTemplate
Properties:
DefaultSubstitutions: String
HtmlPart: String
Subject: String
Tags: Json
TemplateDescription: String
TemplateName: String
TextPart: String

プロパティ
DefaultSubstitutions
メッセージテンプレートのメッセージ変数に使用するデフォルト値を指定する JSON オブジェクト。
このオブジェクトは、キーと値のペアのセットです。各キーは、テンプレート内のメッセージ変数を
定義します。対応する値は、その変数のデフォルト値を定義します。テンプレートに基づくメッセー
ジを作成する場合、これらのデフォルトをメッセージ固有およびアドレス固有の変数と値で上書きで
きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HtmlPart
メッセージテンプレートに基づく E メールメッセージで使用するメッセージ本文（HTML 形
式）。HTML コンテンツをレンダリングする E メールクライアントには、HTML 形式を使用すること
をお勧めします。HTML メッセージには、リンク、書式設定されたテキストなどを含めることができ
ます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Subject
メッセージテンプレートに基づく E メールメッセージで使用する件名またはタイトル。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
メッセージテンプレートに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列のマップ。
各タグは、必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TemplateDescription
メッセージテンプレートのカスタム説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateName
メッセージテンプレートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TextPart
メッセージテンプレートに基づく E メールメッセージで使用するメッセージ本文（プレーンテキスト
形式）。HTML コンテンツをレンダリングしないメールクライアントや、モバイルデバイスなどの高
レイテンシーのネットワークに接続されているクライアントには、プレーンテキスト形式を使用する
ことをお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref はメッセージテンプレート (TemplateName)
の名前を返します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
メッセージテンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Pinpoint::EventStream
アプリケーションの新しいイベントストリームを作成、またはアプリケーションの既存のイベントスト
リームの設定を更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::EventStream",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"DestinationStreamArn" : String,
"RoleArn" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::EventStream
Properties:
ApplicationId: String
DestinationStreamArn: String
RoleArn: String

プロパティ
ApplicationId
データのエクスポート元の Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DestinationStreamArn
イベントデータを発行する Amazon Kinesis データストリームまたは Amazon Kinesis Data Firehose
配信ストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。
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Kinesis データストリームの場合、ARN フォーマットは次のとおりです:
arn:aws:kinesis:region:account-id:stream/stream_name
Kinesis Data Firehose 配信ストリームの場合、ARN フォーマットは次のとおりです:
arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/stream_name
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS アカウントのストリームにイベントデータを発行することを Amazon Pinpoint に許可する AWS
Identity and Access Management (IAM) ロール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
イベントストリームが関連付けられている Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子
(ApplicationId) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::GCMChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。GCM チャネルを使用する
と、Firebase Cloud Messaging (FCM) サービス (Google Cloud Messaging (GCM) サービスの後継) にプッ
シュ通知メッセージを送信できます。Amazon Pinpoint を使用して FCM に通知を送信する前に、Amazon
Pinpoint アプリケーションの GCM チャンネルを有効にする必要があります。
GCMChannel リソースは、アプリケーションの GCM チャネルのステータスと認証設定を表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::GCMChannel",
"Properties" : {
"ApiKey" : String,
"ApplicationId" : String,
"Enabled" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::GCMChannel
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Properties:
ApiKey: String
ApplicationId: String
Enabled: Boolean

プロパティ
ApiKey
Google のサービスと通信するために Google から受信したウェブ API キー（別名: サーバーキー）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ApplicationId
GCM チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Enabled
Amazon Pinpoint アプリケーションの GCM チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::PushTemplate
プッシュ通知チャネルを介して送信されるメッセージで使用できるメッセージテンプレートを作成しま
す。メッセージテンプレートは、いずれかの Amazon Pinpoint アプリケーションのメッセージで定義、保
存、および再利用できるコンテンツと設定のセットです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Pinpoint::PushTemplate",
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}

"Properties" : {
"ADM" : AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248),
"APNS" : APNSPushNotificationTemplate (p. 5250),
"Baidu" : AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248),
"Default" : DefaultPushNotificationTemplate (p. 5252),
"DefaultSubstitutions" : String,
"GCM" : AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248),
"Tags" : Json,
"TemplateDescription" : String,
"TemplateName" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::PushTemplate
Properties:
ADM:
AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
APNS:
APNSPushNotificationTemplate (p. 5250)
Baidu:
AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
Default:
DefaultPushNotificationTemplate (p. 5252)
DefaultSubstitutions: String
GCM:
AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
Tags: Json
TemplateDescription: String
TemplateName: String

プロパティ
ADM
ADM (Amazon Device Messaging) チャネルに使用するメッセージテンプレート。このメッセージテン
プレートは、プッシュ通知チャンネルのデフォルトテンプレートよりも優先されます (Default)。
必須: いいえ
タイプ: AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
Update requires: No interruption
APNS
APN （Apple プッシュ通知サービス）チャネルに使用するメッセージテンプレート。このメッ
セージテンプレートは、プッシュ通知チャンネルのデフォルトテンプレートよりも優先されます
(Default)。
必須: いいえ
タイプ: APNSPushNotificationTemplate (p. 5250)
Update requires: No interruption
Baidu
Baidu (Baidu Cloud Push) チャネルに使用するメッセージテンプレート。このメッセージテンプレー
トは、プッシュ通知チャンネルのデフォルトテンプレートよりも優先されます (Default)。
必須: いいえ
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タイプ: AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
Update requires: No interruption
Default
プッシュ通知チャンネルに使用するデフォルトのメッセージテンプレート。
必須: いいえ
タイプ: DefaultPushNotificationTemplate (p. 5252)
Update requires: No interruption
DefaultSubstitutions
メッセージテンプレートのメッセージ変数に使用するデフォルト値を指定する JSON オブジェクト。
このオブジェクトは、キーと値のペアのセットです。各キーは、テンプレート内のメッセージ変数を
定義します。対応する値は、その変数のデフォルト値を定義します。テンプレートに基づくメッセー
ジを作成する場合、これらのデフォルトをメッセージ固有およびアドレス固有の変数と値で上書きで
きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
GCM
GCM チャネルに使用するメッセージテンプレート。Firebase Cloud Messaging (FCM)、以前の
Google クラウドメッセージング (GCM) サービスを通じて通知を送信するために使用されます。この
メッセージテンプレートは、プッシュ通知チャンネルのデフォルトテンプレートよりも優先されます
(Default)。
必須: いいえ
タイプ: AndroidPushNotificationTemplate (p. 5248)
Update requires: No interruption
Tags
メッセージテンプレートに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列のマップ。
各タグは、必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TemplateDescription
メッセージテンプレートのカスタム説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateName
メッセージテンプレートの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref はメッセージテンプレート (TemplateName)
の名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
メッセージテンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Pinpoint::PushTemplate AndroidPushNotificationTemplate
ADM (Amazon Device Messaging)、Baidu (Baidu Cloud Push)、GCM（Firebase Cloud Messaging。旧:
Google Cloud Messaging）チャネルを介して送信されるプッシュ通知で使用できるメッセージテンプレー
トのチャネル固有のコンテンツと設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : String,
"Body" : String,
"ImageIconUrl" : String,
"ImageUrl" : String,
"SmallImageIconUrl" : String,
"Sound" : String,
"Title" : String,
"Url" : String

YAML
Action: String
Body: String
ImageIconUrl: String
ImageUrl: String
SmallImageIconUrl: String
Sound: String
Title: String
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Url: String

プロパティ
Action
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップした場合に発生するアクション。有
効な値は次のとおりです。
• OPEN_APP - アプリが開きます。またはバックグラウンドに送信された場合はフォアグラウンドア
プリになります。これがデフォルトのアクションです。
• DEEP_LINK - アプリが開き、アプリに指定されたユーザーインターフェイスが表示されます。この
アクションでは、Android プラットフォームのディープリンク機能を使用します。
• URL - 受信者のデバイス上のデフォルトのモバイルブラウザが開き、指定した URL でウェブページ
をロードします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Body
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するメッセージ本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageIconUrl
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知のコンテンツビューに表示する大きなアイコン画像の
URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageUrl
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知に表示する画像の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SmallImageIconUrl
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知のステータスバーとコンテンツビューに表示する小さ
なアイコン画像の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Sound
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知を受信したときに再生するサウンド。デフォ
ルトのストリームを使用することも、アプリにバンドルされているサウンドリソースのファイル名を
指定することもできます。Android プラットフォームでは、サウンドファイルが /res/raw/ に存在
している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Title
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するタイトル。このタイトルは、受信者のデバ
イスで通知メッセージの上に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップし、Action プロパティの値が URL
である場合に、受信者のデフォルトのモバイルブラウザで開く URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::PushTemplate APNSPushNotificationTemplate
APN（Apple プッシュ通知サービス）チャネルを介して送信されるプッシュ通知で使用できるメッセージ
テンプレートのチャンル固有のコンテンツと設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : String,
"Body" : String,
"MediaUrl" : String,
"Sound" : String,
"Title" : String,
"Url" : String

YAML
Action: String
Body: String
MediaUrl: String
Sound: String
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Title: String
Url: String

プロパティ
Action
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップした場合に発生するアクション。有
効な値は次のとおりです。
• OPEN_APP - アプリが開きます。またはバックグラウンドに送信された場合はフォアグラウンドア
プリになります。これがデフォルトのアクションです。
• DEEP_LINK - アプリが開き、アプリに指定されたユーザーインターフェイスが表示されます。この
設定では、iOS プラットフォームのディープリンク機能を使用します。
• URL - 受信者のデバイス上のデフォルトのモバイルブラウザが開き、指定した URL でウェブページ
をロードします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Body
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するメッセージ本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MediaUrl
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知に表示するイメージまたは動画の URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Sound
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知を受信したときに再生するサウンドのキー。
このキーの値は、アプリのメインバンドル内のサウンドファイルの名前、またはアプリのデータコ
ンテナ内の Library/Sounds フォルダです。サウンドファイルが見つからない場合、または値に
default を指定した場合は、デフォルトのアラートサウンドが再生されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Title
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するタイトル。このタイトルは、受信者のデバ
イスで通知メッセージの上に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
Url
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップし、Action プロパティの値が URL
である場合に、受信者のデフォルトのモバイルブラウザで開く URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::PushTemplate DefaultPushNotificationTemplate
プッシュ通知チャネルを介して送信されるメッセージで使用できるメッセージテンプレートのデフォルト
設定とコンテンツを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : String,
"Body" : String,
"Sound" : String,
"Title" : String,
"Url" : String

YAML
Action: String
Body: String
Sound: String
Title: String
Url: String

プロパティ
Action
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップした場合に発生するアクション。有
効な値は次のとおりです。
• OPEN_APP - アプリが開きます。またはバックグラウンドに送信された場合はフォアグラウンドア
プリになります。これがデフォルトのアクションです。
• DEEP_LINK - アプリが開き、アプリに指定されたユーザーインターフェイスが表示されます。この
設定では、iOS および Android プラットフォームのディープリンク機能を使用します。
• URL - 受信者のデバイス上のデフォルトのモバイルブラウザが開き、指定した URL でウェブページ
をロードします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Body
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するメッセージ本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Sound
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知を受信したときに再生するサウンド。デフォ
ルトのストリームを使用することも、アプリにバンドルされているサウンドリソースのファイル名を
指定することもできます。Android プラットフォームでは、サウンドファイルが /res/raw/ に存在
している必要があります。
iOS プラットフォームの場合、この値は、アプリのメインバンドル内のサウンドファイルの名前の
キー、またはアプリのデータコンテナ内の Library/Sounds フォルダです。サウンドファイルが見
つからない場合、または値に default を指定した場合は、デフォルトのアラートサウンドが再生さ
れます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Title
メッセージテンプレートに基づくプッシュ通知で使用するタイトル。このタイトルは、受信者のデバ
イスで通知メッセージの上に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Url
受信者がメッセージテンプレートに基づくプッシュ通知をタップし、Action プロパティの値が URL
である場合に、受信者のデフォルトのモバイルブラウザで開く URL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment
アプリケーションの新しいセグメントを作成、またはアプリケーションに関連付けられている既存のセグ
メントの構成、ディメンション、およびその他の設定を更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Pinpoint::Segment",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"Dimensions" : SegmentDimensions (p. 5263),
"Name" : String,
"SegmentGroups" : SegmentGroups (p. 5264),
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::Segment
Properties:
ApplicationId: String
Dimensions:
SegmentDimensions (p. 5263)
Name: String
SegmentGroups:
SegmentGroups (p. 5264)
Tags: Json

プロパティ
ApplicationId
セグメントが関連付けられている Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Dimensions
セグメントのディメンションを定義する基準。
必須: いいえ
タイプ: SegmentDimensions (p. 5263)
Update requires: No interruption
Name
セグメントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SegmentGroups
使用するセグメントグループと、セグメントを構築するためにグループのベースセグメントに適用す
るディメンション。セグメントグループは、0 個以上のベースセグメントで構成できます。リクエス
トに含めることができるセグメントグループは 1 つのみです。
必須: いいえ
タイプ: SegmentGroups (p. 5264)
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Update requires: No interruption
Tags
セグメントに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列へのマップ。各タグは、
必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
セグメントが関連付けられている Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId)
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
セグメントの Amazon リソースネーム (ARN)。
SegmentId
セグメントの一意の識別子。

AWS::Pinpoint::Segment AttributeDimension
エンドポイントを含めるか、セグメントからエンドポイントを除外するかの属性ベースの条件を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AttributeType" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
AttributeType: String
Values:
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- String

プロパティ
AttributeType
使用するセグメントディメンションのタイプ。有効な値は次のとおりです。
• INCLUSIVE – 値と一致する属性を持つエンドポイントは、セグメントに含まれます。
• EXCLUSIVE – 値と一致する属性を持つエンドポイントは、セグメントから除外されます。
• CONTAINS – 属性の部分文字列が値と一致するエンドポイントは、セグメントに含まれます。
• BEFORE – 値の前に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメ
ントに含まれます。
• AFTER – 値の後に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメン
トに含まれます。
• BETWEEN – 値の間に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメ
ントに含まれます。
• ON – 値に ISO_INSTANT 日時として読み込まれる属性を持つエンドポイントは、セグメントに含ま
れます。この比較では、時間は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
セグメントディメンションに使用する条件値。AttributeType プロパティの値に応じて、エンド
ポイントの属性値が条件値と一致すると、エンドポイントが含まれるか、セグメントから除外されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Behavior
セグメントの動作ベースの条件（ユーザーが最近いつアプリを使用したかなど）を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Recency" : Recency (p. 5262)

YAML
Recency:
Recency (p. 5262)
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プロパティ
Recency
最近いつセグメントメンバーがアクティブであったかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: Recency (p. 5262)
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Coordinates
場所の GPS 座標を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Latitude" : Double,
"Longitude" : Double

YAML
Latitude: Double
Longitude: Double

プロパティ
Latitude
場所の緯度座標。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Longitude
場所の経度座標。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Demographic
セグメントの人口統計ベースの条件（デバイスプラットフォームなど）を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppVersion" : SetDimension (p. 5265),
"Channel" : SetDimension (p. 5265),
"DeviceType" : SetDimension (p. 5265),
"Make" : SetDimension (p. 5265),
"Model" : SetDimension (p. 5265),
"Platform" : SetDimension (p. 5265)

YAML
AppVersion:
SetDimension
Channel:
SetDimension
DeviceType:
SetDimension
Make:
SetDimension
Model:
SetDimension
Platform:
SetDimension

(p. 5265)
(p. 5265)
(p. 5265)
(p. 5265)
(p. 5265)
(p. 5265)

プロパティ
AppVersion
セグメントのアプリバージョン条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
Channel
セグメントのチャンネル条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
DeviceType
セグメントのデバイスタイプ条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
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Make
セグメントのデバイス作成条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
Model
セグメントのデバイスモデル条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
Platform
セグメントのデバイスプラットフォーム条件。
必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment GPSPoint
エンドポイントの場所の GPS 座標を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Coordinates" : Coordinates (p. 5257),
"RangeInKilometers" : Double

YAML
Coordinates:
Coordinates (p. 5257)
RangeInKilometers: Double

プロパティ
Coordinates
距離を測定する起点となる GPS 座標。
必須: はい
タイプ: Coordinates (p. 5257)
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Update requires: No interruption
RangeInKilometers
GPS 座標からの範囲 (km)。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Groups
セグメントのセグメントグループを処理するときに評価する一連のセグメント条件を定義する配列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Dimensions" : [ SegmentDimensions (p. 5263), ... ],
"SourceSegments" : [ SourceSegments (p. 5266), ... ],
"SourceType" : String,
"Type" : String

YAML
Dimensions:
- SegmentDimensions (p. 5263)
SourceSegments:
- SourceSegments (p. 5266)
SourceType: String
Type: String

プロパティ
Dimensions
セグメントを含めるか、セグメントから除外するためにディメンションを定義する配列。
必須: いいえ
タイプ: SegmentDimensions (p. 5263) のリスト
Update requires: No interruption
SourceSegments
セグメントを構築する基本セグメント。ソースセグメントとも呼ばれる基本セグメントは、セ
グメントのエンドポイントの初期母集団を定義します。ディメンションをセグメントに追加する
と、Amazon Pinpoint では、指定したディメンションを使用して基本セグメントをフィルタリングし
ます。
複数のディメンションセグメントまたはインポートされた 1 つのセグメントのみを指定できます。イ
ンポートされたセグメントを指定した場合、Amazon Pinpoint コンソールに表示されるセグメントサ
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イズの見積りは、セグメントに適用されたフィルターなしでインポートされたセグメントのサイズを
示します。
必須: いいえ
タイプ: SourceSegments (p. 5266) のリスト (p. 5266)
Update requires: No interruption
SourceType
セグメントの複数の基本セグメントを処理する方法を指定します。たとえば、セグメントの 3 つの基
本セグメントを指定した場合、結果のセグメントは、それらの基本セグメントのすべて、いずれか、
またはなしに基づきます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
セグメントの複数のディメンションを処理する方法を指定します。たとえば、セグメントの 3 つの
ディメンションを指定した場合、結果のセグメントには、それらのディメンションのすべてに一致す
る、いずれかに一致する、またはどれも一致しないエンドポイントが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Location
セグメントの場所ベースの条件（リージョンや GPS 座標など）を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Country" : SetDimension (p. 5265),
"GPSPoint" : GPSPoint (p. 5259)

YAML
Country:
SetDimension (p. 5265)
GPSPoint:
GPSPoint (p. 5259)

プロパティ
Country
セグメントの国コードまたはリージョンコード (ISO 3166-1 alpha-2 形式)。
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必須: いいえ
タイプ: SetDimension (p. 5265)
Update requires: No interruption
GPSPoint
セグメントの GPS ポイントディメンション。
必須: いいえ
タイプ: GPSPoint (p. 5259)
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment Recency
最近いつセグメントメンバーがアクティブであったかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Duration" : String,
"RecencyType" : String

YAML
Duration: String
RecencyType: String

プロパティ
Duration
アプリでアクティブまたは非アクティブになっているユーザーを決定するときに使用する期間。
使用できる値: HR_24 | DAY_7 | DAY_14 | DAY_30。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RecencyType
セグメントに使用するリーセンシーディメンションのタイプ。有効な値: ACTIVE および INACTIVE。
値が ACTIVE の場合、セグメントに含まれている指定された期間内にアプリを使用したユーザーがセ
グメントに含まれます。値が INACTIVE の場合、セグメントに含まれている指定された期間内にアプ
リを使用しなかったユーザーがセグメントに含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment SegmentDimensions
セグメントのディメンション設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : Json,
"Behavior" : Behavior (p. 5256),
"Demographic" : Demographic (p. 5257),
"Location" : Location (p. 5261),
"Metrics" : Json,
"UserAttributes" : Json

YAML
Attributes: Json
Behavior:
Behavior (p. 5256)
Demographic:
Demographic (p. 5257)
Location:
Location (p. 5261)
Metrics: Json
UserAttributes: Json

プロパティ
Attributes
セグメントの条件として使用する 1 つ以上のカスタム属性。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Behavior
セグメントの動作ベースの条件 (ユーザーが最近いつアプリを使用したかなど)。
必須: いいえ
タイプ: Behavior (p. 5256)
Update requires: No interruption
Demographic
セグメントの人口統計ベースの条件 (デバイスプラットフォームなど)。
必須: いいえ
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タイプ: Demographic (p. 5257)
Update requires: No interruption
Location
セグメントの場所ベースの条件 (リージョンや GPS 座標など)。
必須: いいえ
タイプ: Location (p. 5261)
Update requires: No interruption
Metrics
セグメントの条件として使用する 1 つ以上のカスタムメトリクス。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
UserAttributes
セグメントの条件として使用する 1 つ以上のカスタムユーザー属性。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment SegmentGroups
セグメントのセグメントグループを処理するときに評価する一連のセグメント条件を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Groups" : [ Groups (p. 5260), ... ],
"Include" : String

YAML
Groups:
- Groups (p. 5260)
Include: String

プロパティ
Groups
セグメントのセグメントグループを処理するときに評価する一連のセグメント条件を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: Groups (p. 5260) のリスト (p. 5260)
Update requires: No interruption
Include
セグメントの複数のセグメントグループを処理する方法を指定します。たとえば、セグメントに 3 つ
のセグメントグループが含まれている場合、結果のセグメントには、それらのセグメントグループの
すべてに一致する、いずれかに一致する、またはどれも一致しないエンドポイントが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment SetDimension
セグメントディメンションのディメンションタイプおよび値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DimensionType" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
DimensionType: String
Values:
- String

プロパティ
DimensionType
使用するセグメントディメンションのタイプ。有効な値は、INCLUSIVE (セグメントに含まれる条件
と一致するエンドポイント) と EXCLUSIVE (セグメントから除外される条件と一致するエンドポイン
ト) です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
セグメントディメンションに使用する条件値。DimensionType プロパティの値に応じて、エンドポ
イントの値が条件値と一致すると、エンドポイントが含まれるか、セグメントから除外されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::Segment SourceSegments
セグメントを構築する基本セグメントを指定します。ソースセグメントとも呼ばれる基本セグメント
は、セグメントのエンドポイントの初期母集団を定義します。ディメンションをセグメントに追加する
と、Amazon Pinpoint では、指定したディメンションを使用して基本セグメントをフィルタリングしま
す。
複数のディメンションセグメントまたはインポートされた 1 つのセグメントのみを指定できます。イン
ポートされたセグメントを指定した場合、Amazon Pinpoint コンソールに表示されるセグメントサイズの
見積りは、セグメントに適用されたフィルターなしでインポートされたセグメントのサイズを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Id" : String,
"Version" : Integer

YAML
Id: String
Version: Integer

プロパティ
Id
ソースセグメントの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
ソースセグメントのバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Pinpoint::SMSChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。SMS テキストメッセージを送信する
には、SMS チャネルを介してメッセージを送信します。Amazon Pinpoint を使用してテキストメッセージ
を送信する前に、Amazon Pinpoint アプリケーションの SMS チャネルを有効にする必要があります。
API バージョン 2010-05-15
5266

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Pinpoint

SMSChannel リソースは、アプリケーションの SMS チャネルのステータス、送信者 ID、その他の設定を
表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::SMSChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"Enabled" : Boolean,
"SenderId" : String,
"ShortCode" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::SMSChannel
Properties:
ApplicationId: String
Enabled: Boolean
SenderId: String
ShortCode: String

プロパティ
ApplicationId
SMS チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Enabled
アプリの SMS チャネルを有効にするかどうかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SenderId
受信者のデバイスが SMS チャネルからメッセージを受信するときに表示される ID。

Note
SenderID は、特定の国と地域でのみサポートされています。詳細については、Amazon
Pinpoint ユーザーガイドの「サポートされている国およびリージョン」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
ShortCode
SMS チャネルを介してメッセージを送信するときに使用する登録済みの短いコード。

Note
SMS メッセージの送信用に専用ショートコードを取得する方法について詳細は、Amazon
Pinpoint ユーザーガイドの「Amazon Pinpoint での SMS メッセージングの専用ショートコー
ドをリクエストする」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Pinpoint::SmsTemplate
SMS チャネルを介して送信されるメッセージで使用できるメッセージテンプレートを作成します。メッ
セージテンプレートは、いずれかの Amazon Pinpoint アプリケーションのメッセージで定義、保存、およ
び再利用できるコンテンツと設定のセットです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::SmsTemplate",
"Properties" : {
"Body" : String,
"DefaultSubstitutions" : String,
"Tags" : Json,
"TemplateDescription" : String,
"TemplateName" : String
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::SmsTemplate
Properties:
Body: String
DefaultSubstitutions: String
Tags: Json
TemplateDescription: String
TemplateName: String
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プロパティ
Body
メッセージテンプレートに基づくテキストメッセージで使用するメッセージ本文。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefaultSubstitutions
メッセージテンプレートのメッセージ変数に使用するデフォルト値を指定する JSON オブジェクト。
このオブジェクトは、キーと値のペアのセットです。各キーは、テンプレート内のメッセージ変数を
定義します。対応する値は、その変数のデフォルト値を定義します。テンプレートに基づくメッセー
ジを作成する場合、これらのデフォルトをメッセージ固有およびアドレス固有の変数と値で上書きで
きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
メッセージテンプレートに関連付けるタグを定義するキーと値のペアの文字列から文字列のマップ。
各タグは、必須のタグキーと関連するタグ値で構成されます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TemplateDescription
メッセージテンプレートのカスタム説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateName
メッセージテンプレートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref はメッセージテンプレート (TemplateName)
の名前を返します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
メッセージテンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Pinpoint::VoiceChannel
チャネルは、メッセージを配信できるプラットフォームの一種です。音声メッセージを送信するには、音
声チャネルを介してメッセージを送信します。Amazon Pinpoint を使用して音声メッセージを送信する前
に、Amazon Pinpoint アプリケーションの音声チャネルを有効にする必要があります。
VoiceChannel リソースは、アプリケーションの音声チャネルに関するステータスおよびその他の情報を表
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Pinpoint::VoiceChannel",
"Properties" : {
"ApplicationId" : String,
"Enabled" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::Pinpoint::VoiceChannel
Properties:
ApplicationId: String
Enabled: Boolean

プロパティ
ApplicationId
音声チャネルが適用される Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Enabled
アプリケーションの音声メールチャネルを有効にするかどうかを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
チャネルが関連付けされる Amazon Pinpoint アプリケーションの一意の識別子 (ApplicationId) このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Amazon Pinpoint E メール リソースタイプのリファレ
ンス
リソースタイプ
• AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet (p. 5271)
• AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination (p. 5276)
• AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool (p. 5283)
• AWS::PinpointEmail::Identity (p. 5284)

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet
設定セットを作成する。設定セットは、Amazon Pinpoint で送信する E メールに適用できるルールのグ
ループです。E メールのヘッダーに設定セットへの参照を含めることで、E メールに設定セットを適用し
ます。E メールに設定セットを適用すると、その設定セットに含まれるすべてのルールが E メールに適用
されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet",
"Properties" : {
"DeliveryOptions" : DeliveryOptions (p. 5273),
"Name" : String,
"ReputationOptions" : ReputationOptions (p. 5273),
"SendingOptions" : SendingOptions (p. 5274),
"Tags" : [ Tags (p. 5275), ... ],
"TrackingOptions" : TrackingOptions (p. 5275)
}

YAML
Type: AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet
Properties:
DeliveryOptions:
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DeliveryOptions (p. 5273)
Name: String
ReputationOptions:
ReputationOptions (p. 5273)
SendingOptions:
SendingOptions (p. 5274)
Tags:
- Tags (p. 5275)
TrackingOptions:
TrackingOptions (p. 5275)

プロパティ
DeliveryOptions
設定セットを使用して送信する E メールの送信に使用される専用 IP プールを定義するオブジェク
ト。
必須: いいえ
タイプ: DeliveryOptions (p. 5273)
Update requires: No interruption
Name
設定セットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ReputationOptions
Amazon Pinpoint が、設定セットを使用して送信する E メールの評価メトリクスを収集するかどうか
を定義するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: ReputationOptions (p. 5273)
Update requires: No interruption
SendingOptions
設定セットを使用して送信する E メールを Amazon Pinpoint が送信できるかどうかを定義するオブ
ジェクト。
必須: いいえ
タイプ: SendingOptions (p. 5274)
Update requires: No interruption
Tags
設定セットに関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: タグ (p. 5275)のリスト (p. 5275)
Update requires: No interruption
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TrackingOptions
設定セットを使用して送信する E メールのオープンおよびクリックの追跡オプションを定義するオブ
ジェクト。
必須: いいえ
タイプ: TrackingOptions (p. 5275)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myConfigurationSet" }
Amazon Pinpoint 設定セット myConfigurationSet の場合、Ref は設定セットの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet DeliveryOptions
設定セットを専用 IP プールに関連付けるために使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SendingPoolName" : String

YAML
SendingPoolName: String

プロパティ
SendingPoolName
設定セットに関連付ける専用 IP プールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet ReputationOptions
現在の AWS リージョンに含まれるこの設定セットを使用して送信する E メールの評価メトリクスの収集
を有効または無効にします。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReputationMetricsEnabled" : Boolean

YAML
ReputationMetricsEnabled: Boolean

プロパティ
ReputationMetricsEnabled
true の場合、設定セットで評価メトリクスの追跡が有効になります。false の場合、設定セットで
評価メトリクスの追跡が無効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet SendingOptions
現在の AWS リージョンに含まれるこの設定セットを使用するメッセージの E メール送信を有効または無
効にします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SendingEnabled" : Boolean

YAML
SendingEnabled: Boolean

プロパティ
SendingEnabled
true の場合、設定セットで E メール送信が有効になります。false の場合、設定セットで E メール
送信が無効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet Tags
設定セットに関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグを定義するキーと値のペアの一部。タグキーの最大長は 128 文字です。最小長は 1 文字です。
設定セットのタグを指定した場合、この値は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグを定義するキーと値のペアのオプションの一部。タグ値の最大長は 256 文字です。最小長は 0
文字です。リソースに特定のタグ値を設定しない場合、このパラメータの値を指定しないでくださ
い。Amazon Pinpoint により、値が空の文字列に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet TrackingOptions
設定セットの追跡オプションを定義するオブジェクト。Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する
際、受信者が E メールを開いたときに追跡に使用される非表示イメージが E メールに含まれます。E メー
ルにリンクが含まれている場合、受信者がそれらのリンクをクリックしたときに追跡するために、それら
のリンクがわずかに変更されます。
これらのイメージとリンクには、AWS によって運用されているドメインへの参照が含まれます。必要に応
じて、これらのイメージとリンク用に運用しているドメインを使用するように Amazon Pinpoint を設定す
ることができます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomRedirectDomain" : String

YAML
CustomRedirectDomain: String

プロパティ
CustomRedirectDomain
開封とクリックイベントの追跡に使用するドメイン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination
イベント送信先を作成します。Amazon Pinpoint では、イベントにメッセージの送信、配信、オープン、
クリック、バウンス、苦情が含まれます。イベント送信先は、これらのイベントに関する情報を送信で
きる場所です。たとえば、バウンスや苦情を受け取ったときに通知を受信するためにイベントデータを
Amazon SNS に送信したり、Amazon Kinesis Data Firehose を使用して長期保存用にデータを Amazon
S3 にストリーミングしたりすることができます。
単一の設定セットに、複数のイベント送信先を含めることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination",
"Properties" : {
"ConfigurationSetName" : String,
"EventDestination" : EventDestination (p. 5279),
"EventDestinationName" : String
}

YAML
Type: AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination
Properties:
ConfigurationSetName: String
EventDestination:
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EventDestination (p. 5279)
EventDestinationName: String

プロパティ
ConfigurationSetName
変更するイベント送信先を含む設定セットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EventDestination
イベント送信先を定義するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: EventDestination (p. 5279)
Update requires: No interruption
EventDestinationName
変更するイベント送信先の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myEventDestination" }
Amazon Pinpoint イベント送信先 myEventDestination の場合、Ref は設定セットのイベント送信先の
名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination CloudWatchDestination
E メールイベントの Amazon CloudWatch 送信先を定義するオブジェクト。Amazon CloudWatch を使用し
て、E メール送信メトリクスをモニタリングしてインサイトを得ることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DimensionConfigurations" : [ DimensionConfiguration (p. 5278), ... ]
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}

YAML
DimensionConfigurations:
- DimensionConfiguration (p. 5278)

プロパティ
DimensionConfigurations
E メールを Amazon CloudWatch に送信する際に使用するディメンションを定義するオブジェクトの
配列。
必須: いいえ
タイプ: DimensionConfiguration (p. 5278) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination DimensionConfiguration
E メールを Amazon CloudWatch に送信する際に使用するディメンションを定義するオブジェクトの配
列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultDimensionValue" : String,
"DimensionName" : String,
"DimensionValueSource" : String

YAML
DefaultDimensionValue: String
DimensionName: String
DimensionValueSource: String

プロパティ
DefaultDimensionValue
E メールを送信するときにディメンションの値を指定しなかった場合に、Amazon CloudWatch に発行
されるディメンションのデフォルト値。この値は次の条件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) を含む。
• 256 文字未満である。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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DimensionName
E メール送信メトリクスに関連付けられた Amazon CloudWatch ディメンションの名前。この名前は
次の条件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) を含む。
• 256 文字未満である。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DimensionValueSource
Amazon CloudWatch に発行するために Amazon Pinpoint がディメンションの値を検索する場所。許
容値は、MESSAGE_TAG、EMAIL_HEADER、LINK_TAG です。
X-SES-MESSAGE-TAGS ヘッダーまたは SendEmail API へのパラメータを使用して指定するメッ
セージタグを Amazon Pinpoint で使用する場合は、MESSAGE_TAG を選択します。Amazon Pinpoint
で独自の E メールヘッダーを使用する場合は、EMAIL_HEADER を選択します。リンクで指定された
タグを Amazon Pinpoint で使用する場合は、LINK_TAG を選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination EventDestination
Amazon Pinpoint では、イベントにメッセージの送信、配信、オープン、クリック、バウンス、苦情が
含まれます。イベント送信先は、これらのイベントに関する情報を送信できる場所です。たとえば、
バウンスや苦情を受け取ったときに通知を受信するためにイベントデータを Amazon SNS に送信した
り、Amazon Kinesis Data Firehose を使用して長期保存用にデータを Amazon S3 にストリーミングした
りすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchDestination" : CloudWatchDestination (p. 5277),
"Enabled" : Boolean,
"KinesisFirehoseDestination" : KinesisFirehoseDestination (p. 5281),
"MatchingEventTypes" : [ String, ... ],
"PinpointDestination" : PinpointDestination (p. 5282),
"SnsDestination" : SnsDestination (p. 5282)

YAML
CloudWatchDestination:
CloudWatchDestination (p. 5277)
Enabled: Boolean
KinesisFirehoseDestination:
KinesisFirehoseDestination (p. 5281)
MatchingEventTypes:
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- String
PinpointDestination:
PinpointDestination (p. 5282)
SnsDestination:
SnsDestination (p. 5282)

プロパティ
CloudWatchDestination
E メールイベントの Amazon CloudWatch 送信先を定義するオブジェクト。Amazon CloudWatch を使
用して、E メール送信メトリクスをモニタリングしてインサイトを得ることができます。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchDestination (p. 5277)
Update requires: No interruption
Enabled
true の場合、イベント送信先が有効になります。イベント送信先を有効にすると、指定されたイベ
ントタイプがこの EventDestinationDefinition の送信先に送信されます。
false の場合、イベント送信先が無効になります。イベント送信先を無効にすると、イベントは指定
された送信先に送信されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseDestination
E メールイベントの Amazon Kinesis Data Firehose 送信先を定義するオブジェクト。Amazon Kinesis
Data Firehose を使用して、データを Amazon S3 や Amazon Redshift などの他のサービスにストリー
ミングできます。
必須: いいえ
タイプ: KinesisFirehoseDestination (p. 5281)
Update requires: No interruption
MatchingEventTypes
Amazon Pinpoint が指定されたイベント送信先に送信するイベントのタイプ。許容値
は、SEND、REJECT、BOUNCE、COMPLAINT、DELIVERY、OPEN、CLICK、RENDERING_FAILURE
です。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PinpointDestination
E メールイベントの Amazon Pinpoint 送信先を定義するオブジェクト。Amazon Pinpoint イベントを
使用して、Amazon Pinpoint プロジェクトで属性を作成できます。これらの属性を使用して、キャン
ペーンのセグメントを作成できます。
必須: いいえ
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タイプ: PinpointDestination (p. 5282)
Update requires: No interruption
SnsDestination
E メールイベントの Amazon SNS 送信先を定義するオブジェクト。Amazon SNS を使用して、特定
の E メールイベントが発生したときに通知を送信できます。
必須: いいえ
タイプ: SnsDestination (p. 5282)
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination
KinesisFirehoseDestination
E メールイベントの Amazon Kinesis Data Firehose 送信先を定義するオブジェクト。Amazon Kinesis
Data Firehose を使用して、データを Amazon S3 や Amazon Redshift などの他のサービスにストリーミン
グできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryStreamArn" : String,
"IamRoleArn" : String

YAML
DeliveryStreamArn: String
IamRoleArn: String

プロパティ
DeliveryStreamArn
Amazon Pinpoint が E メールイベントを送信する Amazon Kinesis Data Firehose の Amazon リソース
ネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IamRoleArn
E メールイベントを Amazon Kinesis Data Firehose ストリームに送信するときに Amazon Pinpoint が
使用する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination PinpointDestination
E メールイベントの Amazon Pinpoint 送信先を定義するオブジェクト。Amazon Pinpoint イベントを使用
して、Amazon Pinpoint プロジェクトで属性を作成できます。これらの属性を使用して、キャンペーンの
セグメントを作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ApplicationArn" : String

YAML
ApplicationArn: String

プロパティ
ApplicationArn
E メール イベントを送信する Amazon Pinpoint プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination SnsDestination
E メールイベントの Amazon SNS 送信先を定義するオブジェクト。Amazon SNS を使用して、特定の E
メールイベントが発生したときに通知を送信できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"TopicArn" : String

YAML
TopicArn: String

プロパティ
TopicArn
E メール イベントを発行する Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon
SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool
新しい専用 IP プールを作成するリクエスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool",
"Properties" : {
"PoolName" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 5284), ... ]
}

YAML
Type: AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool
Properties:
PoolName: String
Tags:
- Tags (p. 5284)

プロパティ
PoolName
専用 IP プールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
専用 IP ポールに関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: タグ (p. 5284)のリスト (p. 5284)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
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{ "Ref": "myDedicatedIpPool" }
Amazon Pinpoint 専用 IP プール myDedicatedIpPool の場合、Ref は IP プールの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool Tags
専用 IP ポールに関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグを定義するキーと値のペアの一部。タグキーの最大長は 128 文字です。最小長は 1 文字です。
専用 IP プールのタグを指定した場合、この値は必須です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグを定義するキーと値のペアのオプションの一部。タグ値の最大長は 256 文字です。最小長は 0
文字です。リソースに特定のタグ値を設定しない場合、このパラメータの値を指定しないでくださ
い。Amazon Pinpoint により、値が空の文字列に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::Identity
Amazon Pinpoint を介して E メールを送信するために使用する ID を指定します。Amazon Pinpoint で
は、ID はメールを送信するときに使用する E メールアドレスまたはドメインです。Amazon Pinpoint を使
用して ID から E メールを送信する前に、最初に確認する必要があります。ID を確認することにより、自
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分がアドレスまたはドメインの所有者であり、その ID から E メールを送信するための Amazon Pinpoint
許可を付与していることを証明します。
E メールアドレスを確認すると、Amazon Pinpoint はそのアドレスに E メールを送信します。確認メール
のリンクをたどると、すぐに E メールアドレスが確認されます。
ドメインを検証すると、この操作は DKIM トークンのセットを提供します。これは CNAME トークンに変
換できます。これらの CNAME トークンをドメインの DNS 構成に追加します。ドメインの DNS 設定で
Amazon Pinpoint がこれらのレコードを検出すると、ドメインが検証されます。通常、ドメイン検証プロ
セスを完了するには約 72 時間かかります。

Important
CloudFormation を使用して ID を指定すると、CloudFormation は ID が正常に作成されたことを
示す場合があります。ただし、E メールを送信するために使用する前に、ID を確認する必要があ
ります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::PinpointEmail::Identity",
"Properties" : {
"DkimSigningEnabled" : Boolean,
"FeedbackForwardingEnabled" : Boolean,
"MailFromAttributes" : MailFromAttributes (p. 5287),
"Name" : String,
"Tags" : [ Tags (p. 5288), ... ]
}

YAML
Type: AWS::PinpointEmail::Identity
Properties:
DkimSigningEnabled: Boolean
FeedbackForwardingEnabled: Boolean
MailFromAttributes:
MailFromAttributes (p. 5287)
Name: String
Tags:
- Tags (p. 5288)

プロパティ
DkimSigningEnabled
ドメイン ID の場合、この属性は、ドメインの DomainKeys Identified Mail (DKIM) 署名を有効または
無効にするために使用されます。
値が true の場合、このドメインから送信するメッセージはドメインの DKIM キーと
amazonses.com ドメインのキーの両方を使用して署名されます。値が false の場合、送信するメッ
セージは amazonses.com ドメインの DKIM キーを使用してのみ署名されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
FeedbackForwardingEnabled
ID のフィードバック転送を有効または無効にするために使用します。この設定により、バウンスまた
は苦情のイベントが発生する E メールを送信するために ID が使用される場合の動作が決まります。
フィードバック転送を有効にすると、バウンスまたは苦情のイベントが発生したときに Amazon
Pinpoint から E メール通知が送信されます。Amazon Pinpoint は、この通知を元の E メールの
Return-Path ヘッダーで指定したアドレスに送信します。
フィードバック転送を無効にすると、Amazon Pinpoint は Amazon SNS トピックへの通知など、他の
メカニズムを通じて通知を送信します。バウンスや苦情を追跡する方法が必要です。バウンスまたは
苦情の通知を受信する別のメカニズムを設定していない場合、Amazon Pinpoint は、これらのイベン
トが発生したときに (この設定が無効になっている場合でも) E メール通知を送信します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MailFromAttributes
E メール ID のカスタム Mail-From ドメイン設定を有効または無効にするために使用します。
必須: いいえ
タイプ: MailFromAttributes (p. 5287)
Update requires: No interruption
Name
sender@example.com または example.co.uk など、ID のアドレスまたはドメイン。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
E メール ID に関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: タグ (p. 5288)のリスト (p. 5288)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myEmailIdentity" }
Amazon Pinpoint ID myEmailIdentity の場合、Ref は ID の名前 (E メールアドレスまたはドメイン名)
を返します。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
IdentityDNSRecordName1
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある最初のトークンのホスト名。
詳細については、Amazon Pinpoint ユーザーガイドの「ドメインの検証」を参照してください。
IdentityDNSRecordName2
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある 2 番目のトークンのホスト名。
IdentityDNSRecordName3
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある 3 番目のトークンのホスト名。
IdentityDNSRecordValue1
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある最初のトークンのレコード値。
IdentityDNSRecordValue2
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある 2 番目のトークンのレコード値。
IdentityDNSRecordValue3
ドメインの DNS 設定に追加する必要がある 3 番目のトークンのレコード値。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Pinpoint ユーザーガイドの「E メール ID を検証する」

AWS::PinpointEmail::Identity MailFromAttributes
MAIL FROM ドメインに関連付けられている属性のリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BehaviorOnMxFailure" : String,
"MailFromDomain" : String

YAML
BehaviorOnMxFailure: String
MailFromDomain: String
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プロパティ
BehaviorOnMxFailure
カスタムの MAIL FROM ドメインに必要な MX レコードを読み取ることができない場合に、Amazon
Pinpoint が実行するアクション。この値を UseDefaultValue 設定すると、Amazon Pinpoint で
は、MAIL FROM ドメインとして amazonses.com が使用されます。この値を RejectMessage 設定
すると、Amazon Pinpoint では、MailFromDomainNotVerified エラーを返し、E メールの配信を
試行しません。
これらの動作は、カスタムの MAIL FROM ドメイン設定が Pending、Failed、および
TemporaryFailure 状態である場合に行われます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: REJECT_MESSAGE | USE_DEFAULT_VALUE
Update requires: No interruption
MailFromDomain
E メール ID でカスタムの MAIL FROM ドメインとして使用されるドメインの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::PinpointEmail::Identity Tags
ID に関連付けるタグ (キーと値) を定義するオブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグを定義するキーと値のペアの一部。タグキーの最大長は 128 文字です。最小長は 1 文字です。
ID のタグを指定した場合、この値は必須です。
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必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグを定義するキーと値のペアのオプションの一部。タグ値の最大長は 256 文字です。最小長は 0
文字です。リソースに特定のタグ値を設定しない場合、このパラメータの値を指定しないでくださ
い。Amazon Pinpoint により、値が空の文字列に設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon QLDB リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::QLDB::Ledger (p. 5289)
• AWS::QLDB::Stream (p. 5293)

AWS::QLDB::Ledger
AWS::QLDB::Ledger リソースは、AWS account に新しい Amazon Quantum Ledger Database (Amazon
QLDB) 台帳を指定します。Amazon QLDB はフルマネージド型の台帳データベースで、信頼された中央
機関が所有する、透過的でイミュータブルであり、暗号的に検証可能なトランザクションログを提供しま
す。QLDB を使用して、すべてのアプリケーションデータの変更を追跡し、完全で検証可能な変更履歴を
長期にわたって保持できます。
詳細については、「Amazon QLDB API リファレンス」の「CreateLedger」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QLDB::Ledger",
"Properties" : {
"DeletionProtection" : Boolean,
"KmsKey" : String,
"Name" : String,
"PermissionsMode" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::QLDB::Ledger
Properties:
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DeletionProtection: Boolean
KmsKey: String
Name: String
PermissionsMode: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DeletionProtection
台帳がユーザーによって削除されないようにするフラグ。この機能は、台帳の作成時に指定しない場
合、デフォルトで有効 (true) になります。
削除保護が有効になっている場合は、台帳を削除する前に、まず無効にする必要があります。無効に
するには、UpdateLedger オペレーションを使用してフラグを false に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KmsKey
台帳内の保管中のデータの暗号化に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) 内のキー。
詳細については、Amazon QLDB デベロッパーガイドの Encryption at rest を参照してください。
次のオプションのいずれかを使用して、このパラメータを指定します。
• AWS_OWNED_KMS_KEY: ユーザーのために AWS によって所有および管理されている AWS KMS
キーを使用します。
• 未定義: デフォルトでは、AWS が所有する KMS キーを使用します。
• 有効な対称カスタマーマネージド KMS キー: 作成、所有、および管理するアカウントで、指定した
KMS キーを使用します。
Amazon QLDB は非対称キーをサポートしていません。詳細については、 AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの Using symmetric and asymmetric keys を参照してください。
カスタマーマネージド KMS キーを指定するために、キー ID、Amazon リソースネーム (ARN)、エイ
リアス名、またはエイリアス ARN を使用できます。エイリアス名を使用する場合は、プレフィック
スとして "alias/" を付けます。別の AWS アカウント にあるキーを指定するには、キー ARN また
はエイリアス ARN を使用する必要があります。
次に例を示します。
• キー ID: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• キー ARN: arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• エイリアス名: alias/ExampleAlias
• エイリアス ARN: arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:alias/ExampleAlias
詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの Key identifiers (KeyId) を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1600
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Update requires: No interruption
Name
作成する台帳の名前。名前は、現在のリージョンにある AWS アカウント のすべての台帳内で一意で
ある必要があります。
台帳名の命名に関する制約は、Amazon QLDB 開発者ガイドの Amazon QLDB のクォータで定義され
ています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: (?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$
Update requires: Replacement
PermissionsMode
作成する台帳に割り当てるアクセス許可モード。このパラメータには以下の値のいずれかがありま
す。
• ALLOW_ALL: 台帳の API レベルのきめ細かさを使用したアクセスコントロールを可能にするレガ
シー許可モード。
このモードでは、この台帳の SendCommand API 許可を持つユーザーが、指定した台帳内の任意の
テーブルに対してすべての PartiQL コマンド (したがって ALLOW_ALL) を実行できます。このモー
ドでは、台帳用に作成したテーブルレベルまたはコマンドレベルの IAM 許可ポリシーはすべて無視
されます。
• STANDARD: (推奨) 台帳、テーブル、および PartiQL コマンドについて、より詳細なアクセスコント
ロールを有効にする許可モード。
デフォルトでは、このモードは、この台帳内の任意のテーブルで任意の PartiQL コマンドを実行
するすべてのユーザーリクエストを拒否します。PartiQL コマンドの実行を許可するには、台帳の
SendCommand API 許可に加えて、特定のテーブルリソースと PartiQL アクションの IAM 許可ポリ
シーを作成する必要があります。詳細については、Amazon QLDB デベロッパーガイドの標準許可
モードの開始方法を参照してください。

Note
台帳データのセキュリティを最大化するために、STANDARD 許可モードを使用することを強
くお勧めします。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALLOW_ALL | STANDARD
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myQLDBLedger" }
論理 ID myQLDBLedger を持つリソースの場合、Ref は Amazon QLDB 台帳名を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Amazon QLDB Ledger
次の例では、STANDARD の PermissionsMode を持つ Amazon QLDB 台帳と、保管時の暗号化のために
指定されたカスタマーマネージド KMS キーについて説明します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myQLDBLedger": {
"Type": "AWS::QLDB::Ledger",
"Properties": {
"DeletionProtection": true,
"KmsKey": "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Name": "exampleLedger",
"PermissionsMode": "STANDARD",
"Tags": [
{
"Key": "Domain",
"Value": "Test"
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myQLDBLedger:
Type: "AWS::QLDB::Ledger"
Properties:
DeletionProtection: true
KmsKey: "arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Name: "exampleLedger"
PermissionsMode: "STANDARD"
Tags:

API バージョン 2010-05-15
5292

AWS CloudFormation ユーザーガイド
QLDB
- Key: Domain
Value: Test

以下の資料も参照してください。
• 『Amazon QLDB API リファレンス』の「CreateLedger」

AWS::QLDB::Stream
AWS::QLDB::Stream リソースは、Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) 台帳のジャーナ
ルストリームを指定します。このストリームは、台帳のジャーナルにコミットされるすべてのドキュメン
トリビジョンをキャプチャし、指定した Amazon Kinesis Data Streams リソースにそのデータを配信しま
す。
詳細については、『Amazon QLDB API リファレンス』の「StreamJournalTokinesis」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QLDB::Stream",
"Properties" : {
"ExclusiveEndTime" : String,
"InclusiveStartTime" : String,
"KinesisConfiguration" : KinesisConfiguration (p. 5297),
"LedgerName" : String,
"RoleArn" : String,
"StreamName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::QLDB::Stream
Properties:
ExclusiveEndTime: String
InclusiveStartTime: String
KinesisConfiguration:
KinesisConfiguration (p. 5297)
LedgerName: String
RoleArn: String
StreamName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ExclusiveEndTime
ストリームの終了を指定する日時。この日時は範囲内に含まれません。このパラメータを定義しない
場合、ストリームはキャンセルするまで無期限に実行されます。
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ExclusiveEndTime は、ISO 8601 の日付と時刻の形式および協定世界時 (UTC) である必要があり
ます。例: 2019-06-13T21:36:34Z。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InclusiveStartTime
ジャーナルデータのストリーミングを開始する日時。この日時は範囲内に含まれます。このパラ
メータは、ISO 8601 の日付と時刻の形式および協定世界時 (UTC) である必要があります。例:
2019-06-13T21:36:34Z。
InclusiveStartTime を将来の日時にすることはできず、ExclusiveEndTime より前にする必要
があります。
台帳の CreationDateTime より前の InclusiveStartTime を指定した場合、QLDB のデフォルト
は事実上台帳の CreationDateTime になります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KinesisConfiguration
ストリームリクエストの Kinesis Data Streams ターゲットの設定です。
必須: はい
タイプ: KinesisConfiguration (p. 5297)
Update requires: Replacement
LedgerName
台帳の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: (?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$
Update requires: Replacement
RoleArn
Kinesis Data Streams リソースにデータレコードを書き込むためのジャーナルストリームに対する
QLDB アクセス許可を付与する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
ジャーナルストリームをリクエストするときにロールを QLDB に渡すには、IAM ロールリソースで
iam:PassRole アクションを実行するアクセス許可が必要です。これは、すべてのジャーナルスト
リームリクエストに必要です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 1600
Update requires: Replacement
StreamName
QLDB ジャーナルストリームに割り当てる名前。ユーザー定義の名前は、ストリームの目的を識別し
て示すのに役立ちます。
ストリーム名は、特定の台帳の他のアクティブなストリーム間で一意である必要があります。スト
リーム名には、台帳名と同じ命名の制約があります。この制約は、『Amazon QLDB 開発者ガイド』
の「Amazon QLDB のクォータ」で定義されています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: (?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース ID または ARN。
以下に例を示します。
{ "Ref": "myQLDBStream" }
論理 ID myQLDBStream を持つリソースの場合、Ref は Amazon QLDB ジャーナルストリームの ID また
は ARN を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Arn
QLDB ジャーナルストリームの Amazon リソースネーム (ARN)。例: arn:aws:qldb:useast-1:123456789012:stream/exampleLedger/IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy。
Id
QLDB が各 QLDB ジャーナルストリームに割り当てる一意の ID。例: IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy。

例
Amazon QLDB ストリーム
次の例では、exampleLedger という名前の元帳の Amazon QLDB ジャーナルストリームと、ARN
が arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb の Kinesis Data
Streams ターゲットについて説明します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myQLDBStream": {
"Type": "AWS::QLDB::Stream",
"Properties": {
"ExclusiveEndTime" : "2020-05-29T22:59:59Z",
"InclusiveStartTime" : "2020-05-29T00:00:00Z",
"KinesisConfiguration" : {
"AggregationEnabled": true,
"StreamArn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb"
},
"LedgerName" : "exampleLedger",
"RoleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-stream-role",
"StreamName" : "exampleLedger-stream",
"Tags": [
{
"Key": "Domain",
"Value": "Test"
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myQLDBStream:
Type: "AWS::QLDB::Stream"
Properties:
ExclusiveEndTime: "2020-05-29T22:59:59Z"
InclusiveStartTime: "2020-05-29T00:00:00Z"
KinesisConfiguration:
AggregationEnabled: true
StreamArn: "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb"
LedgerName: "exampleLedger"
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/my-kinesis-stream-role"
StreamName: "exampleLedger-stream"
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Tags:
- Key: Domain
Value: Test

以下の資料も参照してください。
• 『Amazon QLDB API リファレンス』の「StreamJournalTokinesis」を参照してください。

AWS::QLDB::Stream KinesisConfiguration
Amazon QLDB ジャーナルストリームの Amazon Kinesis Data Streams ターゲットの設定です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AggregationEnabled" : Boolean,
"StreamArn" : String

YAML
AggregationEnabled: Boolean
StreamArn: String

プロパティ
AggregationEnabled
QLDB が 1 つの Kinesis Data Streams レコードで複数のデータレコードを発行できるようにします。
これにより、API 呼び出しごとに送信されるレコードの数が増加します。
デフォルトでは、このオプションは有効になっています。 レコード集約は、レコードの処理に
重要な意味を持ち、ストリームコンシューマーで集約を解除する必要があります。詳細について
は、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「KPL 主要な概念」および「コンシュー
マーの集約解除」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
StreamArn
Kinesis Data Streams リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 1600
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Update requires: Replacement

Amazon QuickSight リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::QuickSight::Analysis (p. 5298)
• AWS::QuickSight::Dashboard (p. 5319)
• AWS::QuickSight::DataSet (p. 5332)
• AWS::QuickSight::DataSource (p. 5363)
• AWS::QuickSight::Template (p. 5390)
• AWS::QuickSight::Theme (p. 5397)

AWS::QuickSight::Analysis
Amazon QuickSight で分析を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QuickSight::Analysis",
"Properties" : {
"AnalysisId" : String,
"AwsAccountId" : String,
"Errors" : [ AnalysisError (p. 5301), ... ],
"Name" : String,
"Parameters" : Parameters (p. 5306),
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5307), ... ],
"SourceEntity" : AnalysisSourceEntity (p. 5301),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThemeArn" : String
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::Analysis
Properties:
AnalysisId: String
AwsAccountId: String
Errors:
- AnalysisError (p. 5301)
Name: String
Parameters:
Parameters (p. 5306)
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5307)
SourceEntity:
AnalysisSourceEntity (p. 5301)
Tags:
- Tag
ThemeArn: String
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プロパティ
AnalysisId
作成中の分析の ID。この ID は、分析の URL に表示されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: Replacement
AwsAccountId
分析を作成中の AWS アカウントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
Errors
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: AnalysisError (p. 5301) のリスト
Update requires: No interruption
Name
作成中の解析の記述名。この名前は、QuickSight コンソールで解析に表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Parameters
使用するパラメータ名とオーバーライド値。解析には任意のパラメータタイプを指定でき、一部のパ
ラメータは複数の値を受け入れる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: パラメータ (p. 5306)
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Update requires: No interruption
Permissions
解析のプリンシパルとリソースレベルのアクセス許可を記述する構造。この Permissions 構造を使
用して、Amazon リソースネーム (ARN) によってリストされた各プリンシパルの AWS Identity and
Access Management (IAM) アクション情報のリストを提供することで、許可を付与できます。
アクセス許可を指定しない場合は、Permissions を省略します。
必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5307) のリスト
最大: 64
Update requires: No interruption
SourceEntity
作成中の分析に使用するソースエンティティ。このメタデータ構造には、ソーステンプレートと 1 つ
以上のデータセットを記述する詳細が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisSourceEntity (p. 5301)
Update requires: No interruption
Tags
分析に割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと値のペアのマップが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
ThemeArn
作成中の分析に適用するテーマの ARN。QuickSight コンソールでテーマを見るには、そのテーマにア
クセスできることを確認します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
分析の Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedTime
Property description not available.
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DataSetArns
解析のデータセットの ARN。
LastUpdatedTime
解析が最後に更新された時刻。

AWS::QuickSight::Analysis AnalysisError
分析のメタデータエラー構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Message" : String,
"Type" : String

YAML
Message: String
Type: String

プロパティ
Message
分析エラーに関連付けられたメッセージ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
分析エラーのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ACCESS_DENIED | COLUMN_GEOGRAPHIC_ROLE_MISMATCH |
COLUMN_REPLACEMENT_MISSING | COLUMN_TYPE_MISMATCH | DATA_SET_NOT_FOUND
| INTERNAL_FAILURE | PARAMETER_NOT_FOUND | PARAMETER_TYPE_INVALID |
PARAMETER_VALUE_INCOMPATIBLE | SOURCE_NOT_FOUND
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis AnalysisSourceEntity
分析のソースエンティティ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourceTemplate" : AnalysisSourceTemplate (p. 5302)

YAML
SourceTemplate:
AnalysisSourceTemplate (p. 5302)

プロパティ
SourceTemplate
分析のソースエンティティのソーステンプレート。
必須: いいえ
タイプ: AnalysisSourceTemplate (p. 5302)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis AnalysisSourceTemplate
分析のソーステンプレート。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"DataSetReferences" : [ DataSetReference (p. 5303), ... ]

YAML
Arn: String
DataSetReferences:
- DataSetReference (p. 5303)

プロパティ
Arn
分析のソーステンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
DataSetReferences
分析のソーステンプレートのデータセットリファレンス。
必須: はい
タイプ: DataSetReference (p. 5303) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis DataSetReference
データセットリファレンス。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataSetArn" : String,
"DataSetPlaceholder" : String

YAML
DataSetArn: String
DataSetPlaceholder: String

プロパティ
DataSetArn
データセット Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSetPlaceholder
データセットのプレースホルダー。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis DateTimeParameter
日時パラメータ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- String

プロパティ
Name
日時パラメータの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
日時パラメータの値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis DecimalParameter
10 進数パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ Double, ... ]

YAML
Name: String
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Values:
- Double

プロパティ
Name
10 進数パラメータの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
10 進数パラメータの値。
必須: はい
タイプ: ダブルのリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis IntegerParameter
整数パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ Double, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- Double

プロパティ
Name
整数パラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
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Update requires: No interruption
Values
整数パラメータの値。
必須: はい
タイプ: ダブルのリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis Parameters
QuickSight パラメータのリストとリストのオーバーライド値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DateTimeParameters" : [ DateTimeParameter (p. 5303), ... ],
"DecimalParameters" : [ DecimalParameter (p. 5304), ... ],
"IntegerParameters" : [ IntegerParameter (p. 5305), ... ],
"StringParameters" : [ StringParameter (p. 5318), ... ]

YAML
DateTimeParameters:
- DateTimeParameter (p. 5303)
DecimalParameters:
- DecimalParameter (p. 5304)
IntegerParameters:
- IntegerParameter (p. 5305)
StringParameters:
- StringParameter (p. 5318)

プロパティ
DateTimeParameters
日時パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DateTimeParameter (p. 5303) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
DecimalParameters
10 進数パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DecimalParameter (p. 5304) のリスト
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最大: 100
Update requires: No interruption
IntegerParameters
整数パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: IntegerParameter (p. 5305) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
StringParameters
文字列パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: StringParameter (p. 5318) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String

プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
シートは、Amazon QuickSight の 1 ページにまとめて表示される一連のビジュアルを含むオブジェク
トです。すべての分析とダッシュボードには、少なくとも 1 枚のシートが含まれています。各シート
には、グラフ、ピボットテーブルや説明的なインサイトなど、少なくとも 1 つの視覚化ウィジェット
が含まれています。シートは、コントロール、フィルタなどの他のコンポーネントに関連付けること
ができます。
このシートに関連付けられた一意の識別子。
シートの名前。この名前は、QuickSight コンソールのシートのタブに表示されます。
文字列パラメータ。
文字列パラメータの値。
文字列パラメータの表示名。
データセットを作成します。
このデータセットバージョンが作成された時刻。
このデータセットバージョンが最後に更新された時刻。

ドメインの Amazon リソースネーム (ARN)。
特定の QuickSight 機能で連携して機能する列のグループ。現在、地理空間階層のみがサポートされて
います。
基になるデータソースで使用可能な物理テーブルを宣言します。
データを SPICE にインポートしたいかどうかを示します。
データセットのフィールドとネストされたサブフォルダを含むフォルダ。
物理テーブルからのデータの組み合わせと変換を設定します。
AWS アカウント、ID。
データセットに対するリソース権限のリスト。
作成したいデータセットの ID。この ID は、各 AWS アカウントで AWS リージョン ごとに一意で
す。
作成したいデータの行レベルのセキュリティ設定。
データセットに割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと key-value ペアのマップが含まれま
す。
ColumnLevelPermissionRule の 1 つ以上の定義セット。
API バージョン 2010-05-15
5308

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

データセットの表示名。
データセットの計算列。
計算列を識別するための一意の ID。データセットの更新時に、計算列の列 ID が既存の計算列の列 ID
と一致する場合、Amazon QuickSight は既存の計算列を保持します。
列名。
計算列を定義する式。
列を別のタイプにキャストする変換操作。
列名。
文字列から日時タイプに列をキャストする場合、Amazon QuickSight でサポートされている形式で文
字列を指定して、ソースデータ形式を示すことができます。
新しい列のデータタイプ。
列の説明を含むメタデータ。
列の説明テキスト。
特定の Amazon QuickSight 機能で連携して機能する列のグループ。これはバリアント型の構造です。
この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
階層を示す地理空間列グループ。
1 つまたは複数の制限された列へのアクセスを許可するように定義されたルール。各データセットは
複数のルールを持つことができます。制限された列を作成するには、その列を 1 つまたは複数のルー
ルに追加します。各規則には、少なくとも 1 つの列と、少なくとも 1 つのユーザーまたはグループを
含める必要があります。制限された列を表示するには、ユーザーまたはグループをその列のルールに
追加する必要があります。
列名の配列。
Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの Amazon リソース名 (ARN) の配列。
TagColumnOperation 構造の列のタグ。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合
は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
列の地理空間ロール。
列の説明。
計算列を作成する変換操作。このような操作の 1 つで作成された列は、レキシカルクロージャを形成
します。
作成する計算列。
カスタム SQL クエリの結果から構築された物理テーブルタイプ。
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
SQL クエリ。
SQL クエリ結果セットの列スキーマ。
SQL クエリ結果の表示名。
FieldFolder 要素は、フィールドとネストされたサブフォルダを含むフォルダです。
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フィールドフォルダーの説明。
フォルダには列のリストがあります。列は 1 つのフォルダにのみ配置できます。
条件に基づいて行をフィルタリングする変換操作。
ブール値に評価する必要がある式。式が true と評価された行は、データセットに保持されます。
階層を示す地理空間列グループ。
この階層の列。
国コード。
階層の表示名。
データセットを作成または更新するときに使用する待機ポリシー。デフォルトでは、SPICE の取り込
みが 36 時間のタイムアウトで終了するのを待機します。
データセットを作成または更新するときに使用する待機ポリシー。デフォルトでは、SPICE の取り込
みが 36 時間のタイムアウトで終了するのを待機します。
SPICE の取り込みが完了するのを待って、データセットの作成または更新が成功したことをマークし
ます。デフォルト: trueDataSetImportModeモードが SPICE に設定されている場合にのみ適用され
ます。
取り込みが完了するまで待機する最大時間（時間単位）。デフォルトのタイムアウトは 36 時間で
す。DataSetImportModeモードが SPICE に設定され、WaitForSpiceIngestion が true に設定
されている場合にのみ適用されます。
変換操作の入力として使用される列のメタデータ。
列のデータ型。
基になるデータソース内のこの列の名前。
結合に関連する指示。
結合の ON 句で提供される結合命令。
結合のタイプです。
左側のオペランドのキープロパティを結合します。
結合の左側にあるオペランド。
結合の右側にあるオペランド。
右側のオペランドのキープロパティを結合します。
結合に参加している列に関連付けられたプロパティ。
テーブルの行が、結合キーの列によって一意に識別されることを示す値。Amazon QuickSight は、ク
エリのパフォーマンスを最適化するために使用されます。
論理テーブルは、結合し、そのデータ変換が動作する単位です。論理テーブルにはソースがありま
す。ソースは、物理テーブルまたは結合の結果のいずれかになります。論理テーブルが物理テーブル
を指している場合、論理テーブルは、変換操作を通じて、その物理テーブルの変更可能なコピーとし
て機能します。
論理テーブルの表示名。
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この論理テーブルに作用する変換操作。
この論理テーブルのソース。
論理テーブルのソースに関する情報。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合
は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
物理テーブル ID。
2 つの論理テーブルの結合結果を指定します。
出力列。
タイプ。
列の説明。
データセットの表示名。
基になるソース内にあるデータの形状に関する情報を含むデータソースのビュー。これはバリアント
型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
リレーショナルデータソースの物理テーブルタイプ。
カスタム SQL クエリの結果から構築された物理テーブルタイプ。
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。
列を投影する変換操作。投影後に実行される操作は、投影された列のみを参照できます。
投影された列。
リレーショナルデータソースの物理テーブルタイプ。
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
テーブルの列スキーマ。
スキーマ名。この名前は、特定のリレーショナルデータベースエンジンに適用されます。
テーブルに関連付けられたカタログ。
リレーショナルテーブルの名前。
列の名前を変更する変換操作。
列の新しい名前。
名前を変更する列の名前。
リソースの権限。
許可を付与または取り消す IAM アクション
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
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行レベルのセキュリティ (RLS) のアクセス許可を含むデータセットに関する情報。アクセス許可
データセットは、フィールドをユーザーまたはグループにマップします。詳細については、Amazon
QuickSight ユーザーガイドの Using Row-Level Security (RLS) to Restrict Access to a Dataset を参照
してください。
PermissionPolicy を DENY_ACCESS に設定してアクセス許可を拒否するオプションは、新しい
RLS データセットではサポートされていません。
RLS のアクセス許可を含むデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
RLS のアクセス許可を含むデータセットに関連付けられた名前空間。
RLS のアクセス許可を解釈するときに使用するアクセス許可のタイプ。DENY_ACCESS は、下位互換
性のためにのみ含まれています。
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。

Note
非 JSON ファイルの場合、入力列では STRING データ型のみがサポートされます。
1 つまたは複数の S3 ソースファイルの形式に関する情報。
列に追加情報をタグ付けする変換操作。
この操作が作用する列。
データセット列タグ。現在、GeoSpatial タイプのタグ付けにのみ使用されています。

Note
これは AWS タグ付け機能のタグではありません。
論理テーブルのデータ変換。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の
1 つだけを null 以外にすることができます。
列に追加情報をタグ付けする操作。
何らかの条件に基づいて行をフィルタリングする操作。
列を別のタイプにキャストする変換操作。
計算列を作成する操作。このような操作の 1 つで作成された列は、レキシカルクロージャを形成しま
す。
列の名前を変更する操作。
列を投影する操作。投影後に実行される操作は、投影された列のみを参照できます。
1 つまたは複数のソースファイルの形式に関する情報。
ファイルにヘッダー行があるか、ファイルごとにもヘッダー行があるかどうかを決めます。
テキスト修飾子。
ファイル形式。
データの読み取りを開始する行番号。
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ファイル内にある値間の区切り文字。
データソースを作成します。
リクエストの HTTP ステータス。
このデータソースが作成された時刻。
このデータソースが最後に更新された時刻。
データソースの構造。
ドメインの Amazon リソースネーム (ARN)。
QuickSight が基になるソースに接続するために使用するパラメータ。
データソースの型。現在、この操作でサポートされているタイプは ATHENA, AURORA,
AURORA_POSTGRESQL, AMAZON_ELASTICSEARCH, MARIADB, MYSQL, POSTGRESQL, PRESTO,
REDSHIFT, S3, SNOWFLAKE, SPARK, SQLSERVER, TERADATA です。すべてのデータソースの
リストを返すために ListDataSources を使用します。
AMAZON_ELASTICSEARCHは、アマゾンが管理する Elasticsearch サービス用です。
このパラメータを使用する必要があるのは、基になるソースに接続するときに QuickSight で VPC 接
続を使用する場合のみです。
このデータソースに格納された認証情報で共有する代替データソースパラメータのセット。作成ま
たは更新リクエストを使用してデータソースをコピーするときに、認証情報は、データソースパラ
メータと連動して適用されます。API 操作は、リクエストに含まれる DataSourceParameters
構造を AlternateDataSourceParameters 許可リストに含まれる構造と比べます。構造
が完全に一致する場合、リクエストはこの既存のデータソースからの認証情報を使用できま
す。AlternateDataSourceParameters リストが null の場合、この DataSourceParameters で
最初に使用した Credentials が自動的に許可されます。
前回の更新またはデータソースの作成からのエラー情報。
AWS アカウント、ID。
データソースに対するリソース権限のリスト。
QuickSight が基になるソースに接続するときに適用される Secure Socket Layer (SSL) プロパティ。
基礎となるソースへの接続に使用する認証情報 QuickSight。現在、ユーザー名とパスワードに基づく
認証情報のみがサポートされています。
データソースの ID。この ID は、各 AWS アカウントで AWS リージョン ごとに一意です。
データソースに割り当てられたリソースタグまたはタグの key-value のペアのマップが含まれます。
データソースの表示名。
Amazon Elasticsearch Service のパラメータ。
Amazon Elasticsearch Service ドメイン。
Amazon Athena のパラメータ。
Amazon Athena が使用するワークグループ。
Amazon Aurora のパラメータ。
ポート。
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データベース。
ホスト。
PostgreSQL との互換性のあるパラメータを持つ Amazon Aurora。
ポート。
データベース。
ホスト。
AWS IoT Analytics パラメータ。
データセット名。
認証情報として使用されるユーザー名とパスワードの組み合わせ。
これらの認証情報のために共有する一連の代替データソースパラメータ。作成または更新リ
クエストを使用してデータソースをコピーするときに、認証情報は、データソースパラメータ
と連動して適用されます。API 操作は、リクエストに含まれる DataSourceParameters 構
造を AlternateDataSourceParameters 許可リストに含まれる構造と比べます。構造が
完全に一致する場合、リクエストは既存の認証情報を持つ新しいデータソースを使用できま
す。AlternateDataSourceParameters リストが null の場合、これらの Credentials で最初に
使用した DataSourceParameters が自動的に許可されます。
ユーザー名。
パスワード.
データソース認証情報。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つ
だけを null 以外にすることができます。
使用する認証情報ペアを持つデータソースの Amazon リソースネーム (ARN)。CopySourceArn が
null でない場合、ARN のデータソースからの認証情報ペアが DataSourceCredentials 構造の認証
情報として使用されます。
認証情報ペア。詳細については、CredentialPair を参照してください。
データソースの作成または更新に関するエラー情報。
エラータイプ。
エラーメッセージ。
Amazon QuickSight が基になるソースに接続するために使用するパラメータ。これはバリアント型の
構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
Jira パラメーター。
Jira サイトのベース URL。
Twitterのパラメータ。
Aurora PostgreSQL のパラメータ。
ServiceNow パラメータ。
Teradata パラメータ。
Amazon RDS パラメータ。
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Amazon Athena のパラメータ。
Spark パラメータ。
MariaDB パラメータ。
Presto パラメータ。
AWS IoT Analytics パラメータ。
Amazon Redshift パラメータ。
MySQL のパラメータ。
SQL サーバーのパラメータ。
Snowflake パラメータ。
Amazon Elasticsearch Service のパラメータ。
PostgreSQL パラメータ。
S3 パラメータ。
Amazon Aurora MySQL のパラメータ。
Jira パラメーター。
Amazon S3 マニフェストファイルの場所。
Amazon S3 バケット。
オブジェクトを識別する Amazon S3 キー。
MariaDB パラメータ。
ポート。
データベース。
ホスト。
MySQL のパラメータ。
ポート。
データベース。
ホスト。
Oracle のパラメータ。
ポート。
データベース。
ホスト。
Oracle のパラメータ。
PostgreSQL パラメータ。
ポート。
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データベース。
ホスト。
Presto パラメータ。
ポート。
ホスト。
カタログ。
Amazon RDS パラメータ。
インスタンス ID。
データベース。
Amazon Redshift パラメータ。Host と Port の両方が設定されている場合、ClusterId フィールド
は空白にすることができます。ClusterId フィールドが設定されている場合、Host フィールドと
Port フィールドは空白にすることができます。
クラスター ID。Host と Port が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができま
す。
ポート。ClusterId が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができます。
データベース。
ホスト。ClusterId が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができます。
リソースの権限。
許可を付与または取り消す IAM アクション。
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
S3 パラメータ。
Amazon S3 マニフェストファイルの場所。マニフェストファイルが QuickSight にアップロードされ
た場合、これは NULL です。
Snowflake パラメータ。
ウェアハウス。
データベース。
ホスト。
Spark パラメータ。
ポート。
ホスト。
API バージョン 2010-05-15
5316

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

SQL サーバーのパラメータ。
ポート。
データベース。
ホスト。
QuickSight が基になるデータソースに接続するときに適用される Secure Socket Layer (SSL) プロパ
ティ。
SSL を無効にするかどうかを制御するブールオプション。
Teradata パラメータ。
ポート。
データベース。
ホスト。
VPC 接続プロパティ。
VPC 接続の Amazon リソースネーム (ARN)。
Twitterのパラメータ。
Twitterのクエリ文字列。
Twitterをクエリする行の最大数。
ServiceNow パラメータ。
ベースサイトの URL。
データソースの構造。
基になるデータソースに接続するために Amazon QuickSight が使用するパラメータ。これはバリアン
ト型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis Sheet
シートは、Amazon QuickSight の 1 ページにまとめて表示される一連のビジュアルを含むオブジェクトで
す。すべての分析とダッシュボードには、少なくとも 1 枚のシートが含まれています。各シートには、グ
ラフ、ピボットテーブルや説明的なインサイトなど、少なくとも 1 つの視覚化ウィジェットが含まれてい
ます。シートは、コントロール、フィルタなどの他のコンポーネントに関連付けることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,
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}

"SheetId" : String

YAML
Name: String
SheetId: String

プロパティ
Name
シートの名前。この名前は、QuickSight コンソールのシートのタブに表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
SheetId
このシートに関連付けられた一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Analysis StringParameter
文字列パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- String
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プロパティ
Name
文字列パラメータの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
文字列パラメータの値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard
テンプレートからダッシュボードを作成します。最初にテンプレートを作成するには、「
CreateTemplateAPI 操作」を参照してください。
ダッシュボードは Amazon QuickSight のエンティティで、分析から作成された Amazon QuickSight レ
ポートを特定します。Amazon QuickSight ダッシュボードを共有できます。適切なアクセス許可を使用
して、スケジュール設定された E メールレポートを作成できます。適切な許可がある場合は、別の AWS
account に存在するテンプレートからダッシュボードを作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QuickSight::Dashboard",
"Properties" : {
"AwsAccountId" : String,
"DashboardId" : String,
"DashboardPublishOptions" : DashboardPublishOptions (p. 5323),
"Name" : String,
"Parameters" : Parameters (p. 5329),
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5330), ... ],
"SourceEntity" : DashboardSourceEntity (p. 5324),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThemeArn" : String,
"VersionDescription" : String
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::Dashboard
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Properties:
AwsAccountId: String
DashboardId: String
DashboardPublishOptions:
DashboardPublishOptions (p. 5323)
Name: String
Parameters:
Parameters (p. 5329)
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5330)
SourceEntity:
DashboardSourceEntity (p. 5324)
Tags:
- Tag
ThemeArn: String
VersionDescription: String

プロパティ
AwsAccountId
ダッシュボードを作成する AWS アカウントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
DashboardId
IAM ポリシーにも追加されているダッシュボードの ID
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: Replacement
DashboardPublishOptions
ダッシュボードの作成時に発行するオプション:
• AdHocFilteringOption の AvailabilityStatus - このステータスは ENABLED または
DISABLED のいずれかになります。これが DISABLED に設定されている場合、QuickSight は発行さ
れたダッシュボードの左側のフィルターパネルを無効にします。このパネルは、臨時の (ワンタイ
ム) フィルタリングに使用できます。このオプションはデフォルトで ENABLED です。
• ExportToCSVOption の AvailabilityStatus - このステータスは ENABLED または DISABLED
のいずれかになります。これが DISABLED に設定されている場合、.CSV 形式にデータをエクス
ポートするビジュアルオプションは有効になりません 。このオプションはデフォルトで ENABLED
です。
API バージョン 2010-05-15
5320

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

• SheetControlsOption の VisibilityState- この可視性の状態は、COLLAPSED または
EXPANDED のいずれかになります。このオプションはデフォルトで COLLAPSED です。
必須: いいえ
タイプ: DashboardPublishOptions (p. 5323)
Update requires: No interruption
Name
ダッシュボードの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Parameters
ダッシュボードを作成するためのパラメータ。デフォルトの設定をオーバーライドするために使用し
ます。ダッシュボードは任意のタイプのパラメータを持つことができ、一部のパラメータは複数の値
を受け入れる場合があります。
必須: いいえ
タイプ: パラメータ (p. 5329)
Update requires: No interruption
Permissions
ダッシュボードのアクセス許可を含む構造。各プリンシパルの ARN の IAM アクション情報のリスト
を提供することで、この構造を使用してアクセス許可を付与できます。
アクセス許可を指定しない場合は、アクセス許可のリストを省略します。
必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5330) のリスト
最大: 64
Update requires: No interruption
SourceEntity
ダッシュボードの作成時にソースとして使用しているエンティティ。SourceEntity では、ソース
として使用しているオブジェクトのタイプを指定します。ダッシュボードはテンプレートからのみ作
成できるため、SourceTemplate エンティティを使用します。分析からダッシュボードを作成する
必要がある場合は、 CreateTheme API オペレーションを使用してまず分析をテンプレートに変換
します。SourceTemplate には、ソーステンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)を 指定す
る。SourceTemplate ARN には、任意の AWS account および Amazon QuickSight でサポートされ
ている任意の を含めることができます。
SourceTemplate 内の DataSetReferences エンティティを使用して、元のリストされているプ
レースホルダの置換データセットをリストします。各データセットのスキーマは、そのプレースホル
ダと一致する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: DashboardSourceEntity (p. 5324)
Update requires: No interruption
Tags
ダッシュボードに割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと値のペアのマップが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
ThemeArn
このダッシュボードに使用されているテーマの Amazon リソースネーム (ARN)。このフィールドに
値を追加すると、ソースエンティティで使用されている値がオーバーライドされます。テーマ ARN
は、ダッシュボードを作成する同じ AWS アカウントに存在する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VersionDescription
作成されるダッシュボードの最初のバージョンの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
ダッシュボードの Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedTime
このダッシュボードバージョンが作成された時刻。
LastPublishedTime
ダッシュボードが最後に発行された時刻。
LastUpdatedTime
ダッシュボードが最後に更新された時刻。
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AWS::QuickSight::Dashboard AdHocFilteringOption
アドホック (ワンタイム) フィルタリングオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailabilityStatus" : String

YAML
AvailabilityStatus: String

プロパティ
AvailabilityStatus
アベイラビリティーステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DashboardPublishOptions
ダッシュボードの公開オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AdHocFilteringOption" : AdHocFilteringOption (p. 5323),
"ExportToCSVOption" : ExportToCSVOption (p. 5328),
"SheetControlsOption" : SheetControlsOption (p. 5331)

YAML
AdHocFilteringOption:
AdHocFilteringOption (p. 5323)
ExportToCSVOption:
ExportToCSVOption (p. 5328)
SheetControlsOption:
SheetControlsOption (p. 5331)
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プロパティ
AdHocFilteringOption
アドホック (ワンタイム) フィルタリングオプション。
必須: いいえ
タイプ: AdHocFilteringOption (p. 5323)
Update requires: No interruption
ExportToCSVOption
.csv にエクスポートオプション。
必須: いいえ
タイプ: ExportToCSVOption (p. 5328)
Update requires: No interruption
SheetControlsOption
シートコントロールオプション。
必須: いいえ
タイプ: SheetControlsOption (p. 5331)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DashboardSourceEntity
ダッシュボードのソースエンティティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourceTemplate" : DashboardSourceTemplate (p. 5325)

YAML
SourceTemplate:
DashboardSourceTemplate (p. 5325)

プロパティ
SourceTemplate
ソーステンプレート。
必須: いいえ
タイプ: DashboardSourceTemplate (p. 5325)
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DashboardSourceTemplate
ダッシュボードソーステンプレート。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"DataSetReferences" : [ DataSetReference (p. 5325), ... ]

YAML
Arn: String
DataSetReferences:
- DataSetReference (p. 5325)

プロパティ
Arn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSetReferences
データセットリファレンス。
必須: はい
タイプ: DataSetReference (p. 5325) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DataSetReference
データセットリファレンス。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"DataSetArn" : String,
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}

"DataSetPlaceholder" : String

YAML
DataSetArn: String
DataSetPlaceholder: String

プロパティ
DataSetArn
データセット Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSetPlaceholder
データセットのプレースホルダー。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DateTimeParameter
日時パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- String

プロパティ
Name
日時パラメータの表示名。
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必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
日時パラメータの値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard DecimalParameter
10 進数パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ Double, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- Double

プロパティ
Name
10 進数パラメータの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
10 進数パラメータの値。
必須: はい
タイプ: ダブルのリスト
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard ExportToCSVOption
.csv にエクスポートオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AvailabilityStatus" : String

YAML
AvailabilityStatus: String

プロパティ
AvailabilityStatus
アベイラビリティーステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard IntegerParameter
整数パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ Double, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- Double
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プロパティ
Name
整数パラメータの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
整数パラメータの値。
必須: はい
タイプ: ダブルのリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard Parameters
QuickSight パラメータのリストとリストのオーバーライド値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DateTimeParameters" : [ DateTimeParameter (p. 5326), ... ],
"DecimalParameters" : [ DecimalParameter (p. 5327), ... ],
"IntegerParameters" : [ IntegerParameter (p. 5328), ... ],
"StringParameters" : [ StringParameter (p. 5332), ... ]

YAML
DateTimeParameters:
- DateTimeParameter (p. 5326)
DecimalParameters:
- DecimalParameter (p. 5327)
IntegerParameters:
- IntegerParameter (p. 5328)
StringParameters:
- StringParameter (p. 5332)

プロパティ
DateTimeParameters
日時パラメータ。
必須: いいえ
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タイプ: DateTimeParameter (p. 5326) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
DecimalParameters
10 進数パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DecimalParameter (p. 5327) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
IntegerParameters
整数パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: IntegerParameter (p. 5328) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
StringParameters
文字列パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: StringParameter (p. 5332) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String
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プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard SheetControlsOption
シートコントロールオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VisibilityState" : String

YAML
VisibilityState: String

プロパティ
VisibilityState
可視性の状態。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: COLLAPSED | EXPANDED
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Dashboard StringParameter
文字列パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
Values:
- String

プロパティ
Name
文字列パラメータの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Values
文字列パラメータの値。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet
データセットを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::QuickSight::DataSet",
"Properties" : {
"AwsAccountId" : String,
"ColumnGroups" : [ ColumnGroup (p. 5339), ... ],
"ColumnLevelPermissionRules" : [ ColumnLevelPermissionRule (p. 5339), ... ],
"DataSetId" : String,
"FieldFolders" : {Key : Value, ...},
"ImportMode" : String,
"IngestionWaitPolicy" : IngestionWaitPolicy (p. 5345),
"LogicalTableMap" : {Key : Value, ...},
"Name" : String,
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5356), ... ],
"PhysicalTableMap" : {Key : Value, ...},
"RowLevelPermissionDataSet" : RowLevelPermissionDataSet (p. 5356),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::DataSet
Properties:
AwsAccountId: String
ColumnGroups:
- ColumnGroup (p. 5339)
ColumnLevelPermissionRules:
- ColumnLevelPermissionRule (p. 5339)
DataSetId: String
FieldFolders:
Key : Value
ImportMode: String
IngestionWaitPolicy:
IngestionWaitPolicy (p. 5345)
LogicalTableMap:
Key : Value
Name: String
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5356)
PhysicalTableMap:
Key : Value
RowLevelPermissionDataSet:
RowLevelPermissionDataSet (p. 5356)
Tags:
- Tag

プロパティ
AwsAccountId
AWS アカウント、ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
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ColumnGroups
特定の QuickSight 機能で連携して機能する列のグループ。現在、地理空間階層のみがサポートされて
います。
必須: いいえ
タイプ: ColumnGroup (p. 5339) 一覧
最大: 8
Update requires: No interruption
ColumnLevelPermissionRules
ColumnLevelPermissionRule の 1 つ以上の定義セット。
必須: いいえ
タイプ: ColumnLevelPermissionRule (p. 5339) 一覧
Update requires: No interruption
DataSetId
作成したいデータセットの ID。この ID は、各 AWS アカウントで AWS リージョン ごとに一意で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FieldFolders
データセットのフィールドとネストされたサブフォルダを含むフォルダ。
必須: いいえ
タイプ: FieldFolder (p. 5343) のマップ
Update requires: No interruption
データを SPICE にインポートしたいかどうかを示します。
データを SPICE にインポートしたいかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DIRECT_QUERY | SPICE
Update requires: No interruption
IngestionWaitPolicy
データセットを作成または更新するときに使用する待機ポリシー。デフォルトでは、SPICE の取り込
みが 36 時間のタイムアウトで終了するのを待機します。
必須: いいえ
タイプ: IngestionWaitPolicy (p. 5345)
Update requires: No interruption
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LogicalTableMap
物理テーブルからのデータの組み合わせと変換を設定します。
必須: いいえ
タイプ: LogicalTable (p. 5349) のマップ
Update requires: No interruption
Name
データセットの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Permissions
データセットに対するリソースアクセス許可のリスト。
必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5356) 一覧
最大: 64
Update requires: No interruption
PhysicalTableMap
基になるデータソースで使用可能な物理テーブルを宣言します。
必須: いいえ
タイプ: PhysicalTable (p. 5352) のマップ
Update requires: No interruption
RowLevelPermissionDataSet
作成したいデータの行レベルのセキュリティ設定。
必須: いいえ
タイプ: RowLevelPermissionDataSet (p. 5356)
Update requires: No interruption
Tags
データセットに割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと値のペアのマップが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
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戻り値
Fn::GetAtt
Arn
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
ConsumedSpiceCapacityInBytes
CreatedTime
このデータセットバージョンが作成された時刻。
LastUpdatedTime
このデータセットバージョンが最後に更新された時刻。
OutputColumns

AWS::QuickSight::DataSet CalculatedColumn
データセットの計算列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColumnId" : String,
"ColumnName" : String,
"Expression" : String

YAML
ColumnId: String
ColumnName: String
Expression: String

プロパティ
ColumnId
計算列を識別するための一意の ID。データセットの更新時に、計算列の列 ID が既存の計算列の列 ID
と一致する場合、Amazon QuickSight は既存の計算列を保持します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
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ColumnName
列名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Expression
計算列を定義する式。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4096
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet CastColumnTypeOperation
列を別のタイプにキャストする変換操作。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ColumnName" : String,
"Format" : String,
"NewColumnType" : String

YAML
ColumnName: String
Format: String
NewColumnType: String

プロパティ
ColumnName
列名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 128
Update requires: No interruption
Format
文字列から日時タイプに列をキャストする場合、Amazon QuickSight でサポートされている形式で文
字列を指定して、ソースデータ形式を示すことができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: No interruption
NewColumnType
新しい列のデータタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DATETIME | DECIMAL | INTEGER | STRING
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet ColumnDescription
列の説明を含むメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Text" : String

YAML
Text: String

プロパティ
Text
列の説明テキスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 500
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet ColumnGroup
特定の Amazon QuickSight 機能で連携して機能する列のグループ。これはバリアント型の構造です。この
構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"GeoSpatialColumnGroup" : GeoSpatialColumnGroup (p. 5344)

YAML
GeoSpatialColumnGroup:
GeoSpatialColumnGroup (p. 5344)

プロパティ
GeoSpatialColumnGroup
階層を示す地理空間列グループ。
必須: いいえ
タイプ: GeoSpatialColumnGroup (p. 5344)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet ColumnLevelPermissionRule
1 つまたは複数の制限された列へのアクセスを許可するように定義されたルール。各データセットは複数
のルールを持つことができます。制限された列を作成するには、その列を 1 つまたは複数のルールに追加
します。各規則には、少なくとも 1 つの列と、少なくとも 1 つのユーザーまたはグループを含める必要が
あります。制限された列を表示するには、ユーザーまたはグループをその列のルールに追加する必要があ
ります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnNames" : [ String, ... ],
"Principals" : [ String, ... ]

YAML
ColumnNames:
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- String
Principals:
- String

プロパティ
ColumnNames
列名の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principals
Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの Amazon リソース名 (ARN) の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet ColumnTag
TagColumnOperation 構造の列のタグ。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、
属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnDescription" : ColumnDescription (p. 5338),
"ColumnGeographicRole" : String

YAML
ColumnDescription:
ColumnDescription (p. 5338)
ColumnGeographicRole: String

プロパティ
ColumnDescription
列の説明。
必須: いいえ
タイプ: ColumnDescription (p. 5338)
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5340

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

ColumnGeographicRole
列の地理空間ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CITY | COUNTRY | COUNTY | LATITUDE | LONGITUDE | POSTCODE | STATE
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet CreateColumnsOperation
計算列を作成する変換操作。このような操作の 1 つで作成された列は、レキシカルクロージャを形成しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Columns" : [ CalculatedColumn (p. 5336), ... ]

YAML
Columns:
- CalculatedColumn (p. 5336)

プロパティ
Columns
作成する計算列。
必須: はい
タイプ: CalculatedColumn (p. 5336) 一覧
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet CustomSql
カスタム SQL クエリの結果から構築された物理テーブルタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Columns" : [ InputColumn (p. 5346), ... ],
"DataSourceArn" : String,
"Name" : String,
"SqlQuery" : String

YAML
Columns:
- InputColumn (p. 5346)
DataSourceArn: String
Name: String
SqlQuery: String

プロパティ
Columns
SQL クエリ結果セットの列スキーマ。
必須: はい
タイプ: InputColumn (p. 5346) 一覧
最大: 2048
Update requires: No interruption
DataSourceArn
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
SQL クエリ結果の表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
SqlQuery
SQL クエリ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 65536
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet FieldFolder
FieldFolder 要素は、フィールドとネストされたサブフォルダを含むフォルダです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Columns" : [ String, ... ],
"Description" : String

YAML
Columns:
- String
Description: String

プロパティ
Columns
フォルダには列のリストがあります。列は 1 つのフォルダにのみ配置できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Description
フィールドフォルダーの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet FilterOperation
条件に基づいて行をフィルタリングする変換操作。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ConditionExpression" : String
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YAML
ConditionExpression: String

プロパティ
ConditionExpression
ブール値に評価する必要がある式。式が true と評価された行は、データセットに保持されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4096
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet GeoSpatialColumnGroup
階層を示す地理空間列グループ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Columns" : [ String, ... ],
"CountryCode" : String,
"Name" : String

YAML
Columns:
- String
CountryCode: String
Name: String

プロパティ
Columns
この階層の列。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption
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CountryCode
国コード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: US
Update requires: No interruption
Name
階層の表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet IngestionWaitPolicy
データセットを作成または更新するときに使用する待機ポリシー。デフォルトでは、SPICE の取り込みが
36 時間のタイムアウトで終了するまで待機します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IngestionWaitTimeInHours" : Double,
"WaitForSpiceIngestion" : Boolean

YAML
IngestionWaitTimeInHours: Double
WaitForSpiceIngestion: Boolean

プロパティ
IngestionWaitTimeInHours
取り込みが完了するまで待機する最大時間（時間単位）。デフォルトのタイムアウトは 36 時間で
す。DataSetImportModeモードが SPICE に設定され、WaitForSpiceIngestion が true に設定
されている場合にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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WaitForSpiceIngestion
SPICE の取り込みが完了するのを待って、データセットの作成または更新が成功したことをマークし
ます。デフォルト (true)DataSetImportModeモードが SPICE に設定されている場合にのみ適用され
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet InputColumn
変換操作の入力として使用される列のメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Name: String
Type: String

プロパティ
Name
基になるデータソース内のこの列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Type
列のデータ型。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BIT | BOOLEAN | DATETIME | DECIMAL | INTEGER | JSON | STRING
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5346

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

AWS::QuickSight::DataSet JoinInstruction
結合に関連する指示。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LeftJoinKeyProperties" : JoinKeyProperties (p. 5348),
"LeftOperand" : String,
"OnClause" : String,
"RightJoinKeyProperties" : JoinKeyProperties (p. 5348),
"RightOperand" : String,
"Type" : String

YAML
LeftJoinKeyProperties:
JoinKeyProperties (p. 5348)
LeftOperand: String
OnClause: String
RightJoinKeyProperties:
JoinKeyProperties (p. 5348)
RightOperand: String
Type: String

プロパティ
LeftJoinKeyProperties
左側のオペランドのキープロパティを結合します。
必須: いいえ
タイプ: JoinKeyProperties (p. 5348)
Update requires: No interruption
LeftOperand
結合の左側にあるオペランド。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [0-9a-zA-Z-]*
Update requires: No interruption
OnClause
結合の ON 句で提供される結合命令。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
Update requires: No interruption
RightJoinKeyProperties
右側のオペランドのキープロパティを結合します。
必須: いいえ
タイプ: JoinKeyProperties (p. 5348)
Update requires: No interruption
RightOperand
結合の右側にあるオペランド。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [0-9a-zA-Z-]*
Update requires: No interruption
Type
結合のタイプです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: INNER | LEFT | OUTER | RIGHT
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet JoinKeyProperties
結合に参加している列に関連付けられたプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"UniqueKey" : Boolean
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YAML
UniqueKey: Boolean

プロパティ
UniqueKey
テーブルの行が、結合キーの列によって一意に識別されることを示す値。Amazon QuickSight は、ク
エリのパフォーマンスを最適化するために使用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet LogicalTable
論理テーブルは、結合し、そのデータ変換が動作する単位です。論理テーブルにはソースがあります。
ソースは、物理テーブルまたは結合の結果のいずれかになります。論理テーブルが物理テーブルを指し
ている場合、論理テーブルは、変換操作を通じて、その物理テーブルの変更可能なコピーとして機能しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Alias" : String,
"DataTransforms" : [ TransformOperation (p. 5360), ... ],
"Source" : LogicalTableSource (p. 5350)

YAML
Alias: String
DataTransforms:
- TransformOperation (p. 5360)
Source:
LogicalTableSource (p. 5350)

プロパティ
Alias
論理テーブルの表示名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
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Update requires: No interruption
DataTransforms
この論理テーブルに作用する変換操作。
必須: いいえ
タイプ: TransformOperation (p. 5360) 一覧
最大: 2048
Update requires: No interruption
Source
この論理テーブルのソース。
必須: はい
タイプ: LogicalTableSource (p. 5350)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet LogicalTableSource
論理テーブルのソースに関する情報。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、属
性の 1 つだけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"JoinInstruction" : JoinInstruction (p. 5347),
"PhysicalTableId" : String

YAML
JoinInstruction:
JoinInstruction (p. 5347)
PhysicalTableId: String

プロパティ
JoinInstruction
2 つの論理テーブルの結合結果を指定します。
必須: いいえ
タイプ: JoinInstruction (p. 5347)
Update requires: No interruption
PhysicalTableId
物理テーブル ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: [0-9a-zA-Z-]*
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet OutputColumn
出力列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"Name" : String,
"Type" : String

YAML
Description: String
Name: String
Type: String

プロパティ
Description
列の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 500
Update requires: No interruption
Name
データセットの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 128
Update requires: No interruption
Type
タイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DATETIME | DECIMAL | INTEGER | STRING
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet PhysicalTable
基になるソース内にあるデータの形状に関する情報を含むデータソースのビュー。これはバリアント型の
構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CustomSql" : CustomSql (p. 5341),
"RelationalTable" : RelationalTable (p. 5353),
"S3Source" : S3Source (p. 5358)

YAML
CustomSql:
CustomSql (p. 5341)
RelationalTable:
RelationalTable (p. 5353)
S3Source:
S3Source (p. 5358)

プロパティ
CustomSql
カスタム SQL クエリの結果から構築された物理テーブルタイプ。
必須: いいえ
タイプ: CustomSql (p. 5341)
Update requires: No interruption
RelationalTable
リレーショナルデータソースの物理テーブルタイプ。
必須: いいえ
タイプ: RelationalTable (p. 5353)
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Update requires: No interruption
S3Source
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。
必須: いいえ
タイプ: S3Source (p. 5358)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet ProjectOperation
列を投影する変換操作。投影後に実行される操作は、投影された列のみを参照できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ProjectedColumns" : [ String, ... ]

YAML
ProjectedColumns:
- String

プロパティ
ProjectedColumns
投影された列。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 2000
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet RelationalTable
リレーショナルデータソースの物理テーブルタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Catalog" : String,
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}

"DataSourceArn" : String,
"InputColumns" : [ InputColumn (p. 5346), ... ],
"Name" : String,
"Schema" : String

YAML
Catalog: String
DataSourceArn: String
InputColumns:
- InputColumn (p. 5346)
Name: String
Schema: String

プロパティ
Catalog
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSourceArn
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputColumns
テーブルの列スキーマ。
必須: はい
タイプ: InputColumn (p. 5346) 一覧
最大: 2048
Update requires: No interruption
Name
リレーショナルテーブルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
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Schema
スキーマ名。この名前は、特定のリレーショナルデータベースエンジンに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet RenameColumnOperation
列の名前を変更する変換操作。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnName" : String,
"NewColumnName" : String

YAML
ColumnName: String
NewColumnName: String

プロパティ
ColumnName
名前を変更する列の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
NewColumnName
列の新しい名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::DataSet ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String

プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet RowLevelPermissionDataSet
行レベルのセキュリティ (RLS) のアクセス許可を含むデータセットに関する情報。アクセス許可データ
セットは、フィールドをユーザーまたはグループにマップします。詳細については、Amazon QuickSight
ユーザーガイドの Using Row-Level Security (RLS) to Restrict Access to a Dataset を参照してください。
PermissionPolicy を DENY_ACCESS に設定してアクセス許可を拒否するオプションは、新しい RLS
データセットではサポートされていません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"FormatVersion" : String,
"Namespace" : String,
"PermissionPolicy" : String

YAML
Arn: String
FormatVersion: String
Namespace: String
PermissionPolicy: String

プロパティ
Arn
RLS のアクセス許可を含むデータセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FormatVersion
RLS の許可を含むデータセットに関連付けられているユーザーまたはグループのルール。
デフォルトでは、FormatVersion は VERSION_1 です。FormatVersion が VERSION_1 の場
合、UserName と GroupName は必須です。FormatVersion が VERSION_2 の場合、UserARN と
GroupARN は必須であり、Namespace は存在してはなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: VERSION_1 | VERSION_2
Update requires: No interruption
Namespace
RLS のアクセス許可を含むデータセットに関連付けられた名前空間。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9._-]*$
Update requires: No interruption
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PermissionPolicy
RLS のアクセス許可を解釈するときに使用するアクセス許可のタイプ。DENY_ACCESS は、下位互換
性のためにのみ含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DENY_ACCESS | GRANT_ACCESS
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet S3Source
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataSourceArn" : String,
"InputColumns" : [ InputColumn (p. 5346), ... ],
"UploadSettings" : UploadSettings (p. 5361)

YAML
DataSourceArn: String
InputColumns:
- InputColumn (p. 5346)
UploadSettings:
UploadSettings (p. 5361)

プロパティ
DataSourceArn
データソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InputColumns
S3 データソースとしてのの物理テーブルタイプ。

Note
非 JSON ファイルの場合、入力列では STRING データ型のみがサポートされます。
必須: はい
タイプ: InputColumn (p. 5346) 一覧
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最大: 2048
Update requires: No interruption
UploadSettings
1 つまたは複数の S3 ソースファイルの形式に関する情報。
必須: いいえ
タイプ: UploadSettings (p. 5361)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet TagColumnOperation
列に追加情報をタグ付けする変換操作。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ColumnName" : String,
"Tags" : [ ColumnTag (p. 5340), ... ]

YAML
ColumnName: String
Tags:
- ColumnTag (p. 5340)

プロパティ
ColumnName
この操作が作用する列。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Tags
データセット列タグ。現在、GeoSpatial タイプのタグ付けにのみ使用されています。

Note
これは AWS タグ付け機能のタグではありません。
必須: はい
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タイプ: ColumnTag (p. 5340) 一覧
最大: 16
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet TransformOperation
論理テーブルのデータ変換。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つ
だけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CastColumnTypeOperation" : CastColumnTypeOperation (p. 5337),
"CreateColumnsOperation" : CreateColumnsOperation (p. 5341),
"FilterOperation" : FilterOperation (p. 5343),
"ProjectOperation" : ProjectOperation (p. 5353),
"RenameColumnOperation" : RenameColumnOperation (p. 5355),
"TagColumnOperation" : TagColumnOperation (p. 5359)

YAML
CastColumnTypeOperation:
CastColumnTypeOperation (p. 5337)
CreateColumnsOperation:
CreateColumnsOperation (p. 5341)
FilterOperation:
FilterOperation (p. 5343)
ProjectOperation:
ProjectOperation (p. 5353)
RenameColumnOperation:
RenameColumnOperation (p. 5355)
TagColumnOperation:
TagColumnOperation (p. 5359)

プロパティ
CastColumnTypeOperation
列を別のタイプにキャストする変換操作。
必須: いいえ
タイプ: CastColumnTypeOperation (p. 5337)
Update requires: No interruption
CreateColumnsOperation
計算列を作成する操作。このような操作の 1 つで作成された列は、レキシカルクロージャを形成しま
す。
必須: いいえ
タイプ: CreateColumnsOperation (p. 5341)
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Update requires: No interruption
FilterOperation
何らかの条件に基づいて行をフィルタリングする操作。
必須: いいえ
タイプ: FilterOperation (p. 5343)
Update requires: No interruption
ProjectOperation
列を投影する操作。投影後に実行される操作は、投影された列のみを参照できます。
必須: いいえ
タイプ: ProjectOperation (p. 5353)
Update requires: No interruption
RenameColumnOperation
列の名前を変更する操作。
必須: いいえ
タイプ: RenameColumnOperation (p. 5355)
Update requires: No interruption
TagColumnOperation
列に追加情報をタグ付けする操作。
必須: いいえ
タイプ: TagColumnOperation (p. 5359)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSet UploadSettings
1 つまたは複数のソースファイルの形式に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainsHeader" : Boolean,
"Delimiter" : String,
"Format" : String,
"StartFromRow" : Double,
"TextQualifier" : String

YAML
ContainsHeader: Boolean
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Delimiter: String
Format: String
StartFromRow: Double
TextQualifier: String

プロパティ
ContainsHeader
ファイルにヘッダー行があるか、ファイルごとにもヘッダー行があるかどうかを決めます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Delimiter
ファイル内にある値間の区切り文字。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1
Update requires: No interruption
Format
ファイル形式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CLF | CSV | ELF | JSON | TSV | XLSX
Update requires: No interruption
StartFromRow
データの読み取りを開始する行番号。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 1
Update requires: No interruption
TextQualifier
テキスト修飾子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DOUBLE_QUOTE | SINGLE_QUOTE
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::DataSource
データソースを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QuickSight::DataSource",
"Properties" : {
"AlternateDataSourceParameters" : [ DataSourceParameters (p. 5372), ... ],
"AwsAccountId" : String,
"Credentials" : DataSourceCredentials (p. 5371),
"DataSourceId" : String,
"DataSourceParameters" : DataSourceParameters (p. 5372),
"ErrorInfo" : DataSourceErrorInfo (p. 5371),
"Name" : String,
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5384), ... ],
"SslProperties" : SslProperties (p. 5388),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Type" : String,
"VpcConnectionProperties" : VpcConnectionProperties (p. 5390)
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::DataSource
Properties:
AlternateDataSourceParameters:
- DataSourceParameters (p. 5372)
AwsAccountId: String
Credentials:
DataSourceCredentials (p. 5371)
DataSourceId: String
DataSourceParameters:
DataSourceParameters (p. 5372)
ErrorInfo:
DataSourceErrorInfo (p. 5371)
Name: String
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5384)
SslProperties:
SslProperties (p. 5388)
Tags:
- Tag
Type: String
VpcConnectionProperties:
VpcConnectionProperties (p. 5390)

プロパティ
AlternateDataSourceParameters
このデータソースに格納された認証情報で共有する代替データソースパラメータのセット。作成ま
たは更新リクエストを使用してデータソースをコピーするときに、認証情報は、データソースパラ
メータと連動して適用されます。API 操作は、リクエストに含まれる DataSourceParameters
構造を AlternateDataSourceParameters 許可リストに含まれる構造と比べます。構造
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が完全に一致する場合、リクエストはこの既存のデータソースからの認証情報を使用できま
す。AlternateDataSourceParameters リストが null の場合、この DataSourceParameters で
最初に使用した Credentials が自動的に許可されます。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceParameters (p. 5372) 一覧
最大: 50
Update requires: No interruption
AwsAccountId
AWS アカウント、ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
Credentials
基になるソースに接続するために使用する認証情報 QuickSight。現在、ユーザー名とパスワードに基
づく認証情報のみがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceCredentials (p. 5371)
Update requires: No interruption
DataSourceId
データソースの ID。この ID は、各 AWS アカウントで AWS リージョン ごとに一意です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DataSourceParameters
QuickSight が基になるソースに接続するために使用するパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceParameters (p. 5372)
Update requires: No interruption
ErrorInfo
前回の更新またはデータソースの作成からのエラー情報。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceErrorInfo (p. 5371)
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Update requires: No interruption
Name
データソースの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Permissions
データセットに対するリソースアクセス許可のリスト。
必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5384) 一覧
最大: 64
Update requires: No interruption
SslProperties
QuickSight が基になるソースに接続するときに適用される Secure Socket Layer (SSL) プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: SslProperties (p. 5388)
Update requires: No interruption
Tags
データソースに割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと値のペアのマップが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
Type
データソースの型。現在、この操作でサポートされているタイプは ATHENA, AURORA,
AURORA_POSTGRESQL, AMAZON_ELASTICSEARCH, MARIADB, MYSQL, POSTGRESQL, PRESTO,
REDSHIFT, S3, SNOWFLAKE, SPARK, SQLSERVER, TERADATA です。すべてのデータソースの
リストを返すために ListDataSources を使用します。
AMAZON_ELASTICSEARCHは、アマゾンが管理する Elasticsearch サービス用です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADOBE_ANALYTICS | AMAZON_ELASTICSEARCH | ATHENA | AURORA |
AURORA_POSTGRESQL | AWS_IOT_ANALYTICS | GITHUB | JIRA | MARIADB | MYSQL |
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ORACLE | POSTGRESQL | PRESTO | REDSHIFT | S3 | SALESFORCE | SERVICENOW |
SNOWFLAKE | SPARK | SQLSERVER | TERADATA | TIMESTREAM | TWITTER
Update requires: Replacement
VpcConnectionProperties
このパラメータを使用する必要があるのは、基になるソースに接続するときに QuickSight で VPC 接
続を使用する場合のみです。
必須: いいえ
タイプ: VpcConnectionProperties (p. 5390)
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
データセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedTime
このデータソースが作成された時刻。
LastUpdatedTime
このデータソースが最後に更新された時刻。
Status
リクエストの HTTP ステータス。

AWS::QuickSight::DataSource AmazonElasticsearchParameters
Amazon Elasticsearch サービスのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Domain" : String

YAML
Domain: String

プロパティ
Domain
Amazon Elasticsearch Service ドメイン。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource AthenaParameters
Amazon Athena のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"WorkGroup" : String

YAML
WorkGroup: String

プロパティ
WorkGroup
Amazon Athena が使用するワークグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource AuroraParameters
Amazon Aurora のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Database" : String,
"Host" : String,
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}

"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource AuroraPostgreSqlParameters
PostgreSQL との互換性のあるパラメータを持つ Amazon Aurora。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource CredentialPair
認証情報として使用されるユーザー名とパスワードの組み合わせ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AlternateDataSourceParameters" : [ DataSourceParameters (p. 5372), ... ],
"Password" : String,
"Username" : String

YAML
AlternateDataSourceParameters:
- DataSourceParameters (p. 5372)
Password: String
Username: String

プロパティ
AlternateDataSourceParameters
これらの認証情報のために共有する一連の代替データソースパラメータ。作成または更新リ
クエストを使用してデータソースをコピーするときに、認証情報は、データソースパラメータ
と連動して適用されます。API 操作は、リクエストに含まれる DataSourceParameters 構
造を AlternateDataSourceParameters 許可リストに含まれる構造と比べます。構造が
完全に一致する場合、リクエストは既存の認証情報を持つ新しいデータソースを使用できま
す。AlternateDataSourceParameters リストが null の場合、これらの Credentials で最初に
使用した DataSourceParameters が自動的に許可されます。
必須: いいえ
タイプ: DataSourceParameters (p. 5372) 一覧
最大: 50
Update requires: No interruption
Password
パスワード.
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Username
ユーザー名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource DataSourceCredentials
データソース認証情報。これはバリアント型の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけ
を null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CopySourceArn" : String,
"CredentialPair" : CredentialPair (p. 5369)

YAML
CopySourceArn: String
CredentialPair:
CredentialPair (p. 5369)

プロパティ
CopySourceArn
使用する認証情報ペアを持つデータソースの Amazon リソースネーム (ARN)。CopySourceArn が
null でない場合、ARN のデータソースからの認証情報ペアが DataSourceCredentials 構造の認証
情報として使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^arn:[-a-z0-9]*:quicksight:[-a-z0-9]*:[0-9]{12}:datasource/.+
Update requires: No interruption
CredentialPair
認証情報ペア。詳細については、CredentialPair を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CredentialPair (p. 5369)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource DataSourceErrorInfo
データソースの作成または更新に関するエラー情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Message" : String,
"Type" : String

YAML
Message: String
Type: String

プロパティ
Message
エラーメッセージ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
エラータイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ACCESS_DENIED | CONFLICT | COPY_SOURCE_NOT_FOUND |
ENGINE_VERSION_NOT_SUPPORTED | GENERIC_SQL_FAILURE | TIMEOUT | UNKNOWN |
UNKNOWN_HOST
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource DataSourceParameters
基になるデータソースに接続するために Amazon QuickSight が使用するパラメータ。これはバリアント型
の構造です。この構造を有効にする場合は、属性の 1 つだけを null 以外にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AmazonElasticsearchParameters" : AmazonElasticsearchParameters (p. 5366),
"AthenaParameters" : AthenaParameters (p. 5367),
"AuroraParameters" : AuroraParameters (p. 5367),
"AuroraPostgreSqlParameters" : AuroraPostgreSqlParameters (p. 5368),
"MariaDbParameters" : MariaDbParameters (p. 5376),
"MySqlParameters" : MySqlParameters (p. 5378),
"OracleParameters" : OracleParameters (p. 5379),
"PostgreSqlParameters" : PostgreSqlParameters (p. 5379),
"PrestoParameters" : PrestoParameters (p. 5381),
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}

"RdsParameters" : RdsParameters (p. 5382),
"RedshiftParameters" : RedshiftParameters (p. 5382),
"S3Parameters" : S3Parameters (p. 5385),
"SnowflakeParameters" : SnowflakeParameters (p. 5385),
"SparkParameters" : SparkParameters (p. 5386),
"SqlServerParameters" : SqlServerParameters (p. 5387),
"TeradataParameters" : TeradataParameters (p. 5389)

YAML
AmazonElasticsearchParameters:
AmazonElasticsearchParameters (p. 5366)
AthenaParameters:
AthenaParameters (p. 5367)
AuroraParameters:
AuroraParameters (p. 5367)
AuroraPostgreSqlParameters:
AuroraPostgreSqlParameters (p. 5368)
MariaDbParameters:
MariaDbParameters (p. 5376)
MySqlParameters:
MySqlParameters (p. 5378)
OracleParameters:
OracleParameters (p. 5379)
PostgreSqlParameters:
PostgreSqlParameters (p. 5379)
PrestoParameters:
PrestoParameters (p. 5381)
RdsParameters:
RdsParameters (p. 5382)
RedshiftParameters:
RedshiftParameters (p. 5382)
S3Parameters:
S3Parameters (p. 5385)
SnowflakeParameters:
SnowflakeParameters (p. 5385)
SparkParameters:
SparkParameters (p. 5386)
SqlServerParameters:
SqlServerParameters (p. 5387)
TeradataParameters:
TeradataParameters (p. 5389)

プロパティ
AmazonElasticsearchParameters
Amazon Elasticsearch サービスのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: AmazonElasticsearchParameters (p. 5366)
Update requires: No interruption
AthenaParameters
Amazon Athena のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: AthenaParameters (p. 5367)
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Update requires: No interruption
AuroraParameters
Amazon Aurora MySQL のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: AuroraParameters (p. 5367)
Update requires: No interruption
AuroraPostgreSqlParameters
Aurora PostgreSQL のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: AuroraPostgreSqlParameters (p. 5368)
Update requires: No interruption
MariaDbParameters
MariaDB パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MariaDbParameters (p. 5376)
Update requires: No interruption
MySqlParameters
MySQL のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MySqlParameters (p. 5378)
Update requires: No interruption
OracleParameters
Oracle のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: OracleParameters (p. 5379)
Update requires: No interruption
PostgreSqlParameters
PostgreSQL パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: PostgreSqlParameters (p. 5379)
Update requires: No interruption
PrestoParameters
Presto パラメータ。
必須: いいえ
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タイプ: PrestoParameters (p. 5381)
Update requires: No interruption
RdsParameters
Amazon RDS パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: RdsParameters (p. 5382)
Update requires: No interruption
RedshiftParameters
Amazon Redshift パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: RedshiftParameters (p. 5382)
Update requires: No interruption
S3Parameters
S3 パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: S3Parameters (p. 5385)
Update requires: No interruption
SnowflakeParameters
Snowflake パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: SnowflakeParameters (p. 5385)
Update requires: No interruption
SparkParameters
Spark パラメータ。
必須: いいえ
タイプ: SparkParameters (p. 5386)
Update requires: No interruption
SqlServerParameters
SQL サーバーのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: SqlServerParameters (p. 5387)
Update requires: No interruption
TeradataParameters
Teradata パラメータ。
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必須: いいえ
タイプ: TeradataParameters (p. 5389)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource ManifestFileLocation
Amazon S3 マニフェストファイルの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String,
"Key" : String

YAML
Bucket: String
Key: String

プロパティ
Bucket
Amazon S3 バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Key
オブジェクトを識別する Amazon S3 キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource MariaDbParameters
MariaDB パラメータ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::DataSource MySqlParameters
MySQL のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
API バージョン 2010-05-15
5378

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource OracleParameters
Oracle のパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource PostgreSqlParameters
PostgreSQL パラメータ。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::DataSource PrestoParameters
Presto パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Catalog" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Catalog: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Catalog
カタログ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5381

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

AWS::QuickSight::DataSource RdsParameters
Amazon RDS パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Database" : String,
"InstanceId" : String

YAML
Database: String
InstanceId: String

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
InstanceId
インスタンス ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource RedshiftParameters
Amazon Redshift パラメータ。Host と Port の両方が設定されている場合、ClusterId フィールドは
空白にすることができます。ClusterId フィールドが設定されている場合、Host フィールドと Port
フィールドは空白にすることができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"ClusterId" : String,
"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
ClusterId: String
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
ClusterId
クラスター ID。Host と Port が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。ClusterId が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。ClusterId が指定されている場合、このフィールドは空白にすることができます。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String

プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource S3Parameters
S3 パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ManifestFileLocation" : ManifestFileLocation (p. 5376)

YAML
ManifestFileLocation:
ManifestFileLocation (p. 5376)

プロパティ
ManifestFileLocation
Amazon S3 マニフェストファイルの場所。マニフェストファイルが QuickSight にアップロードされ
た場合、これは NULL です。
必須: はい
タイプ: ManifestFileLocation (p. 5376)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource SnowflakeParameters
Snowflake パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Warehouse" : String

YAML
Database: String
Host: String
Warehouse: String
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プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Warehouse
ウェアハウス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource SparkParameters
Spark パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Host: String
Port: Double
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プロパティ
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource SqlServerParameters
SQL サーバーのパラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource SslProperties
QuickSight が基になるデータソースに接続するときに適用される Secure Socket Layer (SSL) プロパ
ティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DisableSsl" : Boolean

YAML
DisableSsl: Boolean

プロパティ
DisableSsl
SSL を無効にするかどうかを制御するブールオプション。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource TeradataParameters
Teradata パラメータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Database" : String,
"Host" : String,
"Port" : Double

YAML
Database: String
Host: String
Port: Double

プロパティ
Database
データベース。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Host
ホスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
Port
ポート。
必須: はい
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タイプ: 倍精度
最小: 1
最大: 65535
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::DataSource VpcConnectionProperties
VPC 接続プロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VpcConnectionArn" : String

YAML
VpcConnectionArn: String

プロパティ
VpcConnectionArn
VPC 接続の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Template
既存の Amazon QuickSight 分析またはテンプレートからテンプレートを作成します。作成されたテンプ
レートを使用して、ダッシュボードを作成できます。
テンプレートは QuickSight のエンティティで、分析の作成に必要なメタデータをカプセル化し、ダッ
シュボードの作成に使用できます。テンプレートは、プレースホルダーを使用して分析に関連付けられ
たデータセットを置き換えることにより、抽象レイヤーを追加します。データセットプレースホルダーを
ソース分析およびテンプレートの作成に使用したのと同じスキーマに従うデータセットに置き換えること
により、テンプレートを使用してダッシュボードを作成できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::QuickSight::Template",
"Properties" : {
"AwsAccountId" : String,
"Name" : String,
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5394), ... ],
"SourceEntity" : TemplateSourceEntity (p. 5395),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TemplateId" : String,
"VersionDescription" : String
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::Template
Properties:
AwsAccountId: String
Name: String
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5394)
SourceEntity:
TemplateSourceEntity (p. 5395)
Tags:
- Tag
TemplateId: String
VersionDescription: String

プロパティ
AwsAccountId
グループが属している AWS アカウントの ID。現在は、Amazon QuickSight アカウントを含む AWS
アカウントの ID を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
Name
テンプレートの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Permissions
テンプレートに設定するリソースアクセス許可のリスト。
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必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5394) のリスト
最大: 64
Update requires: No interruption
SourceEntity
テンプレートを作成するときにソースとして使用しているエンティティ。SourceEntity では、
ソースとして使用するオブジェクトのタイプ (テンプレート用に SourceTemplate または分析用
に SourceAnalysis) を指定します。どちらの場合も、Amazon リソースネーム (ARN) が必要で
す。SourceTemplate に、ソーステンプレートの ARN を指定します。SourceAnalysis に、ソー
ス分析の ARN を指定します。SourceTemplate ARN には、任意の AWS アカウントと QuickSight
がサポートする任意の AWS リージョン を含めることができます。
SourceTemplate または SourceAnalysis 内の DataSetReferences エンティティを使用して、
オリジナルにリストされているプレースホルダの置換データセットをリストします。各データセット
のスキーマは、そのプレースホルダと一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: TemplateSourceEntity (p. 5395)
Update requires: No interruption
Tags
リソースに割り当てられたリソースタグまたはタグのキーと値のペアのマップが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
TemplateId
作成したいテンプレートのID。このテンプレートは、各 AWS アカウントの AWS リージョン ごとに
一意です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: Replacement
VersionDescription
作成中の現在のテンプレートバージョンの説明。この API オペレーションは、テンプレートの最初の
バージョンを作成します。UpdateTemplateが呼び出されるたびに、新しいバージョンが作成されま
す。テンプレートの各バージョンでは、VersionDescription フィールド内のバージョンの説明が
保持されます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
テンプレートの Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedTime
このテンプレートが作成された時刻。
LastUpdatedTime
このテンプレートが最後に更新された時刻。

AWS::QuickSight::Template DataSetReference
データセットリファレンス。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataSetArn" : String,
"DataSetPlaceholder" : String

YAML
DataSetArn: String
DataSetPlaceholder: String

プロパティ
DataSetArn
データセット Amazon リソースネーム (ARN)
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSetPlaceholder
データセットのプレースホルダー。
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必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Template ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String

プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
API バージョン 2010-05-15
5394

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon QuickSight

AWS::QuickSight::Template TemplateSourceAnalysis
テンプレートのソース分析。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"DataSetReferences" : [ DataSetReference (p. 5393), ... ]

YAML
Arn: String
DataSetReferences:
- DataSetReference (p. 5393)

プロパティ
Arn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DataSetReferences
テンプレートでプレースホルダーとして使用されるデータセットリファレンスに関する情報を含む構
造体。
必須: はい
タイプ: DataSetReference (p. 5393) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Template TemplateSourceEntity
テンプレートのソースエンティティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SourceAnalysis" : TemplateSourceAnalysis (p. 5395),
"SourceTemplate" : TemplateSourceTemplate (p. 5396)
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YAML
SourceAnalysis:
TemplateSourceAnalysis (p. 5395)
SourceTemplate:
TemplateSourceTemplate (p. 5396)

プロパティ
SourceAnalysis
ソース分析 (分析に基づいている場合)。
必須: いいえ
タイプ: TemplateSourceAnalysis (p. 5395)
Update requires: No interruption
SourceTemplate
ソーステンプレート (テンプレートに基づいている場合)。
必須: いいえ
タイプ: TemplateSourceTemplate (p. 5396)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Template TemplateSourceTemplate
テンプレートのソーステンプレート。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
リソースの Amazon リソース名 (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::Theme
テーマを更新します。
テーマは、色とレイアウトの設定オプションのセットです。テーマは、分析とダッシュボードに適用され
ます。詳細については、Amazon QuickSight ユーザーガイドの Amazon QuickSight でのテーマの使用を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::QuickSight::Theme",
"Properties" : {
"AwsAccountId" : String,
"BaseThemeId" : String,
"Configuration" : ThemeConfiguration (p. 5404),
"Name" : String,
"Permissions" : [ ResourcePermission (p. 5403), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"ThemeId" : String,
"VersionDescription" : String
}

YAML
Type: AWS::QuickSight::Theme
Properties:
AwsAccountId: String
BaseThemeId: String
Configuration:
ThemeConfiguration (p. 5404)
Name: String
Permissions:
- ResourcePermission (p. 5403)
Tags:
- Tag
ThemeId: String
VersionDescription: String

プロパティ
AwsAccountId
新しいテーマを保存したい AWS アカウントの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^[0-9]{12}$
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Update requires: Replacement
BaseThemeId
カスタムテーマが継承するテーマの ID。すべてのテーマは、Amazon QuickSight によって定義された
開始テーマの 1 つを継承します。開始テーマのリストを表示するには、ListThemes を使用する、あ
るいは QuickSight 分析内から 、 テーマ を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: No interruption
Configuration
すべてのテーマ表示プロパティを含むテーマ設定。
必須: いいえ
タイプ: ThemeConfiguration (p. 5404)
Update requires: No interruption
Name
テーマの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Permissions
新しいテーマに適用するリソースアクセス許可の有効なグループです。
必須: いいえ
タイプ: ResourcePermission (p. 5403) のリスト
最大: 64
Update requires: No interruption
Tags
リソースに追加したい 1 つまたは複数のリソースタグのキーと値のペアのマップ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
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Update requires: No interruption
ThemeId
作成したいテーマの ID。このテーマ ID は、各 AWS アカウントの AWS リージョン ごとに一意で
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: [\w\-]+
Update requires: Replacement
VersionDescription
作成しているテーマの最初のバージョンの説明。UpdateThemeが呼び出されるたびに、新しいバー
ジョンが作成されます。テーマの各バージョンには、VersionDescription フィールド内のバー
ジョンの説明があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
Arn
テーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
CreatedTime
テーマが作成された時刻。
LastUpdatedTime
テーマが最後に更新された時刻。
Type
テーマタイプ

AWS::QuickSight::Theme BorderStyle
ビジュアルのタイルの境界線の表示オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Show" : Boolean

YAML
Show: Boolean

プロパティ
Show
ビジュアルの境界線の表示を有効にするオプション。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme DataColorPalette
グラフのデータの色に使用されるテーマカラーです。色の説明は、# の接頭辞を付けた、6 文字の英数字
で構成された 16 進数のカラーコードです (例えば、#37BFF5)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Colors" : [ String, ... ],
"EmptyFillColor" : String,
"MinMaxGradient" : [ String, ... ]

YAML
Colors:
- String
EmptyFillColor: String
MinMaxGradient:
- String

プロパティ
Colors
色の 16 進数コード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
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Update requires: No interruption
EmptyFillColor
データ不足が強調表示されているグラフに適用される色の 16 進数コード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
MinMaxGradient
カラーグラデーションを表す最小および最大 16 進数コードです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme Font
Font プロパティタイプは、AWS::QuickSight::Theme (p. 5397) の Property description not available. を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FontFamily" : String

YAML
FontFamily: String

プロパティ
FontFamily
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme GutterStyle
シート上のタイル間のガーターのスペースの表示オプション。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Show" : Boolean

YAML
Show: Boolean

プロパティ
Show
このブール値は、シートタイルの間にガータースペースを表示するかどうかを制御します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme MarginStyle
シートの外縁の余白の表示オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Show" : Boolean

YAML
Show: Boolean

プロパティ
Show
このブール値は、シートの余白を表示するかどうかを制御します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::Theme ResourcePermission
リソースの権限。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"Principal" : String

YAML
Actions:
- String
Principal: String

プロパティ
Actions
許可を付与または取り消す IAM アクション。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principal
プリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。これには、次のいずれかを指定できます。
• データソースまたはデータセットに関連付けられた Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの
ARN。(これは共通です)
• 分析、ダッシュボード、テンプレート、またはテーマに関連付けられた Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、または名前空間の ARN。(これは共通です)
• AWS account ルートの ARN: これは Amazon QuickSight ARN ではなく IAM ARN です。このオプ
ションは、AWS accounts 間でリソース (テンプレート) を共有する場合のみに使用します。（こち
らはそれほど一般的ではありません）。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme SheetStyle
シートのテーマ表示オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Tile" : TileStyle (p. 5406),
"TileLayout" : TileLayoutStyle (p. 5405)

YAML
Tile:
TileStyle (p. 5406)
TileLayout:
TileLayoutStyle (p. 5405)

プロパティ
Tile
タイルの表示オプション。
必須: いいえ
タイプ: TileStyle (p. 5406)
Update requires: No interruption
TileLayout
タイルのレイアウトオプション。
必須: いいえ
タイプ: TileLayoutStyle (p. 5405)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme ThemeConfiguration
テーマの設定。この設定には、テーマのすべての表示プロパティが含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataColorPalette" : DataColorPalette (p. 5400),
"Sheet" : SheetStyle (p. 5403),
"Typography" : Typography (p. 5407),
"UIColorPalette" : UIColorPalette (p. 5407)

YAML
DataColorPalette:
DataColorPalette (p. 5400)
Sheet:
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SheetStyle (p. 5403)
Typography:
Typography (p. 5407)
UIColorPalette:
UIColorPalette (p. 5407)

プロパティ
DataColorPalette
グラフデータの色に適用される色プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: DataColorPalette (p. 5400)
Update requires: No interruption
Sheet
シートに関連するオプションを表示します。
必須: いいえ
タイプ: SheetStyle (p. 5403)
Update requires: No interruption
Typography
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: タイポグラフィ (p. 5407)
Update requires: No interruption
UIColorPalette
UI およびグラフに適用される色プロパティ (データに適用される色を除く)。
必須: いいえ
タイプ: UIColorPalette (p. 5407)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme TileLayoutStyle
シート上のタイルのレイアウトの表示オプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Gutter" : GutterStyle (p. 5401),
"Margin" : MarginStyle (p. 5402)
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YAML
Gutter:
GutterStyle (p. 5401)
Margin:
MarginStyle (p. 5402)

プロパティ
Gutter
タイル間に適用されるガーターの設定。
必須: いいえ
タイプ: GutterStyle (p. 5401)
Update requires: No interruption
Margin
シートの外端に適用されるマージンの設定。
必須: いいえ
タイプ: MarginStyle (p. 5402)
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme TileStyle
シート上のタイルに関連するオプションを表示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Border" : BorderStyle (p. 5399)

YAML
Border:
BorderStyle (p. 5399)

プロパティ
Border
タイルの周囲の境界線。
必須: いいえ
タイプ: BorderStyle (p. 5399)
Update requires: No interruption
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AWS::QuickSight::Theme Typography
Typography プロパティタイプは、AWS::QuickSight::Theme (p. 5397) の Property description not
available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FontFamilies" : [ Font (p. 5401), ... ]

YAML
FontFamilies:
- Font (p. 5401)

プロパティ
FontFamilies
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: Font (p. 5401) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::QuickSight::Theme UIColorPalette
UI およびグラフに適用されるテーマの色 (データの色を除く)。色の説明は、# の接頭辞を付けた、6 文
字の英数字で構成された 16 進数のカラーコードです (例えば、#37BFF5)。詳細については、Amazon
QuickSight ユーザーガイドの Amazon QuickSight でのテーマの使用を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Accent" : String,
"AccentForeground" : String,
"Danger" : String,
"DangerForeground" : String,
"Dimension" : String,
"DimensionForeground" : String,
"Measure" : String,
"MeasureForeground" : String,
"PrimaryBackground" : String,
"PrimaryForeground" : String,
"SecondaryBackground" : String,
"SecondaryForeground" : String,
"Success" : String,
"SuccessForeground" : String,
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}

"Warning" : String,
"WarningForeground" : String

YAML
Accent: String
AccentForeground: String
Danger: String
DangerForeground: String
Dimension: String
DimensionForeground: String
Measure: String
MeasureForeground: String
PrimaryBackground: String
PrimaryForeground: String
SecondaryBackground: String
SecondaryForeground: String
Success: String
SuccessForeground: String
Warning: String
WarningForeground: String

プロパティ
Accent
この色は、選択した状態とボタンに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
AccentForeground
アクセントカラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
Danger
エラーメッセージに適用される色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
DangerForeground
エラーカラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
Dimension
ディメンションとして識別されるフィールドの名前に適用される色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
DimensionForeground
ディメンションカラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
Measure
メジャーとして識別されるフィールドの名前に適用される色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
MeasureForeground
メジャーカラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
PrimaryBackground
ビジュアルやその他の高強調 UI に適用される背景色です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
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PrimaryForeground
グリッド線、枠線、表の結合、アイコンなど、主要な背景領域に表示されるテキストやその他の前景
要素の色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
SecondaryBackground
シートの背景とシートコントロールに適用される背景色です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
SecondaryForeground
セカンダリ背景上に表示されるシートタイトル、シートコントロールテキスト、または UI に適用され
る前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
Success
ダウンロードの成功を示すチェックマークなど、成功メッセージに適用される色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
SuccessForeground
成功カラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
Warning
警告メッセージおよび情報メッセージに適用される色です。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption
WarningForeground
警告カラーの上に表示されるテキストやその他の要素に適用される前景色。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^#[A-F0-9]{6}$
Update requires: No interruption

AWS Resource Access Manager リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::RAM::ResourceShare (p. 5411)

AWS::RAM::ResourceShare
リソース共有を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RAM::ResourceShare",
"Properties" : {
"AllowExternalPrincipals" : Boolean,
"Name" : String,
"PermissionArns" : [ String, ... ],
"Principals" : [ String, ... ],
"ResourceArns" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RAM::ResourceShare
Properties:
AllowExternalPrincipals: Boolean
Name: String
PermissionArns:
- String
Principals:
- String
ResourceArns:
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- String
Tags:
- Tag

プロパティ
AllowExternalPrincipals
AWS Organizations 組織外のプリンシパルをリソース共有に関連付けることができるかどうかを示し
ます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
リソース共有の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PermissionArns
リソース共有に関連付ける許可の Amazon リソースネーム (ARN)。許可に ARN を指定しない場
合、AWS RAM は各リソースタイプ用の許可のデフォルトバージョンを自動的にアタッチします。リ
ソース共有の各リソースタイプに関連付けることができる許可は 1 つだけです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Principals
リソース共有に関連付けるプリンシパル。指定できる値は以下のとおりです。
• AWS アカウント ID
• AWS Organizations 内の組織の Amazon リソースネーム (ARN)。
• AWS Organizations の組織単位 (OU) の ARN
• IAM ロールの ARN
• IAM ユーザーの ARN

Note
すべてのリソースタイプを IAM ロールおよび IAM ユーザーと共有できるわけではありませ
ん。詳細については、AWS Resource Access Manager ユーザーガイドの Sharing with IAM
roles and IAM users を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ResourceArns
リソース共有に関連付けるリソースの ARN。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
リソース共有の ID をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
リソース共有の Amazon リソース名 (ARN)。

例
リソース共有の作成
次の例では、リソース共有を作成する方法を示します。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myresourceshare:
Type: "AWS::RAM::ResourceShare"
Properties:
Name: "My Resource Share"
ResourceArns:
- "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:resourcetype/12345678-1234-1234-1234-12345678"
Principals:
- "210987654321"
Tags:
- Key: "Key1"
Value: "Value1"
- Key: "Key2"
Value: "Value2"
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09T00:00:00.000Z",
"Resources": {
"myresourceshare": {
"Type": "AWS::RAM::ResourceShare",
"Properties": {
"Name": "My Resource Share",
"ResourceArns": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:resourcetype/12345678-1234-1234-1234-12345678"
],
"Principals": [
"210987654321"
],
"Tags": [
{
"Key": "Key1",
"Value": "Value1"
},
{
"Key": "Key2",
"Value": "Value2"
}
]
}
}
}
}

以下の資料も参照してください。
• AWS Resource Access Manager の API 参照の CreateResourceShare
• AWS Resource Access Manager ユーザーガイド

Amazon Relational Database Service リソースタイプ
のリファレンス
リソースタイプ
• AWS::RDS::DBCluster (p. 5415)
• AWS::RDS::DBClusterParameterGroup (p. 5436)
• AWS::RDS::DBInstance (p. 5438)
• AWS::RDS::DBParameterGroup (p. 5467)
• AWS::RDS::DBProxy (p. 5470)
• AWS::RDS::DBProxyEndpoint (p. 5477)
• AWS::RDS::DBProxyTargetGroup (p. 5482)
• AWS::RDS::DBSecurityGroup (p. 5485)
• AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress (p. 5490)
• AWS::RDS::DBSubnetGroup (p. 5492)
• AWS::RDS::EventSubscription (p. 5494)
• AWS::RDS::GlobalCluster (p. 5497)
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• AWS::RDS::OptionGroup (p. 5508)

AWS::RDS::DBCluster
AWS::RDS::DBCluster リソースは Amazon Aurora DB クラスターを作成します。詳細について
は、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora DB クラスターの管理」を参照してください。

Note
Amazon Aurora がサポートされている AWS リージョンでのみ、このリソースを作成できます。
DB クラスターの更新
「Update requires: Replacement」というラベルのプロパティが更新されると、AWS CloudFormation は
まず置換 DB クラスターを作成してから、他の依存するリソースの参照先をその換 DB クラスターに変更
した後、古い DB クラスターを削除します。

Important
スタックを更新する前にデータベースのスナップショットを作成することを強くお勧めします。
作成しない場合、AWS CloudFormation によって DB クラスターが置き換えられるとデータは失
われます。データを保持するために、以下の手順を実行します。
1. DB インスタンスを使用しているアプリケーションを無効にして、DB クラスターにアクティビ
ティがないようにします。
2. DB クラスターのスナップショットを作成します。DB スナップショットの作成の詳細について
は、「DB クラスタースナップショットの作成」を参照してください。
3. DB クラスタースナップショットを使用して DB クラスターを復元する場合は、更新したテン
プレートに DB クラスターの変更点を反映させ、使用する DB クラスタースナップショットの
ID を含む SnapshotIdentifier プロパティを追加します。
SnapshotIdentifier プロパティを使用して DB クラスターを復元した後、DB クラスター
の今後の更新で同じ SnapshotIdentifier プロパティを指定する必要があります。更新でこ
のプロパティを指定すると、DB クラスターは DB クラスターショットから再度復元されず、
データベース内のデータは変更されません。ただし、SnapshotIdentifier プロパティを
指定しない場合、空の DB クラスターが作成され、元の DB クラスターが削除されます。以前
のスナップショット復元プロパティとは異なるプロパティを指定した場合、新しい DB クラス
ターは指定された SnapshotIdentifier プロパティから復元され、元の DB クラスターは削
除されます。
4. スタックを更新します。
現在、Aurora Serverless DB クラスターのスタックを更新する場
合、PreferredBackupWindow、PreferredMaintenanceWindow、Port のいずれかのプロパティを
指定する際、他のプロパティへの変更を含めることはできません。この制限は、プロビジョニングされた
DB クラスターには適用されません。
このリソースの他のプロパティの更新の詳細については、「 ModifyDBCluster」を参照してください。
スタックを更新する方法の詳細については、AWS CloudFormation スタックの更新を参照してください。
DB クラスターの削除
DeletionPolicy リソースのデフォルトの AWS::RDS::DBCluster は Snapshot です。AWS
CloudFormation がリソースを削除する方法の詳細については、DeletionPolicy 属性を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties" : {
"AssociatedRoles" : [ DBClusterRole (p. 5433), ... ],
"AvailabilityZones" : [ String, ... ],
"BacktrackWindow" : Long,
"BackupRetentionPeriod" : Integer,
"CopyTagsToSnapshot" : Boolean,
"DatabaseName" : String,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBClusterParameterGroupName" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"DeletionProtection" : Boolean,
"EnableCloudwatchLogsExports" : [ String, ... ],
"EnableHttpEndpoint" : Boolean,
"EnableIAMDatabaseAuthentication" : Boolean,
"Engine" : String,
"EngineMode" : String,
"EngineVersion" : String,
"GlobalClusterIdentifier" : String,
"KmsKeyId" : String,
"MasterUsername" : String,
"MasterUserPassword" : String,
"Port" : Integer,
"PreferredBackupWindow" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"ReplicationSourceIdentifier" : String,
"RestoreType" : String,
"ScalingConfiguration" : ScalingConfiguration (p. 5434),
"SnapshotIdentifier" : String,
"SourceDBClusterIdentifier" : String,
"SourceRegion" : String,
"StorageEncrypted" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UseLatestRestorableTime" : Boolean,
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBCluster
Properties:
AssociatedRoles:
- DBClusterRole (p. 5433)
AvailabilityZones:
- String
BacktrackWindow: Long
BackupRetentionPeriod: Integer
CopyTagsToSnapshot: Boolean
DatabaseName: String
DBClusterIdentifier: String
DBClusterParameterGroupName: String
DBSubnetGroupName: String
DeletionProtection: Boolean
EnableCloudwatchLogsExports:
- String
EnableHttpEndpoint: Boolean
EnableIAMDatabaseAuthentication: Boolean
Engine: String
EngineMode: String
EngineVersion: String
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GlobalClusterIdentifier: String
KmsKeyId: String
MasterUsername: String
MasterUserPassword: String
Port: Integer
PreferredBackupWindow: String
PreferredMaintenanceWindow: String
ReplicationSourceIdentifier: String
RestoreType: String
ScalingConfiguration:
ScalingConfiguration (p. 5434)
SnapshotIdentifier: String
SourceDBClusterIdentifier: String
SourceRegion: String
StorageEncrypted: Boolean
Tags:
- Tag
UseLatestRestorableTime: Boolean
VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AssociatedRoles
DB クラスターに関連付けられている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールのリストを
入力します。DB クラスターに関連付けられている IAM ロールは、ユーザーに代わって他のアマゾン
ウェブ サービスにアクセスするための DB クラスターへの許可を付与します。
必須: いいえ
タイプ: DBClusterRole (p. 5433)のリスト
Update requires: No interruption
AvailabilityZones
DB クラスターにインスタンスを作成できるアベイラビリティーゾーン (AZ) のリスト。AWS リー
ジョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの Choosing
the Regions and Availability Zones を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
BacktrackWindow
ターゲットバックトラックウィンドウ (秒)。バックトラックを無効にするには、この値を 0 に設定し
ます。

Note
現在、バックトラックは Aurora MySQL DB クラスターでのみサポートされています。
デフォルト: 0
制約:
• 指定する場合、この値には 0～259,200 (72 時間) の間の数字を 1 つ設定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: Long
API バージョン 2010-05-15
5417

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

Update requires: No interruption
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保管する日数。
デフォルト: 1
制約:
• 1 ～ 35 の値にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CopyTagsToSnapshot
すべてのタグを DB クラスターから DB クラスターのスナップショットにコピーするかどうかを示す
値。デフォルトでは、それらはコピーされません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DatabaseName
データベースの名前。名前を入力しないと、Amazon RDS はこの DB クラスター内でデータベースを
作成しません。命名に関する制約については、Amazon RDS ユーザーガイドの「命名に関する制約」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterIdentifier
DB クラスター識別子。このパラメータは小文字で保存されます。
制約:
• 1～63 の文字、数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 文字列の最後にハイフンを使用したり、ハイフンを 2 つ続けて使用したりすることはできません。
例: my-cluster1
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBClusterParameterGroupName
このクラスターに関連付ける DB クラスターパラメータグループの名前。

Important
パラメータグループを既存の DB クラスターに適用する場合、その DB インスタンスの再起
動が必要になる場合があります。これにより、DB インスタンスの再起動中の停止につながる
可能性があります。
API バージョン 2010-05-15
5418

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

停止した DB クラスターに関連付けられているパラメータグループに変更を適用すると、ス
タックの更新は DB クラスターが起動するまで待機します。
すべての使用可能な DB クラスターパラメータグループ名を一覧表示するには、次のコマンドを使用
します。
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups --query
"DBClusterParameterGroups[].DBClusterParameterGroupName" --output text
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSubnetGroupName
この DB クラスターと関連付けたい DB サブネットグループ。
RestoreType を copy-on-write に設定して DB クラスターを特定の時点に復元し、DB サブネッ
トグループ名を指定しない場合、DB クラスターはデフォルトの DB サブネットグループで復元されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeletionProtection
DB クラスターで削除保護が有効になっているかどうかを示す値。削除保護が有効な場合、データ
ベースは削除できません。デフォルトでは、削除保護は無効です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableCloudwatchLogsExports
CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト。リストの
値は、使用される DB エンジンによって異なります。詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイ
ドの「Amazon CloudWatch ログへのデータベースログの公開」を参照してください。
Aurora MySQL
指定できる値は audit、error、general、slowquery です。
Aurora PostgreSQL
指定できる値は postgresql および upgrade です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EnableHttpEndpoint
Aurora Serverless DB クラスターの HTTP エンドポイントを有効にするかどうかを示す値。デフォル
トでは、HTTP エンドポイントは無効です。
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有効にすると、HTTP エンドポイントは Aurora Serverless DB クラスターで SQL クエリを実行する
ための非接続のウェブサービス API を提供します。クエリエディタを使用して、RDS コンソール内か
らデータベースにクエリを実行することもできます。
詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Aurora サーバーレスのデータ API の使用」を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableIAMDatabaseAuthentication
AWS Identity and Access Management (IAM) アカウントのデータベースアカウントへのマッピングを
有効にするかどうかを示す値。デフォルトでは、マッピングは無効です。
詳細については、 Amazon Aurora ユーザーガイド の IAM データベース認証 を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Engine
この DB クラスターに使用されるデータベースエンジンの名前を入力します。
有効な値: aurora (MySQL 5.6 互換 Aurora の場合)、aurora-mysql (MySQL 5.7 互換 Aurora の場
合)、および aurora-postgresql
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
EngineMode
DB クラスターの DB エンジンモード
で、provisioned、serverless、parallelquery、global、multimaster のいずれかです。
parallelquery エンジンモードは、Aurora MySQL バージョン 1.23 以降の 1.x バージョン、および
バージョン 2.09 以降の 2.x バージョンでは必要ありません。
global エンジンモードは、Aurora MySQL バージョン 1.22 以降の 1.x バージョンでは必要ありませ
ん。また、2.x バージョンでは global エンジンモードは必要ありません。
multimaster エンジンモードは、Aurora MySQL バージョン 5.6.10a で作成された DB クラスターに
のみ適用されます。
Aurora PostgreSQL では、global エンジンモードは必須ではなく、parallelquery および
multimaster エンジンモードの両方が現時点ではサポートされていません。
制限事項と要件は、一部の DB エンジンモードに適用されます。詳細については、Amazon Aurora
ユーザーガイドの以下のセクションを参照してください。
•
•
•
•

「 オーロラサーバーレスの制限事項」
「並列クエリの制限事項」
オーロラグローバルデータベースの制限
マルチマスタークラスターの制限

必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EngineVersion
使用するデータベースエンジンのバージョン番号。
aurora (MySQL 5.6 互換 Aurora 用) に利用可能なエンジンバージョンをすべて一覧表示するには、次
のコマンドを使用します。
aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora --query
"DBEngineVersions[].EngineVersion"
aurora-mysql (MySQL 5.7 互換 Aurora 用) に利用可能なエンジンバージョンをすべて一覧表示する
には、次のコマンドを使用します。
aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-mysql --query
"DBEngineVersions[].EngineVersion"
aurora-postgresql に利用可能なエンジンバージョンをすべて一覧表示するには、次のコマンドを
使用します。
aws rds describe-db-engine-versions --engine aurora-postgresql --query
"DBEngineVersions[].EngineVersion"
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
GlobalClusterIdentifier
Aurora グローバルデータベースクラスターを設定していて、Aurora DB クラスターをそのグローバ
ルデータベースクラスターのセカンダリメンバーにする場合は、そのグローバルデータベースクラス
ターのグローバルクラスター ID を指定します。グローバルクラスターのプライマリデータベースクラ
スターを定義するには、AWS::RDS::GlobalCluster リソースを使用します。
グローバルデータベースクラスターを設定しない場合は、このプロパティを指定しないでください。

Note
グローバルデータベースクラスターから DB クラスターを削除するに
は、GlobalClusterIdentifier プロパティに空の値を指定します。
Aurora グローバルデータベースの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon
Aurora Global Database の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
KmsKeyId
DB クラスターのデータベースインスタンスを暗号化するために使用される、arn:aws:kms:useast-1:012345678910:key/abcd1234-a123-456a-a12b-a123b4cd56ef のような、AWS Key
Management Service マスターキーの Amazon リソースネーム (ARN)。StorageEncrypted プロパ
ティを有効にして、このプロパティを指定しない場合、デフォルトのマスターキーが使用されます。
このプロパティを指定する場合は、StorageEncrypted プロパティを true に設定する必要があり
ます。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterUsername
DB クラスターのマスターユーザーの名前。

Note
SourceDBClusterIdentifier または SnapshotIdentifier プロパティを指定した場
合、このプロパティは指定しないでください。値は、ソース DB インスタンスまたはスナッ
プショットから継承されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterUserPassword
DB インスタンスのマスターパスワード。

Note
SourceDBClusterIdentifier または SnapshotIdentifier プロパティを指定した場
合、このプロパティは指定しないでください。値は、ソース DB インスタンスまたはスナッ
プショットから継承されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
DB クラスターの DB インスタンスが接続を受け付けることができるポート番号。
デフォルト:
• EngineMode が provisioned、3306 のとき (Aurora MySQL と Aurora PostgreSQL の両方の場
合)
• EngineMode が serverless のとき:
• 3306 (Engine が aurora または aurora-mysql の場合)
• 5432 (Engine が aurora-postgresql の場合)
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PreferredBackupWindow
自動バックアップが作成される毎日の時間範囲。詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの
Backup Window を参照してください。
制約:
• hh24:mi-hh24:mi の形式である必要があります。
• 時間は協定世界時 (UTC) である必要があります。
• 必要なメンテナンス期間と競合してはいけません。
• 少なくとも 30 分以上必要です。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョンあたり 8 時間の範囲からラン
ダムに選択された 30 分の時間枠です。使用可能な時間帯を表示するには、Amazon Aurora ユーザー
ガイドの「DB クラスターの適切なメンテナンスウィンドウの調整」を参照してください。
有効な日数: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun です。
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplicationSourceIdentifier
この DB クラスターがリードレプリカとして作成されている場合の、ソース DB インスタンスまたは
DB クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RestoreType
実行する復元のタイプ。次のいずれかの値を指定できます。
• full-copy - 新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのフルコピーとして復元されます。
• copy-on-write - 新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのクローンとして復元されま
す。
制約 : ソース DB クラスターのエンジンバージョンが 1.11 より前である場合、copy-on-write を指
定できません。
RestoreType 値を指定しない場合、新しい DB クラスターは、ソース DB クラスターのフルコピー
として復元されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ScalingConfiguration
ScalingConfiguration プロパティタイプは、Aurora Serverless DB クラスターのスケーリング構
成を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ScalingConfiguration (p. 5434)
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Update requires: No interruption
SnapshotIdentifier
復元元の DB スナップショットまたは DB クラスタースナップショットの識別子。
DB クラスタースナップショットを指定するには、名前または Amazon リソースネーム (ARN) のいず
れかを使用できます。ただし、DB スナップショットを指定するには ARN のみを使用できます。
SnapshotIdentifier プロパティを使用して DB クラスターを復元した後、DB クラスターの今後
の更新で同じ SnapshotIdentifier プロパティを指定する必要があります。更新でこのプロパティ
を指定すると、DB クラスターはスナップショットから再度復元されず、データベース内のデータは
変更されません。ただし、SnapshotIdentifier プロパティを指定しない場合、空の DB クラス
ターが作成され、元の DB クラスターが削除されます。以前のスナップショット復元プロパティとは
異なるプロパティを指定した場合、新しい DB クラスターは指定された SnapshotIdentifier プロ
パティから復元され、元の DB クラスターは削除されます。
DB クラスターを復元する SnapshotIdentifier プロパティを指定する場合 (DB クラスターの更新
用に指定するのではなく)、次のプロパティを指定しないでください。
• GlobalClusterIdentifier
• MasterUsername
• ReplicationSourceIdentifier
• RestoreType
• SourceDBClusterIdentifier
• SourceRegion
• StorageEncrypted
• UseLatestRestorableTime
制約:
• 既存のスナップショットの識別子と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceDBClusterIdentifier
DB クラスターをポイントインタイムに復元する場合、復元元のソース DB クラスターの識別子。
制約:
• 既存の DBCluster の識別子と一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceRegion
DB クラスターのレプリケート時にソース DB クラスターが含まれている AWS リージョン。たとえ
ば、us-east-1 と指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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StorageEncrypted
DB クラスターが暗号化されているかどうかを示します。
SnapshotIdentifier または SourceDBClusterIdentifier プロパティを指定した場合、このプ
ロパティは指定しないでください。値は、スナップショットまたはソース DB インスタンスから継承
されます。

Important
KmsKeyId プロパティを指定した場合、暗号化を有効にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Tags
DB クラスターに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UseLatestRestorableTime
DB クラスターを最新の復元可能なバックアップ時間に復元することを示す値。デフォルトでは、DB
クラスターは復元可能な最新のバックアップ時間に復元されません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcSecurityGroupIds
この DB クラスターに関連付ける EC2 VPC セキュリティグループのリスト。
リソースを更新する予定がある場合は、共有 VPC で VPC セキュリティグループを指定しないでくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
DB クラスターの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Endpoint.Address
DB クラスターの接続エンドポイント。例: mystack-mydbcluster-123456789012.useast-2.rds.amazonaws.com
Endpoint.Port
この DB クラスターの接続を受け付けるポート番号。例: 3306
ReadEndpoint.Address
DB クラスターの読み込みエンドポイント。例: mystack-mydbcluster-ro-123456789012.useast-2.rds.amazonaws.com

例
以下の例では、DB クラスターを作成します。

Note
Application Auto Scaling を使用して DB クラスターのスケーリングポリシーを追加する例につい
ては、「Aurora DB クラスターのスケーリングポリシーの宣言」を参照してください。

2 つの DB インスタンスを使用した Amazon Aurora DB クラスターの作成
次の例は、Amazon Aurora DB クラスターを作成し、複数の DB インスタンスを追加します。Amazon
RDS は自動的にクラスターの作成側と読み取り側の DB インスタンスを割り当てるため、各 DB インスタ
ンスのエンドポイントではなく、データの書き込みと読み取りを行うクラスターのエンドポイントを使用
します。

Note
この例では、time_zone Aurora MySQL パラメータを使用しています。Aurora PostgreSQL の場
合は、代わりに timezone パラメータを使用します。

JSON
{

"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"MasterUsername": {
"Ref": "username"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "password"
},
"Engine": "aurora",
"DBSubnetGroupName": {
"Ref": "DBSubnetGroup"
},
"DBClusterParameterGroupName": {
"Ref": "RDSDBClusterParameterGroup"
}
}
},
"RDSDBInstance1": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",

API バージョン 2010-05-15
5426

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS
"Properties": {
"DBSubnetGroupName": {
"Ref": "DBSubnetGroup"
},
"DBParameterGroupName": {
"Ref": "RDSDBParameterGroup"
},
"Engine": "aurora",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"PubliclyAccessible": "true",
"AvailabilityZone": {
"Fn::GetAtt": [
"Subnet1",
"AvailabilityZone"
]
},
"DBInstanceClass": "db.r3.xlarge"
}

},
"RDSDBInstance2": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBSubnetGroupName": {
"Ref": "DBSubnetGroup"
},
"DBParameterGroupName": {
"Ref": "RDSDBParameterGroup"
},
"Engine": "aurora",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"PubliclyAccessible": "true",
"AvailabilityZone": {
"Fn::GetAtt": [
"Subnet2",
"AvailabilityZone"
]
},
"DBInstanceClass": "db.r3.xlarge"
}
},
"RDSDBClusterParameterGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBClusterParameterGroup",
"Properties": {
"Description": "CloudFormation Sample Aurora Cluster Parameter Group",
"Family": "aurora5.6",
"Parameters": {
"time_zone": "US/Eastern"
}
}
},
"RDSDBParameterGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBParameterGroup",
"Properties": {
"Description": "CloudFormation Sample Aurora Parameter Group",
"Family": "aurora5.6",
"Parameters": {
"sql_mode": "IGNORE_SPACE",
"max_allowed_packet": 1024,
"innodb_buffer_pool_size": "{DBInstanceClassMemory*3/4}"
}
}
}
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}

YAML
RDSCluster:
Properties:
DBClusterParameterGroupName:
Ref: RDSDBClusterParameterGroup
DBSubnetGroupName:
Ref: DBSubnetGroup
Engine: aurora
MasterUserPassword:
Ref: password
MasterUsername:
Ref: username
Type: "AWS::RDS::DBCluster"
RDSDBClusterParameterGroup:
Properties:
Description: "CloudFormation Sample Aurora Cluster Parameter Group"
Family: aurora5.6
Parameters:
time_zone: US/Eastern
Type: "AWS::RDS::DBClusterParameterGroup"
RDSDBInstance1:
Properties:
AvailabilityZone:
Fn::GetAtt:
- Subnet1
- AvailabilityZone
DBClusterIdentifier:
Ref: RDSCluster
DBInstanceClass: db.r3.xlarge
DBParameterGroupName:
Ref: RDSDBParameterGroup
DBSubnetGroupName:
Ref: DBSubnetGroup
Engine: aurora
PubliclyAccessible: "true"
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
RDSDBInstance2:
Properties:
AvailabilityZone:
Fn::GetAtt:
- Subnet2
- AvailabilityZone
DBClusterIdentifier:
Ref: RDSCluster
DBInstanceClass: db.r3.xlarge
DBParameterGroupName:
Ref: RDSDBParameterGroup
DBSubnetGroupName:
Ref: DBSubnetGroup
Engine: aurora
PubliclyAccessible: "true"
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
RDSDBParameterGroup:
Type: 'AWS::RDS::DBParameterGroup'
Properties:
Description: CloudFormation Sample Aurora Parameter Group
Family: aurora5.6
Parameters:
sql_mode: IGNORE_SPACE
max_allowed_packet: 1024
innodb_buffer_pool_size: '{DBInstanceClassMemory*3/4}'
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ログを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートする Amazon Aurora DB クラスターの作成
次の例では、ログを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートする Amazon Aurora PostgreSQL DB クラ
スターを作成します。Aurora DB クラスターログを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートする方法の
詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「データベースログを Amazon CloudWatch ログに発
行する」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template for sending Aurora DB cluster logs
to CloudWatch Logs: Sample template showing how to create an Aurora PostgreSQL DB cluster
that exports logs to CloudWatch Logs. **WARNING** This template enables log exports to
CloudWatch Logs. You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from
this template.",
"Parameters" : {
"DBUsername" : {
"NoEcho" : "true",
"Description" : "Username for PostgreSQL database access",
"Type" : "String",
"MinLength" : "1",
"MaxLength" : "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"DBPassword" : {
"NoEcho" : "true",
"Description" : "Password for PostgreSQL database access",
"Type" : "String",
"MinLength" : "8",

},

}

"MaxLength" : "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must contain only alphanumeric characters."

"Resources" : {
"RDSCluster" : {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties" : {
"MasterUsername" : {
"Ref" : "DBUsername"
},
"MasterUserPassword" : {
"Ref" : "DBPassword"
},
"DBClusterIdentifier" : "aurora-postgresql-cluster",
"Engine" : "aurora-postgresql",
"EngineVersion" : "10.7",
"DBClusterParameterGroupName" : "default.aurora-postgresql10",
"EnableCloudwatchLogsExports" : ["postgresql"]
}
},
"RDSDBInstance1": {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
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"Properties" : {
"DBInstanceIdentifier" : "aurora-postgresql-instance1",
"Engine" : "aurora-postgresql",
"DBClusterIdentifier" : {
"Ref" : "RDSCluster"
},
"PubliclyAccessible" : "true",
"DBInstanceClass" : "db.r4.large"
}

}

},
"RDSDBInstance2": {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"DBInstanceIdentifier" : "aurora-postgresql-instance2",
"Engine" : "aurora-postgresql",
"DBClusterIdentifier" : {
"Ref" : "RDSCluster"
},
"PubliclyAccessible" : "true",
"DBInstanceClass" : "db.r4.large"
}
},
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: >AWS CloudFormation Sample Template for sending Aurora DB cluster logs to
CloudWatch Logs: Sample template showing how to create an Aurora PostgreSQL DB
cluster that exports logs to CloudWatch Logs. **WARNING** This template
enables log exports to CloudWatch Logs. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.
Parameters:
DBUsername:
NoEcho: 'true'
Description: Username for PostgreSQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
DBPassword:
NoEcho: 'true'
Description: Password for PostgreSQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref DBUsername
MasterUserPassword: !Ref DBPassword
DBClusterIdentifier: aurora-postgresql-cluster
Engine: aurora-postgresql
EngineVersion: '10.7'
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-postgresql10
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EnableCloudwatchLogsExports:
- postgresql
RDSDBInstance1:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
DBInstanceIdentifier: aurora-postgresql-instance1
Engine: aurora-postgresql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r4.large
RDSDBInstance2:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
DBInstanceIdentifier: aurora-postgresql-instance2
Engine: aurora-postgresql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r4.large

Amazon Aurora Serverless DB クラスターの作成
次の例では、Amazon Aurora Serverless DB クラスターを作成します。Aurora Serverless DB クラスター
は、アプリケーションのニーズに応じてそのコンピューティングキャパシティーを自動的に起動、シャッ
トダウン、スケールアップ/ダウンする DB クラスターです。Aurora Serverless DB クラスターの詳細につ
いては、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora Serverless の使用」を参照してください。

Note
この例では、Engine を aurora に設定し、EngineVersion を 5.6.10a に設定して Aurora
MySQL Serverless DB クラスターを作成します。Aurora PostgreSQL Serverless DB クラスター
を作成するには、Engine を aurora-postgresql に設定し、 EngineVersion を 10.7 に設
定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "AWS CloudFormation Sample Template AuroraServerlessDBCluster: Sample
template showing how to create an Amazon Aurora Serverless DB cluster. **WARNING** This
template creates an Amazon Aurora DB cluster. You will be billed for the AWS resources
used if you create a stack from this template.",
"Parameters" : {
"DBUsername" : {
"NoEcho" : "true",
"Description" : "Username for MySQL database access",
"Type" : "String",
"MinLength" : "1",
"MaxLength" : "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"DBPassword" : {
"NoEcho" : "true",
"Description" : "Password MySQL database access",
"Type" : "String",
"MinLength" : "8",
"MaxLength" : "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must contain only alphanumeric characters."
}
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}

},
"Resources" : {
"RDSCluster" : {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties" : {
"MasterUsername" : {
"Ref": "DBUsername"
},
"MasterUserPassword" : {
"Ref": "DBPassword"
},
"DBClusterIdentifier" : "my-serverless-cluster",
"Engine" : "aurora",
"EngineVersion" : "5.6.10a",
"EngineMode" : "serverless",
"ScalingConfiguration" : {
"AutoPause" : true,
"MinCapacity" : 4,
"MaxCapacity" : 32,
"SecondsUntilAutoPause" : 1000
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: >AWS CloudFormation Sample Template AuroraServerlessDBCluster: Sample template
showing how to create an Amazon Aurora Serverless DB cluster. **WARNING** This
template creates an Amazon Aurora DB cluster. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.
Parameters:
DBUsername:
NoEcho: 'true'
Description: Username for MySQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
DBPassword:
NoEcho: 'true'
Description: Password MySQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref DBUsername
MasterUserPassword: !Ref DBPassword
DBClusterIdentifier: my-serverless-cluster
Engine: aurora
EngineVersion: 5.6.10a
EngineMode: serverless
ScalingConfiguration:
AutoPause: true
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MinCapacity: 4
MaxCapacity: 32
SecondsUntilAutoPause: 1000

AWS::RDS::DBCluster DBClusterRole
DB クラスターに関連付けられている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FeatureName" : String,
"RoleArn" : String

YAML
FeatureName: String
RoleArn: String

プロパティ
FeatureName
AWS Identity and Access Management(IAM) ロールに関連付けられている機能の名前。DB クラス
ターに関連付けられている IAM ロールは、ユーザーに代わって他の AWS のサービスにアクセス
するための DB クラスターへの許可を付与します。サポートされている機能名のリストについて
は、Amazon RDS API リファレンスの DBEngineVersion の SupportedFeatureNames の説明を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
DB クラスターに関連付けられる IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例

次の項目は、DB クラスターに関連付けるロールを指定します。

JSON
"AssociatedRoles": [
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{

]

}

"FeatureName": "s3Import",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3"

YAML
AssociatedRoles:
- FeatureName: s3Import
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3'

AWS::RDS::DBCluster ScalingConfiguration
ScalingConfiguration プロパティタイプは、Aurora Serverless DB クラスターのスケーリング構成を
指定します。
詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora サーバーレスの使用」を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AutoPause" : Boolean,
"MaxCapacity" : Integer,
"MinCapacity" : Integer,
"SecondsUntilAutoPause" : Integer

YAML
AutoPause: Boolean
MaxCapacity: Integer
MinCapacity: Integer
SecondsUntilAutoPause: Integer

プロパティ
AutoPause
serverless DB エンジンモードで、Aurora DB クラスターの自動一時停止を許可するかどうかを示
す値。DB クラスターがアイドル状態の場合 (接続がない) にのみ、一時停止することができます。

Note
DB クラスターを一時停止してから 7 日間を超えると、DB クラスターはスナップショットか
らバックアップされる場合があります。この場合、DB クラスターは接続リクエストがあった
時点に復元されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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MaxCapacity
serverless DB エンジンモードでの Aurora DB クラスターの最大容量。
Aurora MySQL の場合、有効な容量値は 1、2、4、8、16、32、64、128、および 256 です。
Aurora PostgreSQL の場合、有効な容量値は 2、4、8、16、32、64、192、および 384 です。
最大容量は、最小容量以上であることが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinCapacity
serverless DB エンジンモードでの Aurora DB クラスターの最小容量。
Aurora MySQL の場合、有効な容量値は 1、2、4、8、16、32、64、128、および 256 です。
Aurora PostgreSQL の場合、有効な容量値は 2、4、8、16、32、64、192、および 384 です。
最小容量は、最大容量以下であることが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SecondsUntilAutoPause
serverless モードの Aurora DB クラスターが一時停止するまでの時間 (秒)。
300 秒から 86,400 秒までの値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

例

次に、スケーリング設定を指定します。
Aurora サーバーレス DB クラスターを設定するサンプルテンプレートについては、「 Amazon Aurora
サーバーレス DB クラスターの作成」を参照してください。

JSON
"ScalingConfiguration" : {
"AutoPause" : true,
"MinCapacity" : 4,
"MaxCapacity" : 32,
"SecondsUntilAutoPause" : 1000
}
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YAML
ScalingConfiguration:
AutoPause: true
MinCapacity: 4
MaxCapacity: 32
SecondsUntilAutoPause: 1000

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup リソースは、新しい Amazon RDS DB クラスターのパラメー
タグループを作成します。
Amazon Aurora DB インスタンスのパラメータの設定については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「DB
パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

Note
パラメータグループを DB クラスターに適用する場合、その DB インスタンスの再起動が必要に
なる場合があります。これにより、DB インスタンスの再起動中の停止につながる可能性がありま
す。
停止した DB クラスターに関連付けられているパラメータグループに変更を適用すると、スタッ
クの更新は DB クラスターが起動するまで待機します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Family" : String,
"Parameters" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBClusterParameterGroup
Properties:
Description: String
Family: String
Parameters: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
このDB クラスターパラメータグループのわかりやすい説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
Family
DB クラスターパラメータグループファミリーの名前。DB クラスターパラメータグループは、1 つだ
けの DB クラスターパラメータグループファミリーに関連付けることが可能で、その DB クラスター
パラメータグループファミリーと互換性のある DB エンジンおよびエンジンバージョンを実行してい
る DB クラスターにのみ適用できます。

Note
DB クラスターパラメータグループを更新する際、DB クラスターパラメータグループファミ
リーは変更できません。
使用可能なすべてのパラメータグループファミリーを一覧表示するには、次のコマンドを使用しま
す。
aws rds describe-db-engine-versions --query
"DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
出力は重複が含まれます。
詳細については、「CreateDBClusterParameterGroup」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Parameters
DB クラスターパラメータグループのパラメータのリストを入力します。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
DB クラスターパラメータグループに割り当てられるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
DB クラスターパラメータグループの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref
は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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次のスニペットは、Aurora MySQL DB クラスターの DB クラスターパラメータグループを作成
し、time_zone パラメータ と character_set_database パラメータを設定します。

JSON
"RDSDBClusterParameterGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBClusterParameterGroup",
"Properties": {
"Description": "CloudFormation Sample Aurora Cluster Parameter Group",
"Family": "aurora5.6",
"Parameters": {
"time_zone": "US/Eastern",
"character_set_database": "utf32"
}
}
}

YAML
RDSDBClusterParameterGroup:
Type: 'AWS::RDS::DBClusterParameterGroup'
Properties:
Description: CloudFormation Sample Aurora Cluster Parameter Group
Family: aurora5.6
Parameters:
time_zone: US/Eastern
character_set_database: utf32

AWS::RDS::DBInstance
AWS::RDS::DBInstance リソースは、Amazon RDS DB インスタンスを作成します。
既存の DB インスタンスをインポートし、テンプレート設定が DB インスタンスの実際の設定と一致しな
い場合、AWS CloudFormation はインポートオペレーション中にテンプレートの変更を適用します。

Important
DB インスタンスが更新時に削除されるか、置き換えられると、AWS CloudFormation によってす
べての自動スナップショットは削除されます。ただし、手動で作成された DB スナップショット
は保持されます。置き換えを必要とする更新時に、スタックポリシーを適用して DB インスタン
スが置き換えられるのを防ぐことができます。詳細については、「スタックのリソースが更新さ
れないようにする」を参照してください。
DB インスタンスの更新
「Update requires: Replacement」というラベルのプロパティが更新されると、AWS CloudFormation はま
ず置換 DB インスタンスを作成してから、他の依存するリソースからのリファレンスが置換 DB インスタ
ンスをポイントするように変更した後、古い DB インスタンスを削除します。

Important
スタックを更新する前にデータベースのスナップショットを作成することを強くお勧めします。
作成しない場合、AWS CloudFormation によって DB インスタンスが置き換えられるとデータは
失われます。データを保持するために、以下の手順を実行します。
1. DB インスタンスを使用しているアプリケーションを無効にして、DB インスタンスにアクティ
ビティがないようにします。
2. DB インスタンスのスナップショットを作成します。DB スナップショットの作成の詳細につい
ては、「DB スナップショットの作成」を参照してください。
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3. DB スナップショットを使用してインスタンスを復元する場合は、DB インスタンスの
変更点を更新したテンプレートに反映し、使用する DB スナップショットの ID を含む
DBSnapshotIdentifier プロパティを追加します。
DBSnapshotIdentifier プロパティを使用して DB インスタンスを復元した後、DB インス
タンスへの今後の更新で同じ DBSnapshotIdentifier プロパティを指定する必要がありま
す。更新でこのプロパティを指定すると、DB インスタンスは DB スナップショットから再度
復元されず、データベース内のデータは変更されません。ただし、DBSnapshotIdentifier
プロパティを指定しない場合、空の DB インスタンスが作成され、元の DB インスタンスは削
除されます。以前のスナップショット復元プロパティとは異なるプロパティを指定した場合、
新しい DB インスタンスは指定された DBSnapshotIdentifier プロパティから復元され、
元の DB インスタンスは削除されます。
4. スタックを更新します。
このリソースの他のプロパティの更新に関する詳細については、「 ModifyDBInstance」を参照してく
ださい。スタックを更新する方法の詳細については、AWS CloudFormation スタックの更新を参照してく
ださい。
DB インスタンスの削除
Aurora DB クラスターの一部である DB インスタンスの場合は、DB インスタンスの削除ポリシーを設定
できます。このポリシーで、スタックが削除されたときに AWS CloudFormation が DB インスタンスを処
理する方法を制御します。Amazon RDS DB インスタンスの場合、DB インスタンスの保持、DB インス
タンスの削除、DB インスタンスのスナップショット作成のいずれかを実行できます。デフォルトの AWS
CloudFormation 動作は DBClusterIdentifier プロパティによって決まります。
1. DBClusterIdentifier プロパティを指定していない AWS::RDS::DBInstance リソースの場合
は、AWS CloudFormation によって DB インスタンスのスナップショットが保存されます。
2. DBClusterIdentifier プロパティを指定している AWS::RDS::DBInstance リソースの場合
は、AWS CloudFormation によって DB インスタンスが削除されます。
詳細については、「DeletionPolicy 属性」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : String,
"AllowMajorVersionUpgrade" : Boolean,
"AssociatedRoles" : [ DBInstanceRole (p. 5465), ... ],
"AutoMinorVersionUpgrade" : Boolean,
"AvailabilityZone" : String,
"BackupRetentionPeriod" : Integer,
"CACertificateIdentifier" : String,
"CharacterSetName" : String,
"CopyTagsToSnapshot" : Boolean,
"DBClusterIdentifier" : String,
"DBInstanceClass" : String,
"DBInstanceIdentifier" : String,
"DBName" : String,
"DBParameterGroupName" : String,
"DBSecurityGroups" : [ String, ... ],
"DBSnapshotIdentifier" : String,
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}

}

"DBSubnetGroupName" : String,
"DeleteAutomatedBackups" : Boolean,
"DeletionProtection" : Boolean,
"Domain" : String,
"DomainIAMRoleName" : String,
"EnableCloudwatchLogsExports" : [ String, ... ],
"EnableIAMDatabaseAuthentication" : Boolean,
"EnablePerformanceInsights" : Boolean,
"Engine" : String,
"EngineVersion" : String,
"Iops" : Integer,
"KmsKeyId" : String,
"LicenseModel" : String,
"MasterUsername" : String,
"MasterUserPassword" : String,
"MaxAllocatedStorage" : Integer,
"MonitoringInterval" : Integer,
"MonitoringRoleArn" : String,
"MultiAZ" : Boolean,
"OptionGroupName" : String,
"PerformanceInsightsKMSKeyId" : String,
"PerformanceInsightsRetentionPeriod" : Integer,
"Port" : String,
"PreferredBackupWindow" : String,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"ProcessorFeatures" : [ ProcessorFeature (p. 5466), ... ],
"PromotionTier" : Integer,
"PubliclyAccessible" : Boolean,
"SourceDBInstanceIdentifier" : String,
"SourceRegion" : String,
"StorageEncrypted" : Boolean,
"StorageType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Timezone" : String,
"UseDefaultProcessorFeatures" : Boolean,
"VPCSecurityGroups" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: String
AllowMajorVersionUpgrade: Boolean
AssociatedRoles:
- DBInstanceRole (p. 5465)
AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
AvailabilityZone: String
BackupRetentionPeriod: Integer
CACertificateIdentifier: String
CharacterSetName: String
CopyTagsToSnapshot: Boolean
DBClusterIdentifier: String
DBInstanceClass: String
DBInstanceIdentifier: String
DBName: String
DBParameterGroupName: String
DBSecurityGroups:
- String
DBSnapshotIdentifier: String
DBSubnetGroupName: String
DeleteAutomatedBackups: Boolean
DeletionProtection: Boolean
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Domain: String
DomainIAMRoleName: String
EnableCloudwatchLogsExports:
- String
EnableIAMDatabaseAuthentication: Boolean
EnablePerformanceInsights: Boolean
Engine: String
EngineVersion: String
Iops: Integer
KmsKeyId: String
LicenseModel: String
MasterUsername: String
MasterUserPassword: String
MaxAllocatedStorage: Integer
MonitoringInterval: Integer
MonitoringRoleArn: String
MultiAZ: Boolean
OptionGroupName: String
PerformanceInsightsKMSKeyId: String
PerformanceInsightsRetentionPeriod: Integer
Port: String
PreferredBackupWindow: String
PreferredMaintenanceWindow: String
ProcessorFeatures:
- ProcessorFeature (p. 5466)
PromotionTier: Integer
PubliclyAccessible: Boolean
SourceDBInstanceIdentifier: String
SourceRegion: String
StorageEncrypted: Boolean
StorageType: String
Tags:
- Tag
Timezone: String
UseDefaultProcessorFeatures: Boolean
VPCSecurityGroups:
- String

プロパティ
AllocatedStorage
データベースインスタンスに最初に割り当てるストレージの容量 (ギガバイト単位)。

Note
Iops パラメータで値を設定する場合、AllocatedStorage は、100 GiB 以上にする必要が
あります。100 GB は最小 IOPS 値である 1,000 に相当します。Iops 値 (1,000 IOPS 刻み)
を増やした場合、AllocatedStorage 値 (100 GiB 刻み) も増やす必要があります。
Amazon Aurora
該当しません。Aurora クラスターボリュームは、データベース内のデータ量が増加するにつれて自動
的に増加しますが、Aurora クラスターボリュームで使用するスペースに対してのみ課金されます。
MySQL
各ストレージタイプのストレージ容量の制約は、次のとおりです。
• 汎用 (SSD) ストレージ (gp2): 20～65536 の整数である必要があります。
• プロビジョンド IOPS ストレージ (io1): 100～65536 の整数である必要があります。
• マグネティックストレージ (標準): 5～3072 までの整数である必要があります。
MariaDB
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各ストレージタイプのストレージ容量の制約は、次のとおりです。
• 汎用 (SSD) ストレージ (gp2): 20～65536 の整数である必要があります。
• プロビジョンド IOPS ストレージ (io1): 100～65536 の整数である必要があります。
• マグネティックストレージ (標準): 5～3072 までの整数である必要があります。
PostgreSQL
各ストレージタイプのストレージ容量の制約は、次のとおりです。
• 汎用 (SSD) ストレージ (gp2): 20～65536 の整数である必要があります。
• プロビジョンド IOPS ストレージ (io1): 100～65536 の整数である必要があります。
• マグネティックストレージ (標準): 5～3072 までの整数である必要があります。
Oracle
各ストレージタイプのストレージ容量の制約は、次のとおりです。
• 汎用 (SSD) ストレージ (gp2): 20～65536 の整数である必要があります。
• プロビジョンド IOPS ストレージ (io1): 100～65536 の整数である必要があります。
• マグネティックストレージ (標準): 10～3072 までの整数である必要があります。
SQL Server
各ストレージタイプのストレージ容量の制約は、次のとおりです。
• 汎用 SSD ストレージ (gp2):
• Enterprise エディションと Standard エディション: 20～16384 の整数である必要があります。
• Web および Express エディション: 20～16384 までの整数である必要があります。
• プロビジョンド IOPS ストレージ (io1):
• Enterprise エディションと Standard エディション: 20～16384 の整数である必要があります。
• Web および Express エディション: 20～16384 までの整数である必要があります。
• マグネティックストレージ (標準):
• Enterprise エディションと Standard エディション: 20～1024 の整数である必要があります。
• Web エディションと Express エディション: 20～1024 の整数である必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AllowMajorVersionUpgrade
メジャーバージョンアップグレードを許可するかどうかを示す値。このパラメータの変更が停止につ
ながらなければ、変更は非同期的に可能な限り迅速に適用されます。
制約: DB インスタンスの現在のバージョンとは異なるメジャーバージョンである EngineVersion パ
ラメータの値を指定する場合は、メジャーバージョンアップグレードを許可する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AssociatedRoles
DB インスタンスに関連付けられた AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
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必須: いいえ
タイプ: DBInstanceRole (p. 5465)のリスト
Update requires: No interruption
AutoMinorVersionUpgrade
メンテナンスの時間帯に、DB インスタンスに自動的にマイナーエンジンアップグレードが適用され
るかどうかを示す値。デフォルトでは、マイナーエンジンアップグレードが自動的に適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
データベースが作成されるアベイラビリティーゾーン (AZ)。AWS リージョンとアベイラビリティー
ゾーンの詳細については、リージョンおよびアベイラビリティーゾーンを参照してください。
デフォルト: エンドポイントの AWS リージョン内でランダムにシステムが選択したアベイラビリティ
ゾーン。
例: us-east-1d
制約: DB インスタンスがマルチ AZ 配置の場合は、AvailabilityZone パラメータを指定すること
はできません。指定されたアベイラビリティゾーンは、現在のエンドポイントと同じ AWS リージョ
ンにある必要があります。

Note
RDS on VMware 環境で DB インスタンスを作成する場合は、DB インスタンスを作成するカ
スタムアベイラビリティーゾーンの識別子を指定します。
RDS on VMware の詳細については、「RDS on VMware ユーザーガイド」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
BackupRetentionPeriod
自動バックアップを保管する日数。このパラメータを正数に設定すると、バックアップが有効になり
ます。このパラメータを 0 に設定すると、自動バックアップが無効になります。
Amazon Aurora
該当しません。自動バックアップの保持期間は、DB クラスターによって管理されます。
デフォルト: 1
制約:
• 0 ～ 35 の値にする必要があります。
• DB インスタンスがリードレプリカのソースである場合、0 に設定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: Some interruptions
CACertificateIdentifier
この DB インスタンスの CA 証明書の識別子。

Note
このプロパティを指定または更新すると、再起動がトリガーされます。
RDS DB エンジンの CA 証明書識別子の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「SSL/TLS
証明書の更新」を参照してください。
Aurora DB エンジンの CA 証明書識別子の詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「SSL/
TLS 証明書の更新」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CharacterSetName
サポートされているエンジンの場合、DB インスタンスを指定された文字セットに関連付ける必要が
あることを示します。
Amazon Aurora
該当しません。キャラクタセットは、DB クラスターによって管理されます。詳細については、
「AWS::RDS::DBCluster」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CopyTagsToSnapshot
タグを DB インスタンスから DB インスタンスのスナップショットにコピーするかどうかを示す値。
デフォルトでは、タグはコピーされません。
Amazon Aurora
該当しません。スナップショットへのタグのコピーは、DB クラスターによって管理されま
す。Aurora DB インスタンスにこの値を設定しても、DB クラスター設定には影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DBClusterIdentifier
インスタンスが属する DB クラスターの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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DBInstanceClass
DB インスタンスのコンピューティング性能とメモリ容量 (例: db.m4.large)。すべての DB インス
タンスクラスが、すべての AWS リージョンまたはすべてのデータベースエンジンで利用できるわけ
ではありません。
DB インスタンスクラスの詳細なリストとエンジンでの可用性については、Amazon RDS ユーザーガ
イドの「DB インスタンスクラス」を参照してください。 DB インスタンスクラスの料金と DB インス
タンスクラスに対する AWS リージョンのサポートの詳細については、Amazon RDS の料金を参照し
てください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
DBInstanceIdentifier
DB インスタンスの名前。名前を指定すると、AWS CloudFormation は名前を小文字に変換します。名
前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID を DB インスタンス
として使用します。詳細については、Name タイプを参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBName
このパラメータの意味は、使用しているデータベースエンジンによって異なります。

Important
DBSnapshotIdentifier プロパティを指定した場合、AWS CloudFormation でこのプロパ
ティが無視されます。
スナップショットから DB インスタンスを復元する場合、このプロパティ
は、MySQL、PostgreSQL、または MariaDB エンジンには適用されません。
MySQL
DB インスタンスが作成されたときに作成するデータベースの名前。このパラメータが指定されてい
ない場合、データベースは DB インスタンスに作成されません。
制約:
• 1~64 の文字または数字を含める必要があります。
• 指定されたデータベースエンジンの予約語は使用できません。
MariaDB
DB インスタンスが作成されたときに作成するデータベースの名前。このパラメータが指定されてい
ない場合、データベースは DB インスタンスに作成されません。
制約:
• 1~64 の文字または数字を含める必要があります。
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• 指定されたデータベースエンジンの予約語は使用できません。
PostgreSQL
DB インスタンスが作成されたときに作成するデータベースの名前。このパラメータを指定しない場
合、デフォルトの postgres データベースが DB インスタンスに作成されます。
制約:
• 1~63 文字の英字、数字、またはアンダースコアを含める必要があります。
• 先頭は英字またはアンダースコアにする必要があります。後続の文字には、英字、アンダースコ
ア、または数字 (0 ～ 9) を含めることができます。
• 指定されたデータベースエンジンの予約語は使用できません。
Oracle
作成した DB インスタンスの Oracle システム ID (SID)。null を指定した場合、デフォルト値 ORCL
が使用されます。DBName には文字列 NULL、またはその他の予約語を指定できません。
デフォルト: ORCL
制約:
• 8 文字より長くすることはできません
SQL Server
該当しません。null にする必要があります。
Amazon Aurora MySQL
Aurora MySQL DB クラスターのプライマリ DB インスタンスの作成時に作成するデータベースの名
前。このパラメータを Aurora MySQL DB クラスターに指定しない場合、DB クラスターにデータベー
スは作成されません。
制約:
• 1～64 文字の英数字を使用する必要があります。
• データベースエンジンの予約語は使用できません。
Amazon Aurora PostgreSQL
Aurora PostgreSQL DB クラスターのプライマリ DB インスタンスの作成時に作成するデータベースの
名前。このパラメータを Aurora PostgreSQL DB クラスターに指定しない場合、postgres という名
前のデータベースが DB クラスター内に作成されます。
制約:
• 1～63 文字の英数字を使用する必要があります。
• 先頭は英字またはアンダースコアにする必要があります。後続の文字には、英字、アンダースコ
ア、または数字 (0～9) を使用できます。
• データベースエンジンの予約語は使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBParameterGroupName
既存の DB パラメータグループの名前、またはテンプレートで作成した
AWS::RDS::DBParameterGroup リソースへのリファレンスの名前。
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すべての使用可能な DB パラメータグループ名を一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
aws rds describe-db-parameter-groups --query
"DBParameterGroups[].DBParameterGroupName" --output text

Note
参照されるパラメータグループのデータメンバーのいずれかが更新中に変更されると、DB イ
ンスタンスを再開する必要があり、中断が発生する可能性があります。パラメータグループ
に静的なパラメータが含まれている場合、変更されたかどうかに関わらず、更新は再起動を
トリガーします。
DBParameterGroupName プロパティの値を指定しない場合、指定されたエンジンおよびエンジン
バージョンのデフォルトの DB パラメータグループが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
DBSecurityGroups
DB インスタンスに割り当てる DB セキュリティグループのリスト。リストには、既存の DB セキュ
リティグループの名前と、テンプレートで作成された AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースへのリ
ファレンスの名前の両方を含めることができます。
DBSecurityGroups を設定すると、VPCSecurityGroups を設定することはできません。逆も同様
です。また、DBSecurityGroups プロパティは、古いリージョンとの下位互換性にのみ使用しま
す。セキュリティ情報を RDS DB インスタンスへ提供することは推奨されていません。代わりに
VPCSecurityGroups を使用します。

Important
このプロパティを指定すると、オペレーション作成時に AWS CloudFormation は次のプロパ
ティのみを Amazon RDS に送信します (指定した場合)。
• AllocatedStorage
• AutoMinorVersionUpgrade
• AvailabilityZone
• BackupRetentionPeriod
• CharacterSetName
• DBInstanceClass
• DBName
• DBParameterGroupName
• DBSecurityGroups
• DBSubnetGroupName
• Engine
• EngineVersion
• Iops
• LicenseModel
• MasterUsername
• MasterUserPassword
• MultiAZ
• OptionGroupName
• PreferredBackupWindow
API バージョン 2010-05-15
5447

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

• PreferredMaintenanceWindow
他のプロパティはすべて無視されます。StorageType、StorageEncrypted、または
KmsKeyId などの他のプロパティを送信する場合は、Virtual Private Cloud (VPC) セキュリ
ティグループを指定します。DBSecurityGroups プロパティをすでに使用している場合
は、VPC のセキュリティグループを使用するために DB インスタンスを更新しても、これら
の他のプロパティは利用できません。DB インスタンスの再作成が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DBSnapshotIdentifier
DB インスタンスを復元するのに使用された DB スナップショットの名前または Amazon リソース
ネーム (ARN)。共有された手動 DB スナップショットから復元する場合、スナップショットの ARN
を指定する必要があります。
このプロパティを指定して、指定した DB スナップショットから DB インスタンスを作成できま
す。DBSnapshotIdentifier プロパティが空の文字列であるか、AWS::RDS::DBInstance 宣言
に DBSnapshotIdentifier プロパティがない場合は、AWS CloudFormation は新しいデータベース
を作成します。プロパティに値 (空の文字列以外) がある場合は、AWS CloudFormation は指定したス
ナップショットからデータベースを作成します。指定した名前のスナップショットがない場合、AWS
CloudFormation のデータベースは作成されず、スタックはロールバックされます。
一部の DB インスタンスプロパティは、スナップショットから復元すると無効になります
(MasterUsername プロパティや MasterUserPassword プロパティなど)。指定できるプロパティ
については、Amazon RDS API リファレンスの RestoreDBInstanceFromDBSnapshot アクション
を参照してください。
DBSnapshotIdentifier プロパティを使用して DB インスタンスを復元した後、DB インスタンス
への今後の更新で同じ DBSnapshotIdentifier プロパティを指定する必要があります。更新でこ
のプロパティを指定すると、DB インスタンスは DB スナップショットから再度復元されず、データ
ベース内のデータは変更されません。ただし、DBSnapshotIdentifier プロパティを指定しない
場合、空の DB インスタンスが作成され、元の DB インスタンスは削除されます。以前のスナップ
ショット復元プロパティとは異なるプロパティを指定した場合、新しい DB インスタンスは指定され
た DBSnapshotIdentifier プロパティから復元され、元の DB インスタンスは削除されます。
DB インスタンスを復元する DBSnapshotIdentifier プロパティを指定する場合 (DB インスタンス
の更新に指定するのではなく)、次のプロパティを指定しないでください。
• CharacterSetName
• DBClusterIdentifier
• DBName
• DeleteAutomatedBackups
• EnablePerformanceInsights
• KmsKeyId
• MasterUsername
• MonitoringInterval
• MonitoringRoleArn
• PerformanceInsightsKMSKeyId
• PerformanceInsightsRetentionPeriod
• PromotionTier
• SourceDBInstanceIdentifier
• SourceRegion
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• StorageEncrypted
• Timezone
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBSubnetGroupName
DB インスタンスに関連付ける DB サブネットグループ。この値を更新する場合、新しいサブネットグ
ループは新しい VPC のサブネットグループである必要があります。
DB サブネットグループがない場合、DB インスタンスは VPC DB インスタンスではありません。
VPC での Amazon RDS の使用に関する詳細は、Amazon Relational Database Service 開発者ガイ
ドの「Amazon Virtual Private Cloud (VPC) での Amazon RDS の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DeleteAutomatedBackups
DB インスタンスが削除された直後に自動バックアップを削除するかどうかを示す値。このパラメー
タでは大文字と小文字は区別されません。デフォルトでは、DB インスタンスの削除直後に自動バッ
クアップが削除されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeletionProtection
DB インスタンスで削除保護が有効になっているかどうかを示す値。削除保護が有効な場合、データ
ベースは削除できません。デフォルトでは、削除保護は無効です。詳細については、「DB インスタ
ンスの削除」を参照してください。
Amazon Aurora
該当しません。DB クラスターの削除保護を有効または無効にすることができます。詳細について
は、「CreateDBCluster」を参照してください。DB クラスターの DB インスタンスは、DB クラス
ターに対して削除保護が有効になっている場合でも削除できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Domain
DB インスタンスを作成する Active Directory ディレクトリ ID。現在、Active Directory ドメインで作
成できるのは、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL DB の各インスタンスのみです。
詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Kerberos 認証」を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DomainIAMRoleName
ディレクトリサービスへの API 呼び出しを行うときに使用される IAM ロールの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EnableCloudwatchLogsExports
CloudWatch Logs にエクスポートするために有効にする必要があるログタイプのリスト。リストの
値は、使用される DB エンジンによって異なります。詳細については、Amazon Relational Database
Service ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs へのデータベースログの公開」を参照してく
ださい。
Amazon Aurora
該当しません。CloudWatch Logs のエクスポートは DB クラスターによって管理されます。
MariaDB
指定できる値は audit、error、general、slowquery です。
Microsoft SQL Server
指定できる値は agent および error です。
MySQL
指定できる値は audit、error、general、slowquery です。
Oracle
指定できる値は alert、audit、listener、trace です。
PostgreSQL
指定できる値は postgresql および upgrade です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
EnableIAMDatabaseAuthentication
AWS Identity and Access Management (IAM) アカウントのデータベースアカウントへのマッピングを
有効にするかどうかを示す値。デフォルトでは、マッピングは無効です。
詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の 「MySQL および PostgreSQL の IAM データ
ベース認証」を参照してください。
Amazon Aurora
該当しません。AWS IAM アカウントのデータベースアカウンへのマッピングは、DB クラスターに
よって管理されます。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnablePerformanceInsights
DB インスタンスで パフォーマンスインサイトを有効にするかどうかを示す値。
詳細については、Amazon Relational Database Service ユーザーガイドの「Amazon Performance
Insights を使用する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Engine
この DB インスタンスに使用するデータベースエンジンの名前。

Note
DB インスタンスを作成する場合、Engine プロパティは必須です。
有効な値:
• aurora ( MySQL 5.6 互換 Aurora 用)
• aurora-mysql (MySQL 5.7 互換 Aurora 用)
• aurora-postgresql
• mariadb
• mysql
• oracle-ee
• oracle-se2
• oracle-se1
• oracle-se
• postgres
• sqlserver-ee
• sqlserver-se
• sqlserver-ex
• sqlserver-web
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
EngineVersion
使用するデータベースエンジンのバージョン番号。
有効なエンジンバージョンのリストについては、DescribeDBEngineVersions アクションを使用
します。
以下は、データベースエンジンと、Amazon RDS で利用できるメジャーバージョンとマイナーバー
ジョンについての情報へのリンクです。すべてのデータベースエンジンがすべての AWS リージョン
で利用できるわけではありません。
Amazon Aurora
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該当しません。DB インスタンスで使用するデータベースエンジンのバージョン番号は、は、DB クラ
スターによって管理されます。
MariaDB
Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS バージョンの MariaDB」を参照してください。
Microsoft SQL Server
Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS での Microsoft SQL Server バージョン」を参照して
ください。
MySQL
Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS バージョンの MySQL」を参照してください。
Oracle
Amazon RDS ユーザーガイドの「Oracle データベースエンジンリリースノート」を参照してくださ
い。
PostgreSQL
Amazon RDS ユーザーガイドの「サポートされている PostgreSQL データベースのバージョン」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
Iops
データベースに対してプロビジョニングを行う 1 秒あたりの I/O オペレーション数 (IOPS)。この値
は、1000 以上にする必要があります。
このプロパティを指定する場合、リクエストした IOPS レートと割り当てストレージ量との比率 (割
り当てられたストレージに対する IOPS) としては、許可されている範囲に従う必要があります。た
とえば、Oracle データベース インスタンスのプロビジョニング時には、1000 IOPS と 200 GiB のス
トレージ (5:1 の比率) を指定することも、2000 IOPS と 200 GiB のストレージ (10:1 の比率) を指定
することもできます。詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS Provisioned
IOPS ストレージによるパフォーマンスの向上」を参照してください。

Note
StorageType プロパティに io1 を指定する場合は、Iops プロパティも指定する必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KmsKeyId
DB インスタンス (arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/abcd1234-a123-456aa12b-a123b4cd56ef など) の暗号化に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) マ
スターキーの ARN。StorageEncrypted プロパティを有効にして、このプロパティを指定しない場
合、AWS CloudFormation はデフォルトのマスターキーを使用します。このプロパティを指定する場
合は、StorageEncrypted プロパティを true に設定する必要があります。
API バージョン 2010-05-15
5452

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

SourceDBInstanceIdentifier プロパティを指定した場合、リードレプリカが同じリージョンで
作成されると値はソース DB インスタンスから継承されます。
暗号化されたリードレプリカを別の AWS リージョンで作成した場合、コピー先の AWS リージョン
の KMS キーを指定する必要があります。KMS 暗号化キーは、作成元のリージョン専用であるため、
作成元と異なるリージョンでは使用できません。
DBSecurityGroups を指定した場合、AWS CloudFormation でこのプロパティが無視されます。
セキュリティグループとこのプロパティの両方を指定する場合は、VPC セキュリティグループを使
用する必要があります。Amazon RDS と VPC の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの
「Amazon VPC での Amazon RDS の使用」を参照してください。
Amazon Aurora
該当しません。KMS キー識別子は、DB クラスターによって管理されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LicenseModel
この DB インスタンスのライセンスモデル情報
有効な値: license-included | bring-your-own-license | general-public-license

Note
DBSecurityGroups を指定してからライセンスモデルを更新する場合、AWS
CloudFormation は基盤となる DB インスタンスを置き換えます。これにより、データベース
の可用性に一時的な中断が発生します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MasterUsername
DB インスタンスのマスターユーザー名。

Note
SourceDBInstanceIdentifier または DBSnapshotIdentifier プロパティを指定し
た場合、このプロパティは指定しないでください。値は、ソース DB インスタンスまたはス
ナップショットから継承されます。
Amazon Aurora
該当しません。マスターユーザーの名前は、DB クラスターによって管理されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MasterUserPassword
マスターユーザーのパスワード。パスワードには、「/」、「"」、または「@」を除く表示可能な任意
の ASCII 文字を含めることができます。
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Amazon Aurora
該当しません。マスターユーザーのパスワードは、DB クラスターによって管理されます。
MariaDB
制約: 8 ～ 41 文字にする必要があります。
Microsoft SQL Server
制約: 8 ～ 128 文字にする必要があります。
MySQL
制約: 8 ～ 41 文字にする必要があります。
Oracle
制約: 8 ～ 30 文字にする必要があります。
PostgreSQL
制約: 8 ～ 128 文字にする必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxAllocatedStorage
Amazon RDS が DB インスタンスのストレージを自動的にスケーリングできる上限 (ギビバイト
(GiB))。
この設定に適用される制限などの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイド の「Amazon RDS
ストレージ自動スケーリングによるキャパシティーの自動管理 」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MonitoringInterval
DB インスタンスについて拡張モニターメトリクスが収集される時点間の間隔 (秒単位)。拡張モニタリ
ングメトリクスの収集を無効にするには、0 を指定します。デフォルトは 0 です。
MonitoringRoleArn を指定した場合は、MonitoringInterval を 0 以外の値に設定する必要が
あります。
有効な値: 0, 1, 5, 10, 15, 30, 60
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Some interruptions
MonitoringRoleArn
RDS が拡張モニタリングメトリクスを Amazon CloudWatch Logs に送信することを許可する IAM
ロールの ARN。たとえば、arn:aws:iam:123456789012:role/emaccess と指定します。モニ
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タリングロールの作成については、Amazon RDS ユーザーガイドの「拡張モニタリングの設定と有効
化」を参照してください。
MonitoringInterval を 0 以外に設定した場合は、MonitoringRoleArn 値を設定する必要があ
ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MultiAZ
データベースインスタンスが複数のアベイラビリティーゾーンに配置されているかどうかを指定しま
す。AvailabilityZone パラメータが true に設定されている場合は、MultiAZ パラメータを設定す
ることはできません。
Amazon Aurora
該当しません。Amazon Aurora ストレージは、すべてのアベイラビリティーゾーンにレプリケートさ
れるため、MultiAZ オプションを設定する必要はありません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Some interruptions
OptionGroupName
DB インスタンスを指定されたオプショングループに関連付ける必要があることを示します。
固定オプション (Oracle Advanced Security TDE の TDE オプションなど) をオプショングループから
削除することはできません。また、そのオプショングループは、一度 DB インスタンスに関連付けら
れると、DB インスタンスから削除できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PerformanceInsightsKMSKeyId
パフォーマンスインサイトデータの暗号化の AWS KMS キー識別子。
AWS KMS キー識別子は、AWS KMS カスタマーマスターキー (CMK) のキー ARN、キー ID、エイリ
アス ARN、またはエイリアス名です。
PerformanceInsightsKMSKeyId に値を指定しない場合、Amazon RDS はデフォルトの CMK を使
用します。AWS アカウントにはデフォルトの CMK があります。AWS アカウントのデフォルト CMK
は、AWS リージョンごとに異なります。
Performance Insights の有効化については、EnablePerformanceInsights を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PerformanceInsightsRetentionPeriod
パフォーマンスインサイトデータを保持する期間 (日数)。有効な値は、7 または 731 (2 年間) です。
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Performance Insights の有効化については、EnablePerformanceInsights を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Port
データベースが接続を受け入れるポート番号。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PreferredBackupWindow
BackupRetentionPeriod パラメータを使用して自動バックアップが有効になっている場合に、
自動バックアップが作成される毎日の時間範囲。詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの
Backup Window を参照してください。
制約:
• hh24:mi-hh24:mi の形式である必要があります。
• 時間は協定世界時 (UTC) である必要があります。
• 必要なメンテナンス期間と競合してはいけません。
• 少なくとも 30 分以上必要です。
Amazon Aurora
該当しません。自動バックアップを作成するための毎日の時間範囲は、DB クラスターによって管理
されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回のシステムメンテナンスを実行できる時間帯、世界標準時 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルトは、1 週間のうちのランダムな日に起こる、AWS リージョンあたり 8 時間の範囲からラ
ンダムに選択された 30 分の時間窓です。使用可能な時間ブロックを表示するには、「Amazon RDS
ユーザーガイド」の「適切な DB インスタンスのメンテナンスウィンドウの調整」を参照してくださ
い。

Note
このプロパティは、AWS CloudFormation が最初に DB インスタンスを作成するときに適用
されます。AWS CloudFormation を使用して DB インスタンスを更新する場合は、これらの
更新はただちに適用されます。
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Some interruptions
ProcessorFeatures
DB インスタンスの DB インスタンスクラスの CPU コア数およびコアごとのスレッド数。
必須: いいえ
タイプ: ProcessorFeature (p. 5466) のリスト
Update requires: No interruption
PromotionTier
既存のプライマリインスタンスの障害後に、Aurora レプリカをプライマリインスタンスに昇格される
順序を指定する値。詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Aurora DB クラスターの耐
障害性」を参照してください。
デフォルト: 1
有効な値: 0 ～ 15
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PubliclyAccessible
DB インスタンスがインターネットに接するインスタンスかどうかを示します。true を指定する
と、AWS CloudFormation がパブリック IP アドレスを解決するパブリックに解決可能な DNS 名とと
もにインスタンスを作成します。false を指定すると、AWS CloudFormation はプライベート IP アド
レスを解決する DNS 名をともなう内部インスタンスを作成します。
デフォルト動作の値は VPC のセットアップとデータベースサブネットグループによって異
なります。詳細については、Amazon RDS API リファレンスの「CreateDBInstance」の
PubliclyAccessible パラメータを参照してください。
このリソースにパブリック IP アドレスが割り当てられており、同じテンプレートに定義されている
VPC が関連付けられている場合は、DependsOn 属性を使用して VPC ゲートウェイのアタッチメント
への依存関係を宣言する必要があります。詳細については、「DependsOn 属性」を参照してくださ
い。

Note
DBSecurityGroups を指定した場合、AWS CloudFormation でこのプロパティが無視されま
す。セキュリティグループとこのプロパティを指定する場合は、VPC セキュリティグルー
プを使用する必要があります。Amazon RDS と VPC の詳細については、Amazon RDS ユー
ザーガイドの「Amazon VPC での Amazon RDS の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
SourceDBInstanceIdentifier
リードレプリカ DB インスタンスを作成する場合は、ソース DB インスタンスの ID を指定します。
各 DB インスタンスは、限られた数のリードレプリカを作成できます。詳細については、Amazon
Relational Database Service 開発者ガイドの「リードレプリカの使用」を参照してください。
SourceDBInstanceIdentifier プロパティは、DB インスタンスがリードレプリカであるかどうか
を決定します。テンプレートから SourceDBInstanceIdentifier プロパティを削除しスタックを
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更新すると、AWS CloudFormation はリードレプリカを削除して、新しい DB インスタンス (リードレ
プリカではない) を作成します。

Important
• VPC セキュリティグループを使用するソース DB インスタンスを指定する場
合、VPCSecurityGroups プロパティを指定することをお勧めします。プロパティ
を指定しないと、リードレプリカを作成するときに、レプリカはソース DB から
VPCSecurityGroups プロパティの値を継承します。ただし、スタックを更新すると、
スタックのテンプレートで定義されていないため、AWS CloudFormation はレプリカの
VPCSecurityGroups プロパティをデフォルト値に戻します。この変更により予期しない
問題が発生する可能性があります。
• リードレプリカは、削除ポリシーをサポートしていません。AWS CloudFormation はリー
ドレプリカに関連付けられた削除ポリシーを無視します。
• SourceDBInstanceIdentifier を指定する場合は、DBSnapshotIdentifier プロパ
ティを指定しないでください。スナップショットからリードレプリカを作成することはで
きません。
• BackupRetentionPeriod、DBName、MasterUsername、MasterUserPassword、お
よび PreferredBackupWindow プロパティは設定しないでください。データベース属性
はソース DB インスタンスから継承され、リードレプリカのバックアップは無効になりま
す。
• ソース DB インスタンスがリードレプリカとは異なるリージョンにある場合
は、SourceRegion のソースリージョンを指定し、SourceDBInstanceIdentifier の
有効な DB インスタンスの ARN を指定します。詳細については、Amazon RDS ユーザー
ガイドの「Amazon RDS Amazon リソースネーム (ARN) の構築」を参照してください。
• Amazon Aurora クラスターの DB インスタンスの場合は、このプロパティを指定しないで
ください。Amazon RDS が、ライターおよびリーダー DB インスタンスを自動的に割り当
てます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceRegion
リードレプリカのソース DB インスタンスが含まれているリージョンの ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StorageEncrypted
DB インスタンスを暗号化するかどうかを示す値。デフォルトでは、これは暗号化されません。
Amazon Aurora
該当しません。DB インスタンスの暗号化は、DB クラスターによって管理されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
StorageType
DB インスタンスに関連付けられるストレージタイプを指定します。
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有効な値: standard | gp2 | io1
standard 値は磁気とも呼ばれます。
io1 を指定した場合、 Iops パラメータの値も含める必要があります。
デフォルト: Iops パラメータを指定した場合は io1、それ以外の場合は standard
詳細については、 Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS DB インスタンスストレージ」を参
照してください。
Amazon Aurora
該当しません。Aurora のデータはクラスターボリュームに保存されます。これは、SSD (Solid State
Drive) を使用する単一の仮想ボリュームです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions
Tags
DB インスタンスに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Timezone
DB インスタンスのタイムゾーン。タイムゾーンパラメータは現在 Microsoft SQL Server によっての
みサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
UseDefaultProcessorFeatures
DB インスタンスの DB インスタンスクラスがデフォルトのプロセッサ機能を使用するかどうかを示す
値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
VPCSecurityGroups
DB インスタンスに割り当てる VPC セキュリティグループ ID のリスト。リストには、既存の VPC セ
キュリティグループの物理 ID と、テンプレートで作成された AWS::EC2::SecurityGroup リソースへ
のリファレンスの物理 ID の両方を含めることができます。
リソースを更新する予定がある場合は、共有 VPC で VPC セキュリティグループを指定しないでくだ
さい。
VPCSecurityGroups を設定すると、DBSecurityGroups を設定することはできません。逆も同様
です。
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Important
スタック内の DB インスタンスを RDS DB セキュリティグループから VPC セキュリティグ
ループに移行することができますが、次の点に注意してください。
• VPC セキュリティグループメンバーシップを確立した後で、RDS セキュリティグループに
戻すことはできません。
• DB インスタンスを VPC セキュリティグループに移行する際に、DB インスタンスや他の
AWS CloudFormation リソースにおける更新障害の発生によりスタック更新がロールバッ
クされると、RDS セキュリティグループに戻すことができないため、ロールバックは失敗
します。
• VPC セキュリティグループの使用時に利用可能なプロパティを適用するには、DB イン
スタンスを再作成する必要があります。再作成しない場合、AWS CloudFormation からは
DBSecurityGroups プロパティにリストされているプロパティ値のみが送信されます。
このような状況を回避するために、それがスタックテンプレートでの唯一の変更である場合は、VPC
セキュリティグループのみを使用して DB インスタンスを移行する必要があります。
Amazon Aurora
該当しません。EC2 VPC セキュリティグループの関連リストは、DB クラスターによって管理されま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DB インスタンス名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Endpoint.Address
データベースの接続エンドポイント。例: mystack-mydb-1apw1j4phylrk.cg034hpkmmjt.useast-2.rds.amazonaws.com
Endpoint.Port
データベースが接続を受け入れるポート番号。例: 3306

例
拡張モニタリングを有効にした DB インスタンスの作成
次の例では、拡張モニタリングを有効にした Amazon RDS MySQL DB インスタンスを作成します。この
例を実行する前に、MonitoringRoleArn で指定した拡張モニタリングの IAM ロールが存在している必
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要があります。拡張モニタリングの詳細については、 Amazon RDS ユーザーガイドの「拡張モニタリン
グ」を参照してください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "AWS CloudFormation Sample Template for creating an Amazon RDS DB
instance: Sample template showing how to create a DB instance with Enhanced Monitoring
enabled. **WARNING** This template creates an RDS DB instance. You will be billed for the
AWS resources used if you create a stack from this template.",
"Parameters": {
"DBInstanceID": {
"Default": "mydbinstance",
"Description": "My database instance",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "63",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "Must begin with a letter and must not end with a
hyphen or contain two consecutive hyphens."
},
"DBName": {
"Default": "mydb",
"Description": "My database",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "64",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "Must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"DBInstanceClass": {
"Default": "db.m5.large",
"Description": "DB instance class",
"Type": "String",
"ConstraintDescription": "Must select a valid DB instance type."
},
"DBAllocatedStorage": {
"Default": "50",
"Description": "The size of the database (GiB)",
"Type": "Number",
"MinValue": "20",
"MaxValue": "65536",
"ConstraintDescription": "must be between 20 and 65536 GiB."
},
"DBUsername": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Username for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"DBPassword": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Password MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "8",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must contain only alphanumeric characters."
}

API バージョン 2010-05-15
5461

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

}

},
"Resources": {
"MyDB": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBInstanceIdentifier": {
"Ref": "DBInstanceID"
},
"DBName": {
"Ref": "DBName"
},
"DBInstanceClass": {
"Ref": "DBInstanceClass"
},
"AllocatedStorage": {
"Ref": "DBAllocatedStorage"
},
"Engine": "MySQL",
"EngineVersion": "8.0.16",
"MasterUsername": {
"Ref": "DBUsername"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "DBPassword"
},
"MonitoringInterval": 60,
"MonitoringRoleArn": "arn:aws:iam::1233456789012:role/rds-monitoring-role"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: >Description": "AWS CloudFormation Sample Template for creating an Amazon RDS DB instance:
Sample template showing how to create a DB instance with Enhanced Monitoring enabled.
**WARNING** This template creates an RDS DB instance. You will be billed for the AWS
resources used if you create a stack from this template.
Parameters:
DBInstanceID:
Default: mydbinstance
Description: My database instance
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '63'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: >Must begin with a letter and must not end with a hyphen or contain two
consecutive hyphens.
DBName:
Default: mydb
Description: My database
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '64'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: Must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
DBInstanceClass:
Default: db.m5.large
Description: DB instance class
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Type: String
ConstraintDescription: Must select a valid DB instance type.
DBAllocatedStorage:
Default: '50'
Description: The size of the database (GiB)
Type: Number
MinValue: '20'
MaxValue: '65536'
ConstraintDescription: must be between 20 and 65536 GiB.
DBUsername:
NoEcho: 'true'
Description: Username for MySQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
DBPassword:
NoEcho: 'true'
Description: Password MySQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
MyDB:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
DBInstanceIdentifier: !Ref DBInstanceID
DBName: !Ref DBName
DBInstanceClass: !Ref DBInstanceClass
AllocatedStorage: !Ref DBAllocatedStorage
Engine: MySQL
EngineVersion: "8.0.16"
MasterUsername: !Ref DBUsername
MasterUserPassword: !Ref DBPassword
MonitoringInterval: 60
MonitoringRoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/rds-monitoring-role'

暗号化されたクロスリージョンリードレプリカの作成
以下に示しているのは、クロスリージョンソース DB インスタンスから暗号化されたリードレプリカを作
成する例です。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "RDS Storage Encrypted",
"Parameters": {
"SourceDBInstanceIdentifier": {
"Type": "String"
},
"DBInstanceType": {
"Type": "String"
},
"SourceRegion": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"MyKey": {
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"Type": "AWS::KMS::Key",
"Properties": {
"KeyPolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-default-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:iam::",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
},
":root"
]
]
}
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
}
]
}
}

},
"MyDBSmall": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBInstanceClass": {
"Ref": "DBInstanceType"
},
"SourceDBInstanceIdentifier": {
"Ref": "SourceDBInstanceIdentifier"
},
"SourceRegion": {
"Ref": "SourceRegion"
},
"KmsKeyId": {
"Ref": "MyKey"
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"InstanceId": {
"Description": "InstanceId of the newly created RDS Instance",
"Value": {
"Ref": "MyDBSmall"
}
}
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: RDS Storage Encrypted
Parameters:
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SourceDBInstanceIdentifier:
Type: String
DBInstanceType:
Type: String
SourceRegion:
Type: String
Resources:
MyKey:
Type: "AWS::KMS::Key"
Properties:
KeyPolicy:
Version: 2012-10-17
Id: key-default-1
Statement:
- Sid: Enable IAM User Permissions
Effect: Allow
Principal:
AWS: !Join
- ""
- - "arn:aws:iam::"
- !Ref "AWS::AccountId"
- ":root"
Action: "kms:*"
Resource: "*"
MyDBSmall:
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
Properties:
DBInstanceClass: !Ref DBInstanceType
SourceDBInstanceIdentifier: !Ref SourceDBInstanceIdentifier
SourceRegion: !Ref SourceRegion
KmsKeyId: !Ref MyKey
Outputs:
InstanceId:
Description: InstanceId of the newly created RDS Instance
Value: !Ref MyDBSmall

AWS::RDS::DBInstance DBInstanceRole
DB インスタンスに関連付けられている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを記述しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FeatureName" : String,
"RoleArn" : String

YAML
FeatureName: String
RoleArn: String
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プロパティ
FeatureName
AWS Identity and Access Management(IAM) ロールに関連付けられている機能の名前。DB インス
タンスに関連付けられている IAM ロールは、ユーザーに代わって他の AWS のサービスにアクセス
するための DB インスタンスへの許可を付与します。サポートされている機能名のリストについて
は、Amazon RDS API リファレンスの DBEngineVersion の SupportedFeatureNames の説明を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RoleArn
DB インスタンスに関連付けられている IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
次の項目は、DB インスタンスに関連付けるロールを指定します。

JSON
"AssociatedRoles": [
{
"FeatureName": "s3Import",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3"
}
]

YAML
AssociatedRoles:
- FeatureName: s3Import
RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3'

AWS::RDS::DBInstance ProcessorFeature
ProcessorFeature プロパティタイプは、DB インスタンスクラスのステータスのプロセッサ機能を指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Name" : String,
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}

"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
プロセッサ機能の名前。有効な名前は coreCount と threadsPerCore です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
プロセッサ機能の名前の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::RDS::DBParameterGroup
AWS::RDS::DBParameterGroup リソースは、RDS データベースファミリーのカスタムパラメータグ
ループを作成します。
このタイプはテンプレートで宣言され、 AWS::RDS::DBInstance リソースの
DBParameterGroupName プロパティで参照できます。
Amazon RDS DB インスタンスのパラメータの設定については、Amazon RDS ユーザーガイドの「DB パ
ラメータグループを使用する」を参照してください。
Amazon Aurora DB インスタンスのパラメータの設定については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「DB
パラメータグループおよび DB クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

Note
パラメータグループを DB インスタンスに適用すると、DB インスタンスの再起動が必要になる場
合があり、再起動中はデータベースが停止することになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::DBParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Family" : String,
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}

}

"Parameters" : {Key : Value, ...},
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::RDS::DBParameterGroup
Properties:
Description: String
Family: String
Parameters:
Key : Value
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
この DB パラメータグループに対するユーザー定義の説明を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Family
DB パラメータグループファミリーの名前。DB パラメータグループは、1 つだけの DB パラメータグ
ループファミリーに関連付けることが可能で、その DB パラメータグループファミリーと互換性のあ
る DB エンジンおよびエンジンバージョンを実行している DB インスタンスにのみ適用できます。

Note
DB パラメータグループを更新する際、DB パラメータグループファミリーは変更できませ
ん。
使用可能なすべてのパラメータグループファミリーを一覧表示するには、次のコマンドを使用しま
す。
aws rds describe-db-engine-versions --query
"DBEngineVersions[].DBParameterGroupFamily"
出力は重複が含まれます。
詳細については、「CreateDBParameterGroup」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Parameters
パラメータを更新するためのパラメータ名と値の配列。少なくとも 1 つのパラメータ名と値を指定す
る必要があります。後続の引数はオプションです。
Amazon RDS DB エンジンの DB パラメータおよび DB パラメータグループの詳細について
は、Amazon RDS ユーザーガイドの「DB パラメータグループを使用する」を参照してください。
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Amazon Aurora DB エンジンの DB クラスターおよび DB インスタンスのパラメータおよびパラメー
グループの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「DB パラメータグループおよび DB
クラスターパラメータグループを使用する」を参照してください。

Note
AWS CloudFormation では、個々のパラメータに適用メソッドの指定はサポートされていま
せん。各パラメータのデフォルトの適用方法が使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
Tags
DB パラメータグループに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DB パラメータグループの
名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次の例では、MySQL DB インスタンスのパラメータグループを作成
し、sql_mode、max_allowed_packet、および innodb_buffer_pool_size パラメータを設定しま
す。

JSON
"RDSDBParameterGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBParameterGroup",
"Properties": {
"Description": "CloudFormation Sample MySQL Parameter Group",
"Family": "mysql8.0",
"Parameters": {
"sql_mode": "IGNORE_SPACE",
"max_allowed_packet": 1024,
"innodb_buffer_pool_size": "{DBInstanceClassMemory*3/4}"
}
}
}

YAML
RDSDBParameterGroup:
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Type: 'AWS::RDS::DBParameterGroup'
Properties:
Description: CloudFormation Sample MySQL Parameter Group
Family: mysql8.0
Parameters:
sql_mode: IGNORE_SPACE
max_allowed_packet: 1024
innodb_buffer_pool_size: '{DBInstanceClassMemory*3/4}'

AWS::RDS::DBProxy
AWS::RDS::DBProxy リソースは DB プロキシを作成または更新します。
Amazon RDS 用の RDS プロキシの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS
Proxy による接続の管理」を参照してください。
Amazon Aurora 用 の RDS プロキシの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon RDS
Proxy による接続の管理」を参照してくだい。

Note
DB エンジンバージョンの制限や AWS リージョンの制限など、RDS プロキシには制限が適用さ
れます。
Amazon RDS 用の RDS プロキシに適用される制限については、Amazon RDS ユーザーガイドの
「RDS プロキシの制限」を参照してください。
Amazon Aurora 用の RDS プロキシに適用される制限については、Amazon Aurora ユーザーガイ
ドの「RDS プロキシの制限」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBProxy",
"Properties" : {
"Auth" : [ AuthFormat (p. 5475), ... ],
"DBProxyName" : String,
"DebugLogging" : Boolean,
"EngineFamily" : String,
"IdleClientTimeout" : Integer,
"RequireTLS" : Boolean,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ TagFormat (p. 5476), ... ],
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"VpcSubnetIds" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBProxy
Properties:
Auth:
- AuthFormat (p. 5475)
DBProxyName: String
DebugLogging: Boolean
EngineFamily: String
IdleClientTimeout: Integer
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RequireTLS: Boolean
RoleArn: String
Tags:
- TagFormat (p. 5476)
VpcSecurityGroupIds:
- String
VpcSubnetIds:
- String

プロパティ
Auth
プロキシが使用する認可メカニズム。
必須: はい
タイプ: AuthFormat (p. 5475) のリスト
Update requires: No interruption
DBProxyName
プロキシの識別子。この名前は、指定した AWS リージョンで AWS アカウントが所有するすべての
プロキシで一意である必要があります。識別子は文字で開始し、ASCII 文字、数字、ハイフンのみを
使用できます。最後の文字をハイフンにすることはできず、ハイフンを 2 つ続けて使用することもで
きません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DebugLogging
プロキシがログに SQL ステートメントに関する詳細情報を含めるかどうか。この情報に基づい
て、SQL の動作やプロキシ接続のパフォーマンスとスケーラビリティに関する問題をデバッグできま
す。デバッグ情報には、プロキシ経由で送信する SQL ステートメントのテキストが含まれます。した
がって、この設定を有効にするのは、デバッグに必要な場合と、ログ内の機密情報を保護するセキュ
リティ対策がある場合に限ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EngineFamily
プロキシが接続できるデータベースの種類。この値は、データベースとの間で送受信されるネット
ワークトラフィックを解釈するときに、プロキシが認識するデータベースネットワークプロトコルを
決定します。エンジンファミリーは、RDS と Aurora の両方の MySQL および PostgreSQL に適用さ
れます。
有効な値: MYSQL | POSTGRESQL
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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IdleClientTimeout
プロキシが切断する前に、プロキシへの接続が非アクティブになるまでの秒数。この値は、関連付け
られたデータベースの接続タイムアウト制限よりも高くまたは低く設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RequireTLS
プロキシへの接続に Transport Layer Security (TLS) 暗号化が必要かどうかを指定するブールパラメー
タ。この設定を有効にすると、暗号化された TLS 接続をプロキシに強制できます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS Secrets Manager でシークレットにアクセスするためにプロキシが使用する IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
任意のデータをプロキシに関連付けるためのキーと値のペアのオプションのセット。
必須: いいえ
タイプ: TagFormat (p. 5476) のリスト
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupIds
新しいプロキシに関連付ける 1 つ以上の VPC セキュリティグループ ID。
リソースを更新する予定がある場合は、共有 VPC で VPC セキュリティグループを指定しないでくだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpcSubnetIds
新しいプロキシに関連付ける 1 つ以上の VPC サブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DB プロキシの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
DBProxyArn
ターゲットグループを表す Amazon リソースネーム (ARN)。
Endpoint
RDS DB インスタンスまたは Aurora DB クラスターのライターエンドポイント。
VpcId
DB プロキシに関連付ける VPC ID。

例
DB プロキシの作成と DB インスタンスの登録
次の例では、DB プロキシを作成し、DB インスタンスを登録します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"ProxyName": {
"Type": "String",
"Default": "exampleProxy"
},
"InstanceName": {
"Type": "String",
"Default": "database-1"
},
"BootstrapSecretReaderRoleArn": {
"Type": "String",
"Default": "arn:aws:iam::123456789012:role/RDSSecretReaderRoleForDBProxy"
},
"BootstrapProxySecretArn": {
"Type": "String",
"Default": "arn:aws:secretsmanager:uswest-2:123456789012:secret:MySecretForDBProxy"
},
"SubnetIds": {
"Type": "String",
"Default":
"subnet-01b761b31fb498f20,subnet-012b9a958ef0f9949,subnet-05e8e263052025378"
}
},
"Resources": {
"TestDBProxy": {
"Type": "AWS::RDS::DBProxy",
"Properties": {
"DebugLogging": true,
"DBProxyName": {
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"Ref": "ProxyName"
},
"EngineFamily": "MYSQL",
"IdleClientTimeout": 120,
"RequireTLS": true,
"RoleArn": {
"Ref": "BootstrapSecretReaderRoleArn"
},
"Auth": [
{
"AuthScheme": "SECRETS",
"SecretArn": {
"Ref": "BootstrapProxySecretArn"
},
"IAMAuth": "DISABLED"
}
],
"VpcSubnetIds": {
"Fn::Split": [
",",
{
"Ref": "SubnetIds"
}
]
}

}

}

}
},
"ProxyTargetGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBProxyTargetGroup",
"Properties": {
"DBProxyName": {
"Ref": "TestDBProxy"
},
"DBInstanceIdentifiers": [
{
"Ref": "InstanceName"
}
],
"TargetGroupName": "default",
"ConnectionPoolConfigurationInfo": {
"MaxConnectionsPercent": 100,
"MaxIdleConnectionsPercent": 50,
"ConnectionBorrowTimeout": 120
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
ProxyName:
Type: String
Default: exampleProxy
InstanceName:
Type: String
Default: database-1
BootstrapSecretReaderRoleArn:
Type: String
Default: arn:aws:iam::123456789012:role/RDSSecretReaderRoleForDBProxy
BootstrapProxySecretArn:
Type: String
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Default: arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecretForDBProxy
SubnetIds:
Type: String
Default: subnet-01b761b31fb498f20,subnet-012b9a958ef0f9949,subnet-05e8e263052025378
Resources:
TestDBProxy:
Type: AWS::RDS::DBProxy
Properties:
DebugLogging: true
DBProxyName: !Ref ProxyName
EngineFamily: MYSQL
IdleClientTimeout: 120
RequireTLS: true
RoleArn:
!Ref BootstrapSecretReaderRoleArn
Auth:
- {AuthScheme: SECRETS, SecretArn: !Ref BootstrapProxySecretArn, IAMAuth:
DISABLED}
VpcSubnetIds:
Fn::Split: [",", !Ref SubnetIds]
ProxyTargetGroup:
Type: AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
Properties:
DBProxyName: !Ref TestDBProxy
DBInstanceIdentifiers: [!Ref InstanceName]
TargetGroupName: default
ConnectionPoolConfigurationInfo:
MaxConnectionsPercent: 100
MaxIdleConnectionsPercent: 50
ConnectionBorrowTimeout: 120

AWS::RDS::DBProxy AuthFormat
プロキシが特定のデータベースユーザーとしてログインするために使用する認証の詳細を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AuthScheme" : String,
"Description" : String,
"IAMAuth" : String,
"SecretArn" : String,
"UserName" : String

YAML
AuthScheme: String
Description: String
IAMAuth: String
SecretArn: String
UserName: String

プロパティ
AuthScheme
プロキシがプロキシから基になるデータベースへの接続に使用する認証のタイプ。
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有効な値: SECRETS
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
プロキシが特定のデータベースユーザーとしてログインするために使用する認証に関するユーザー指
定の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IAMAuth
プロキシへの接続に AWS Identity and Access Management (IAM) 認証をリクエストするか禁止するか
を指定。
有効な値: DISABLED | REQUIRED
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SecretArn
プロキシが RDS DB インスタンスまたは Aurora DB クラスターへの認証に使用するシークレットを表
す Amazon リソースネーム (ARN)。これらのシークレットは、Amazon Secrets Manager に保存され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
UserName
プロキシが接続するデータベースユーザーの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::RDS::DBProxy TagFormat
キーと値のペアからなる DB プロキシに割り当てられるメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
キーはタグの必須の名前です。文字列値は、1〜128 文字の Unicode 文字です。aws: をプレフィッ
クスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、
「.」、「/」、「=」、「+」、「-」 (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)") のみ使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
値はタグの省略可能な値です。文字列値は、1〜256 文字の Unicode 文字です。aws: をプレフィッ
クスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、
「.」、「/」、「=」、「+」、「-」 (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)") のみ使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::RDS::DBProxyEndpoint
AWS::RDS::DBProxyEndpoint リソースは DB プロキシエンドポイントを作成または更新します。カス
タムプロキシエンドポイントを使用して、プロキシのデフォルト VPC とは異なる VPC 経由でプロキシに
アクセスできます。
RDS Proxy の詳細については、「 AWS::RDS::DBProxy」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::DBProxyEndpoint",
"Properties" : {
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}

}

"DBProxyEndpointName" : String,
"DBProxyName" : String,
"Tags" : [ TagFormat (p. 5481), ... ],
"TargetRole" : String,
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"VpcSubnetIds" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::RDS::DBProxyEndpoint
Properties:
DBProxyEndpointName: String
DBProxyName: String
Tags:
- TagFormat (p. 5481)
TargetRole: String
VpcSecurityGroupIds:
- String
VpcSubnetIds:
- String

プロパティ
DBProxyEndpointName
作成する DB プロキシエンドポイントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DBProxyName
作成する DB プロキシエンドポイントに関連付けられた DB プロキシの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
任意のデータをプロキシに関連付けるためのキーと値のペアのオプションのセット。
必須: いいえ
タイプ: TagFormat (p. 5481) のリスト
Update requires: No interruption
TargetRole
DB プロキシエンドポイントを読み取り/書き込みオペレーションまたは読み取り専用オペレーション
に使用できるかどうかを示す値。
有効な値: READ_WRITE | READ_ONLY
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VpcSecurityGroupIds
作成する DB プロキシエンドポイントの VPC セキュリティグループ ID。元の DB プロキシとは異な
る一連のセキュリティグループ ID を指定できます。デフォルトでは、VPC のデフォルトセキュリ
ティグループです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
VpcSubnetIds
作成する DB プロキシエンドポイントの VPC サブネット ID。元の DB プロキシとは異なる一連のサ
ブネット ID を指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DB プロキシエンドポイン
トの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
DBProxyEndpointArn
DB プロキシエンドポイントを表す Amazon リソースネーム (ARN)。
Endpoint
RDS DB インスタンスまたは Aurora DB クラスターのカスタムエンドポイント。
IsDefault
このエンドポイントが、関連付けられた DB プロキシのデフォルトエンドポイントであるかどうか
を示す値。デフォルトの DB プロキシエンドポイントは、必ず読み取り/書き込み機能を備えていま
す。DB プロキシに関連付ける他のエンドポイントは、読み取り/書き込みまたは読み取り専用にする
ことができます。
VpcId
DB プロキシエンドポイントの VPC ID。

例
カスタム DB プロキシエンドポイントの作成
次の例では、カスタム DB プロキシエンドポイントを作成します。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"ProxyEndpointName": {
"Type": "String",
"Default": "exampleProxyEndpoint"
},
"ProxyName": {
"Type": "String",
"Default": "exampleProxy"
},
"SecurityGroupIds": {
"Type": "String",
"Default": "sg-12345678"
},
"SubnetIds": {
"Type": "String",
"Default": "subnet-12345677,subnet-12345678,subnet-12345679"
}
},
"Resources": {
"TestDBProxy": {
"Type": "AWS::RDS::DBProxyEndpoint",
"Properties": {
"DBProxyEndpointName": {
"Ref": "ProxyEndpointName"
},
"DBProxyName": {
"Ref": "ProxyName"
},
"VpcSecurityGroupIds": {
"Fn::Split": [
",",
{
"Ref": "SecurityGroupIds"
}
]
},
"VpcSubnetIds": {
"Fn::Split": [
",",
{
"Ref": "SubnetIds"
}
]
},
"TargetRole": "READ_ONLY"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
ProxyEndpointName:
Type: String
Default: exampleProxyEndpoint
ProxyName:
Type: String
Default: exampleProxy
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SubnetIds:
Type: String
Default: subnet-12345677,subnet-12345678,subnet-12345679
SecurityGroupIds:
Type: String
Default: sg-12345678
Resources:
TestDBProxyEndpoint:
Type: AWS::RDS::DBProxyEndpoint
Properties:
DBProxyEndpointName: !Ref ProxyEndpointName
DBProxyName: !Ref ProxyName
VpcSubnetIds:
Fn::Split: [",", !Ref SubnetIds]
VpcSecurityGroupIds:
Fn::Split: [",", !Ref SecurityGroupIds]
TargetRole: READ_ONLY

AWS::RDS::DBProxyEndpoint TagFormat
キーと値のペアで構成される DB プロキシエンドポイントに割り当てられたメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
値はタグの省略可能な値です。文字列値は、1〜256 文字の Unicode 文字です。aws: をプレフィッ
クスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、「_」、
「.」、「/」、「=」、「+」、「-」 (Java 正規表現: "^([\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.:/=+\\-]*)") のみ使用できま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
キーと値のペアからなる DB インスタンスに割り当てられるメタデータ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup リソースは、プロキシが接続できる RDS DB インスタンス、Aurora
DB クラスター、またはその両方のセットを表します。現在、各ターゲットグループは、1 つの RDS DB
インスタンス、または Aurora DB クラスターに関連付けられています。
このデータ型は、DescribeDBProxyTargetGroups アクションのレスポンス要素として使用されます。
Amazon RDS 用の RDS プロキシの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「 Amazon RDS プ
ロキシによる接続の管理」を参照してください。
Amazon Aurora 用 の RDS プロキシの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon RDS
Proxy による接続の管理」を参照してくだい。
DB プロキシを作成して DB インスタンスを登録するサンプルテンプレートについて
は、AWS::RDS::DBProxy の例を参照してください。

Note
DB エンジンバージョンの制限や AWS リージョンの制限など、RDS プロキシには制限が適用さ
れます。
Amazon RDS 用の RDS プロキシに適用される制限については、Amazon RDS ユーザーガイドの
「RDS プロキシの制限」を参照してください。
Amazon Aurora 用の RDS プロキシに適用される制限については、Amazon Aurora ユーザーガイ
ドの「RDS プロキシの制限」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBProxyTargetGroup",
"Properties" : {
"ConnectionPoolConfigurationInfo" : ConnectionPoolConfigurationInfoFormat (p. 5484),
"DBClusterIdentifiers" : [ String, ... ],
"DBInstanceIdentifiers" : [ String, ... ],
"DBProxyName" : String,
"TargetGroupName" : String
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
Properties:
ConnectionPoolConfigurationInfo:
ConnectionPoolConfigurationInfoFormat (p. 5484)
DBClusterIdentifiers:
- String
DBInstanceIdentifiers:
- String
DBProxyName: String
TargetGroupName: String
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プロパティ
ConnectionPoolConfigurationInfo
DBProxyTargetGroup に関連付けられた接続プールのサイズと動作を制御する設定。
必須: いいえ
タイプ: ConnectionPoolConfigurationInfoFormat (p. 5484)
Update requires: No interruption
DBClusterIdentifiers
1 つ以上の DB クラスター識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DBInstanceIdentifiers
1 つ以上の DB インスタンス識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
DBProxyName
DBProxyTargetGroup に関連付けられている DBProxy の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TargetGroupName
ターゲットグループの識別子。

Note
現在、このプロパティを default に設定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ターゲットグループの
ARN。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
TargetGroupArn
ターゲットグループを表す Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::RDS::DBProxyTargetGroup ConnectionPoolConfigurationInfoFormat
DBProxyTargetGroup に関連付けられた接続プールのサイズと動作を制御する設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConnectionBorrowTimeout" : Integer,
"InitQuery" : String,
"MaxConnectionsPercent" : Integer,
"MaxIdleConnectionsPercent" : Integer,
"SessionPinningFilters" : [ String, ... ]

YAML
ConnectionBorrowTimeout: Integer
InitQuery: String
MaxConnectionsPercent: Integer
MaxIdleConnectionsPercent: Integer
SessionPinningFilters:
- String

プロパティ
ConnectionBorrowTimeout
接続が接続プールで使用可能になるまで、プロキシが待機する秒数。プロキシが最大数の接続を開
き、すべての接続がクライアントセッションでビジー状態の場合にのみ適用されます。
デフォルト: 120
制約: 1 から 3600 の間、または無制限を表す 0
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InitQuery
新しいデータベース接続を開くときに実行するプロキシの 1 つ以上の SQL ステートメント。通常、
各接続にタイムゾーンや文字セットなどの設定が同一であることを確認するために、SET ステートメ
ントとともに使用されます。複数のステートメントの場合は、セミコロンをセパレータとして使用し
ます。たとえば、1 つの SET ステートメントに SET x=1, y=2 など複数の変数を含めることもでき
ます。
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デフォルト: 初期化クエリなし
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxConnectionsPercent
ターゲットグループ内の各ターゲットの接続プールの最大サイズ。Aurora MySQL では、ターゲット
グループが使用する RDS DB インスタンスまたは Aurora DB クラスターの max_connections 設定
に対するパーセンテージで表されます。
デフォルト: 100
制約: 1～100 の間
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MaxIdleConnectionsPercent
接続プール内のアイドル状態のデータベース接続をプロキシが閉じる時間を制御します。この値を大
きくすると、プロキシはアイドル状態の接続の割合が高いままにします。小さい値を指定すると、プ
ロキシはアイドル状態のクライアント接続を閉じ、基礎となるデータベース接続を接続プールに戻し
ます。Aurora MySQL では、ターゲットグループが使用する RDS DB インスタンスまたは Aurora DB
クラスターの max_connections 設定に対するパーセンテージで表されます。
デフォルト: 50
制約: 0～MaxConnectionsPercent
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SessionPinningFilters
リスト内の各項目は、通常、プロキシを使用するセッション内の後続のすべてのステートメントを、
同じ基礎となるデータベース接続に固定する SQL オペレーションのクラスを表します。リストに項目
を含めると、その SQL オペレーションのクラスがピン留め動作から除外されます。
デフォルト: セッションピン留めフィルターなし
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::RDS::DBSecurityGroup
AWS::RDS::DBSecurityGroup リソースは、Amazon RDS DB セキュリティグループを作成または更新
します。
API バージョン 2010-05-15
5485

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

Note
DB セキュリティグループは EC2-Classic プラットフォームの一部であり、一部のリージョンで
はサポートされません。代わりに、これらのリージョンの AWS::EC2::SecurityGroup リソー
スを使用することをお勧めします。使用しているプラットフォームを確認するには、「EC2-VPC
または EC2-Classic プラットフォームのどちらを使用しているかを判断する」を参照してくださ
い。AWS::EC2::SecurityGroup の詳細については、EC2 セキュリティグループのドキュメン
トを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
"Properties" : {
"DBSecurityGroupIngress" : [ Ingress (p. 5489), ... ],
"EC2VpcId" : String,
"GroupDescription" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
DBSecurityGroupIngress:
- Ingress (p. 5489)
EC2VpcId: String
GroupDescription: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DBSecurityGroupIngress
DB セキュリティグループに適用される進入ルール。
必須: はい
タイプ: Ingress (p. 5489) のリスト
Update requires: No interruption
EC2VpcId
Amazon VPC の識別子。このプロパティは、この DB セキュリティグループが属する VPC を示しま
す。

Important
EC2VpcId プロパティは、古いリージョンとの下位互換性にのみ使用し、セキュリティ情報
を RDS DB インスタンスへ提供することは推奨されていません。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GroupDescription
DB セキュリティグループの説明を入力します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
DB セキュリティグループに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DB セキュリティグループ
の名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
単一の VPC セキュリティグループの作成
次の例では、EC2SecurityGroupName によって参照される単一の VPC セキュリティグループを作成し
ます。

JSON
{

"Resources": {
"DBinstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"DBSecurityGroups": [
{
"Ref": "DbSecurityByEC2SecurityGroup"
}
],
"AllocatedStorage": "5",
"DBInstanceClass": "db.t3.small",
"Engine": "MySQL",
"MasterUsername": "YourName",
"MasterUserPassword": "YourPassword"
},
"DeletionPolicy": "Snapshot"
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}

}

},
"DbSecurityByEC2SecurityGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
"Properties": {
"GroupDescription": "Ingress for Amazon EC2 security group",
"DBSecurityGroupIngress": [
{
"EC2SecurityGroupId": "sg-b0ff1111",
"EC2SecurityGroupOwnerId": "111122223333"
},
{
"EC2SecurityGroupId": "sg-ffd722222",
"EC2SecurityGroupOwnerId": "111122223333"
}
]
}
}

YAML
Resources:
DBinstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
DBSecurityGroups:
Ref: "DbSecurityByEC2SecurityGroup"
AllocatedStorage: "5"
DBInstanceClass: "db.t3.small"
Engine: "MySQL"
MasterUsername: "YourName"
MasterUserPassword: "YourPassword"
DeletionPolicy: "Snapshot"
DbSecurityByEC2SecurityGroup:
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
GroupDescription: "Ingress for Amazon EC2 security group"
DBSecurityGroupIngress:
EC2SecurityGroupId: "sg-b0ff1111"
EC2SecurityGroupOwnerId: "111122223333"
EC2SecurityGroupId: "sg-ffd722222"
EC2SecurityGroupOwnerId: "111122223333"

複数の VPC セキュリティグループ
次の例では、複数の VPC セキュリティグループを作成または更新します。

JSON
"DBSecurityGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSecurityGroup",
"Properties": {
"EC2VpcId" : { "Ref" : "VpcId" },
"DBSecurityGroupIngress": [
{"EC2SecurityGroupName": { "Ref": "WebServerSecurityGroup"}}
],
"GroupDescription": "Frontend Access"
}
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}

YAML
DBSecurityGroup:
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup
Properties:
EC2VpcId:
Ref: "VpcId"
DBSecurityGroupIngress:
EC2SecurityGroupName:
Ref: "WebServerSecurityGroup"
GroupDescription: "Frontend Access"

AWS::RDS::DBSecurityGroup Ingress
Ingress プロパティタイプは、AWS::RDS::DBSecurityGroup リソース内で個々の進入ルールを指定
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CIDRIP" : String,
"EC2SecurityGroupId" : String,
"EC2SecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupOwnerId" : String

YAML
CIDRIP: String
EC2SecurityGroupId: String
EC2SecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupOwnerId: String

プロパティ
CIDRIP
許可する IP 範囲です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupId
許可する EC2 セキュリティグループの ID。VPC DB セキュリティグループの
場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以外の場合
は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EC2SecurityGroupName
許可する EC2 セキュリティグループの名前。VPC DB セキュリティグループ
の場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以外の場合
は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EC2SecurityGroupOwnerId
EC2SecurityGroupName パラメータで指定された EC2 セキュリティグループ所有者の
AWS アカウント番号。AWS アクセスキー ID が許容される値ではありません。VPC DB セ
キュリティグループの場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以
外の場合は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress
AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress リソースは 2 つの認証形式のいずれかを使用して DB セキュ
リティグループへの入力を有効にします。1 つ目の形式では、EC2 または VPC インスタンスで、アプリ
ケーションが使用するデータベースが実行注である場合に、DB セキュリティグループに EC2 または VPC
セキュリティグループを追加できます。2 つ目の形式では、データベースにアクセスするアプリケーショ
ンがインターネット上で実行されている場合、IP 範囲を使用できます。
このタイプは更新をサポートしています。スタックを更新する方法の詳細については、AWS
CloudFormation スタックの更新を参照してください。
DB セキュリティグループの進入の設定に関する詳細については、「AuthorizeDBSecurityGroupIngress」
を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"CIDRIP" : String,
"DBSecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupId" : String,
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}

}

"EC2SecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupOwnerId" : String

YAML
Type: AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress
Properties:
CIDRIP: String
DBSecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupId: String
EC2SecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupOwnerId: String

プロパティ
CIDRIP
許可する IP 範囲です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSecurityGroupName
認証を追加する DB セキュリティグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupId
許可する EC2 セキュリティグループの ID。VPC DB セキュリティグループの
場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以外の場合
は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupName
許可する EC2 セキュリティグループの名前。VPC DB セキュリティグループ
の場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以外の場合
は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
EC2SecurityGroupOwnerId
EC2SecurityGroupName パラメータで指定された EC2 セキュリティグループ所有者の
AWS アカウント番号。AWS アクセスキー ID が許容される値ではありません。VPC DB セ
キュリティグループの場合、EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。それ以
外の場合は、EC2SecurityGroupOwnerId および、EC2SecurityGroupName または
EC2SecurityGroupId を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
この進入ルールが関連付けられる DB セキュリティグループをこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::RDS::DBSubnetGroup
AWS::RDS::DBSubnetGroup リソースは、データベースサブネットグループを作成します。サブネット
グループは、同じリージョンの 2 つの異なるアベイラビリティーゾーン内のサブネットを少なくとも 2 つ
含んでいる必要があります。
詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「DB サブネットグループの操作」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::DBSubnetGroup",
"Properties" : {
"DBSubnetGroupDescription" : String,
"DBSubnetGroupName" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: String
DBSubnetGroupName: String
SubnetIds:
- String
Tags:
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- Tag

プロパティ
DBSubnetGroupDescription
DB サブネットグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DBSubnetGroupName
DB サブネットグループの名前。この値は小文字で保存されます。
制約: 255 文字以下の小文字の英数字またはハイフンを使用する必要があります。"Default" という文字
列を使用することはできません。
例: mysubnetgroup
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
DB サブネットグループの EC2 サブネット ID。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
DB サブネットグループに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
DB サブネットグループの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myDBSubnetGroup": {
"Type": "AWS::RDS::DBSubnetGroup",
"Properties": {
"DBSubnetGroupDescription": "description",
"SubnetIds": [
"subnet-7b5b4112",
"subnet-7b5b4115"
],
"Tags": [
{
"Key": "String",
"Value": "String"
}
]
}
}
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
myDBSubnetGroup:
Properties:
DBSubnetGroupDescription: description
SubnetIds:
- subnet-7b5b4112
- subnet-7b5b4115
Tags:
Key: String
Value: String
Type: "AWS::RDS::DBSubnetGroup"

AWS::RDS::EventSubscription
AWS::RDS::EventSubscription リソースにより、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
を介して Amazon Relational Database Service イベントの通知を受け取ることができます。詳細について
は、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS イベント通知の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::EventSubscription",
"Properties" : {
"Enabled" : Boolean,
"EventCategories" : [ String, ... ],
"SnsTopicArn" : String,
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}

}

"SourceIds" : [ String, ... ],
"SourceType" : String

YAML
Type: AWS::RDS::EventSubscription
Properties:
Enabled: Boolean
EventCategories:
- String
SnsTopicArn: String
SourceIds:
- String
SourceType: String

プロパティ
Enabled
サブスクリプションをアクティブ化するかどうかを示す値。イベント通知サブスクリプションが有効
になっていない場合、サブスクリプションは作成されますがアクティブではありません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EventCategories
サブスクライブする特定のソースタイプ (SourceType) のイベントカテゴリのリスト。特定の
ソースタイプのカテゴリのリストは、Amazon RDS ユーザーガイドの「イベント」で、または
DescribeEventCategories オペレーションを使用して参照できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SnsTopicArn
イベント通知用に作成された SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。ARN は、トピックを
作成してそれをサブスクライブするときに Amazon SNS によって作成されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceIds
イベントが返されるイベントソースの識別子のリスト。指定しない場合は、すべてのソースはレスポ
ンスに含まれます。識別子は文字で始まり、ASCII 文字、数字、ハイフンのみを使用する必要があり
ます。文字列の最後にハイフンを使用したり、ハイフンを 2 つ続けて使用したりすることはできませ
ん。
制約:
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• SourceIds 値を指定する場合は、SourceType も指定する必要があります。
• ソースタイプが DB インスタンスである場合は、DBInstanceIdentifier 値を指定する必要があ
ります。
• ソースタイプが DB クラスターである場合は、DBClusterIdentifier 値を指定する必要がありま
す。
• ソースタイプが DB パラメータグループである場合は、DBParameterGroupName 値を指定する必
要があります。
• ソースタイプが DB セキュリティグループである場合は、DBSecurityGroupName 値を指定する必
要があります。
• ソースタイプが DB スナップショットである場合は、DBSnapshotIdentifier 値を指定する必要
があります。
• ソースタイプが DB クラスタースナップショットである場合
は、DBClusterSnapshotIdentifier 値を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SourceType
イベントを生成しているソースの種類。例えば、DB インスタンスが生成したイベントの通知を受け
る場合は、このパラメータを db-instance に設定します。この値を指定しない場合、すべてのイベ
ントが返されます。
有効な値: db-instance | db-cluster | db-parameter-group | db-security-group | dbsnapshot | db-cluster-snapshot
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Some interruptions

戻り値
参照番号
RDS イベントのサブスクリプションの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
次の例は、既存のデータベースインスタンス db-instance-1 と、同じテンプレートの他の箇所で宣言さ
れた論理 ID myDBInstance を持つデータベースのイベントサブスクリプションを作成します。

JSON
{

"myEventSubscription": {
"Type": "AWS::RDS::EventSubscription",
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}

}

"Properties": {
"EventCategories": [
"configuration change",
"failure",
"deletion"
],
"SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example-topic",
"SourceIds": [
"db-instance-1",
{
"Ref": "myDBInstance"
}
],
"SourceType": "db-instance",
"Enabled": false
}

YAML
--myEventSubscription:
Type: 'AWS::RDS::EventSubscription'
Properties:
EventCategories:
- configuration change
- failure
- deletion
SnsTopicArn: 'arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example-topic'
SourceIds:
- db-instance-1
- !Ref myDBInstance
SourceType: db-instance
Enabled: false

AWS::RDS::GlobalCluster
AWS::RDS::GlobalCluster リソースは、複数の AWS リージョンにまたがる Amazon Aurora Global
Database を作成または更新します。
グローバルデータベースには、読み取り/書き込み機能を備えた 1 つのプライマリクラスターと、Aurora
ストレージサブシステムによって実行される高速レプリケーションによってプライマリクラスターから
データを受信する読み取り専用のセカンダリクラスターが含まれます。
最初は空のグローバルデータベースを作成し、そのデータベースに、プライマリクラスターとセカンダリ
クラスターを追加できます。
Aurora グローバルデータベースの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora
Global Database の使用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RDS::GlobalCluster",
"Properties" : {
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}

}

"DeletionProtection" : Boolean,
"Engine" : String,
"EngineVersion" : String,
"GlobalClusterIdentifier" : String,
"SourceDBClusterIdentifier" : String,
"StorageEncrypted" : Boolean

YAML
Type: AWS::RDS::GlobalCluster
Properties:
DeletionProtection: Boolean
Engine: String
EngineVersion: String
GlobalClusterIdentifier: String
SourceDBClusterIdentifier: String
StorageEncrypted: Boolean

プロパティ
DeletionProtection
新しいグローバルデータベースの削除保護設定。削除保護が有効な場合、グローバルデータベースは
削除できません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Engine
この DB クラスターに使用されるデータベースエンジンの名前を入力します。
このプロパティが指定されていない場合、データベースエンジン
は、SourceDBClusterIdentifier プロパティで指定されたソース DB クラスターから派生しま
す。

Note
SourceDBClusterIdentifier プロパティが指定されていない場合、このプロパティは必
須です。SourceDBClusterIdentifier プロパティが指定されている場合は、このプロパ
ティが指定されていないことを確認してください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EngineVersion
Aurora Global Database のエンジンバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
5498

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

Update requires: Replacement
GlobalClusterIdentifier
グローバルデータベースクラスターのクラスター識別子。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SourceDBClusterIdentifier
グローバルデータベースのプライマリクラスターとして使用する DB クラスター識別子または
Amazon リソースネーム (ARN)。

Note
Engine プロパティが指定されていない場合、このプロパティは必須です。Engine プロパ
ティが指定されている場合は、このプロパティが指定されていないことを確認してくださ
い。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StorageEncrypted
グローバルデータベースクラスターの記憶域暗号化設定。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: グローバルデータベースク
ラスターの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
Aurora MySQL 用のグローバルデータベースクラスターの作成
次の例では、Aurora MySQL DB クラスターと DB インスタンスを持つグローバルデータベースクラスター
を作成します。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Type": "String",
"Description": "Identifier used for global database cluster",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$"
},
"username": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Username for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"password": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Password for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "8",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must contain only alphanumeric characters."
}
},
"Resources": {
"GlobalCluster": {
"Type": "AWS::RDS::GlobalCluster",
"Properties": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Ref": "GlobalClusterIdentifier"
},
"SourceDBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
}
}
},
"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"MasterUsername": {
"Ref": "username"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "password"
},
"DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"Engine": "aurora-mysql",
"EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.0"
}
},
"RDSDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"Engine": "aurora-mysql",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"PubliclyAccessible": "true",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
GlobalClusterIdentifier:
Type: String
Description: Identifier used for global database cluster
AllowedPattern: '^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$'
username:
NoEcho: 'true'
Description: Username for MySQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
password:
NoEcho: 'true'
Description: Password for MySQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
GlobalCluster:
Type: 'AWS::RDS::GlobalCluster'
Properties:
GlobalClusterIdentifier: !Ref GlobalClusterIdentifier
SourceDBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref username
MasterUserPassword: !Ref password
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
Engine: aurora-mysql
EngineVersion: 5.7.mysql_aurora.2.10.0
RDSDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
Engine: aurora-mysql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
DBParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r5.xlarge

Aurora PostgreSQL 用のグローバルデータベースクラスターの作成
次の例では、Aurora PostgreSQL DB クラスターと DB インスタンスを持つグローバルデータベースクラス
ターを作成します。

JSON
{
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"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Type": "String",
"Description": "Identifier used for global database cluster",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$"
},
"username": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Username for PostgreSQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"password": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Password for PostgreSQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "8",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must contain only alphanumeric characters."
}
},
"Resources": {
"GlobalCluster": {
"Type": "AWS::RDS::GlobalCluster",
"Properties": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Ref": "GlobalClusterIdentifier"
},
"SourceDBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
}
}
},
"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"MasterUsername": {
"Ref": "username"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "password"
},
"DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-postgresql11",
"Engine": "aurora-postgresql",
"EngineVersion": "11.7"
}
},
"RDSDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"Engine": "aurora-postgresql",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql11",
"PubliclyAccessible": "true",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
}
}
}
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}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
GlobalClusterIdentifier:
Type: String
Description: Identifier used for global database cluster
AllowedPattern: '^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$'
username:
NoEcho: 'true'
Description: Username for PostgreSQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
password:
NoEcho: 'true'
Description: Password for PostgreSQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
GlobalCluster:
Type: 'AWS::RDS::GlobalCluster'
Properties:
GlobalClusterIdentifier: !Ref GlobalClusterIdentifier
SourceDBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref username
MasterUserPassword: !Ref password
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-postgresql11
Engine: aurora-postgresql
EngineVersion: '11.7'
RDSDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
Engine: aurora-postgresql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
DBParameterGroupName: default.aurora-postgresql11
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r5.xlarge

Aurora データベースクラスターへのリージョンの追加
次の例では、新しい Aurora DB クラスターを作成し、読み取り専用のセカンダリクラスターとしてグロー
バルデータベースクラスターにアタッチしてから、新しい DB クラスターに DB インスタンスを追加しま
す。
別の AWS リージョンにあるプライマリ DB クラスターを持つグローバルデータベースクラスターの
GlobalClusterIdentifier を指定します。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Type": "String",
"Description": "Identifier used for global database cluster",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$"
}
},
"Resources": {
"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Ref": "GlobalClusterIdentifier"
},
"DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"Engine": "aurora-mysql",
"EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.0"
}
},
"RDSDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"Engine": "aurora-mysql",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"PubliclyAccessible": "true",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
GlobalClusterIdentifier:
Type: String
Description: Identifier used for global database cluster
AllowedPattern: '^[a-zA-Z]{1}(?:-?[a-zA-Z0-9]){0,62}$'
Resources:
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
GlobalClusterIdentifier: !Ref GlobalClusterIdentifier
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
Engine: aurora-mysql
EngineVersion: 5.7.mysql_aurora.2.10.0
RDSDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
Engine: aurora-mysql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
DBParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r5.xlarge
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グローバルデータベースクラスターへの DB クラスターの追加
次の例では、DB クラスターをグローバルデータベースクラスターに追加します。
例には、DB クラスターの作成に使用されたテンプレートが含まれています。最初のテンプレートで作成
された DB クラスターが存在した後、この例の 2 番目のテンプレートは DB クラスターをグローバルデー
タベースクラスターに追加します。

JSON
The following template was used to create DB cluster that you want to add to the global
database cluster.
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"username": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Username for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"password": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Password MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "8",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must contain only alphanumeric characters."
}
},
"Resources": {
"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"MasterUsername": {
"Ref": "username"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "password"
},
"DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"Engine": "aurora-mysql",
"EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.0"
}
},
"RDSDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"Engine": "aurora-mysql",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
"DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"PubliclyAccessible": "true",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"
}
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}

}

}

The following template adds the DB cluster created by the previous template to a global
database cluster.
{
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Parameters": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Description": "Global cluster identifier",
"Type": "String"
},
"username": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Username for MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must begin with a letter and contain only
alphanumeric characters."
},
"password": {
"NoEcho": "true",
"Description": "Password MySQL database access",
"Type": "String",
"MinLength": "8",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription": "must contain only alphanumeric characters."
}
},
"Resources": {
"GlobalCluster": {
"Type": "AWS::RDS::GlobalCluster",
"Properties": {
"GlobalClusterIdentifier": {
"Ref": "GlobalClusterIdentifier"
},
"SourceDBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
}
}
},
"RDSCluster": {
"Type": "AWS::RDS::DBCluster",
"Properties": {
"MasterUsername": {
"Ref": "username"
},
"MasterUserPassword": {
"Ref": "password"
},
"DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"Engine": "aurora-mysql",
"EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.10.0"
}
},
"RDSDBInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"Engine": "aurora-mysql",
"DBClusterIdentifier": {
"Ref": "RDSCluster"
},
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}

}

}

}

"DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
"PubliclyAccessible": "true",
"DBInstanceClass": "db.r5.xlarge"

YAML
The following template created the DB cluster that you want to add to the global database
cluster.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
username:
NoEcho: 'true'
Description: Username for MySQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
password:
NoEcho: 'true'
Description: Password MySQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref username
MasterUserPassword: !Ref password
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
Engine: aurora-mysql
EngineVersion: 5.7.mysql_aurora.2.10.0
RDSDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
Engine: aurora-mysql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
DBParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r5.xlarge
The following template adds the DB cluster created by the previous template to a global
database cluster.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
GlobalClusterIdentifier:
Description: Global cluster identifier
Type: String
username:
NoEcho: 'true'
Description: Username for MySQL database access
Type: String
MinLength: '1'
MaxLength: '16'
AllowedPattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*'
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ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
password:
NoEcho: 'true'
Description: Password MySQL database access
Type: String
MinLength: '8'
MaxLength: '41'
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
Resources:
GlobalCluster:
Type: 'AWS::RDS::GlobalCluster'
Properties:
GlobalClusterIdentifier: !Ref GlobalClusterIdentifier
SourceDBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
RDSCluster:
Type: 'AWS::RDS::DBCluster'
Properties:
MasterUsername: !Ref username
MasterUserPassword: !Ref password
DBClusterParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
Engine: aurora-mysql
EngineVersion: 5.7.mysql_aurora.2.10.0
RDSDBInstance:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
Properties:
Engine: aurora-mysql
DBClusterIdentifier: !Ref RDSCluster
DBParameterGroupName: default.aurora-mysql5.7
PubliclyAccessible: 'true'
DBInstanceClass: db.r5.xlarge

AWS::RDS::OptionGroup
AWS::RDS::OptionGroup リソースはオプショングループを作成または更新して、特定の DB エンジン
に固有の機能を有効にし、設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RDS::OptionGroup",
"Properties" : {
"EngineName" : String,
"MajorEngineVersion" : String,
"OptionConfigurations" : [ OptionConfiguration (p. 5513), ... ],
"OptionGroupDescription" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::RDS::OptionGroup
Properties:
EngineName: String
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MajorEngineVersion: String
OptionConfigurations:
- OptionConfiguration (p. 5513)
OptionGroupDescription: String
Tags:
- Tag

プロパティ
EngineName
このオプショングループが関連付けられている必要があるエンジンの名前を指定します。
有効な値:
• mariadb
• mysql
• oracle-ee
• oracle-se2
• oracle-se1
• oracle-se
• postgres
• sqlserver-ee
• sqlserver-se
• sqlserver-ex
• sqlserver-web
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
MajorEngineVersion
このオプショングループが関連付けられている必要があるエンジンのメジャーバージョンを指定しま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
OptionConfigurations
オプションのリストと各オプションの設定です。
必須: 条件付き
タイプ: OptionConfiguration (p. 5513) のリスト
Update requires: Replacement
OptionGroupDescription
オプショングループの説明。
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
5509

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS

タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
オプショングループに割り当てるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
オプショングループの名前をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
複数のオプション設定を持つオプショングループの作成
次の例では、2 つのオプション設定 (OEM と APEX) を持つオプショングループを作成します。これらのオ
プションの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Oracle DB インスタンスのオプション」を
参照してください。

JSON
{

}

"OracleOptionGroup": {
"Type": "AWS::RDS::OptionGroup",
"Properties": {
"EngineName": "oracle-ee",
"MajorEngineVersion": "12.1",
"OptionGroupDescription": "A test option group",
"OptionConfigurations": [
{
"OptionName": "OEM",
"DBSecurityGroupMemberships": [
"default"
],
"Port": "5500"
},
{
"OptionName": "APEX"
}
]
}
}

YAML
---
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OracleOptionGroup:
Properties:
EngineName: oracle-ee
MajorEngineVersion: "12.1"
OptionConfigurations:
DBSecurityGroupMemberships:
- default
OptionName: OEM
Port: "5500"
OptionName: APEX
OptionGroupDescription: "A test option group"
Type: "AWS::RDS::OptionGroup"

複数の設定
次のスニペットでは、MEMCACHED オプションに 2 つの設定を指定するオプショングループを作成しま
す。このオプションの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「MySQL の memcached サポー
ト」を参照してください。

JSON
{

}

"SQLOptionGroup": {
"Type": "AWS::RDS::OptionGroup",
"Properties": {
"EngineName": "mysql",
"MajorEngineVersion": "5.6",
"OptionGroupDescription": "A test option group",
"OptionConfigurations": [
{
"OptionName": "MEMCACHED",
"VpcSecurityGroupMemberships": [
"sg-a1238db7"
],
"Port": "1234",
"OptionSettings": [
{
"Name": "CHUNK_SIZE",
"Value": "32"
},
{
"Name": "BINDING_PROTOCOL",
"Value": "ascii"
}
]
}
]
}
}

YAML
--SQLOptionGroup:
Properties:
EngineName: mysql
MajorEngineVersion: "5.6"
OptionConfigurations:
-

API バージョン 2010-05-15
5511

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon RDS
OptionName: MEMCACHED
OptionSettings:
Name: CHUNK_SIZE
Value: "32"
Name: BINDING_PROTOCOL
Value: ascii
Port: "1234"
VpcSecurityGroupMemberships:
- sg-a1238db7
OptionGroupDescription: "A test option group"
Type: "AWS::RDS::OptionGroup"

Microsoft SQL Server によるネイティブバックアップおよび復元のサポート
次のスニペットは、Microsoft SQL Server のネイティブバックアップおよび復元オプションを指定する
オプショングループを作成します。このオプションの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの
「SQL Server でのネイティブバックアップおよび復元のサポート」を参照してください。

JSON
{

"myOptionGroup": {
"Type": "AWS::RDS::OptionGroup",
"Properties": {
"EngineName": "sqlserver-se",
"MajorEngineVersion": "12.00",
"OptionGroupDescription": "SQL Server Native Backup and Restore",
"OptionConfigurations": [
{
"OptionName": "SQLSERVER_BACKUP_RESTORE",
"OptionSettings": [
{
"Name": "IAM_ROLE_ARN",
"Value": "arn:aws:iam::333333333333333:role/service-role/
sqlserverrestore"
}
]
}
]
}
}
}

YAML
--myOptionGroup:
Type: 'AWS::RDS::OptionGroup'
Properties:
EngineName: sqlserver-se
MajorEngineVersion: '12.00'
OptionGroupDescription: SQL Server Native Backup and Restore
OptionConfigurations:
- OptionName: SQLSERVER_BACKUP_RESTORE
OptionSettings:
- Name: IAM_ROLE_ARN
Value: 'arn:aws:iam::333333333333333:role/service-role/sqlserverrestore'
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AWS::RDS::OptionGroup OptionConfiguration
OptionConfiguration プロパティタイプは、AWS::RDS::OptionGroup リソース内で個々のオプショ
ンとその設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DBSecurityGroupMemberships" : [ String, ... ],
"OptionName" : String,
"OptionSettings" : [ OptionSetting (p. 5515), ... ],
"OptionVersion" : String,
"Port" : Integer,
"VpcSecurityGroupMemberships" : [ String, ... ]

YAML
DBSecurityGroupMemberships:
- String
OptionName: String
OptionSettings:
- OptionSetting (p. 5515)
OptionVersion: String
Port: Integer
VpcSecurityGroupMemberships:
- String

プロパティ
DBSecurityGroupMemberships
このオプションに使用される DBSecurityGroupMembership の名前文字列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
OptionName
グループに含めるオプションを設定。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OptionSettings
オプショングループに含めるオプション設定。
必須: いいえ
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タイプ: OptionSetting (p. 5515) のリスト
Update requires: No interruption
OptionVersion
オプションのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Port
オプションのオプションポート。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupMemberships
このオプションに使用される VpcSecurityGroupMembership の名前文字列のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

例

次のサンプルテンプレートは、OptionName リソースを作成する際、OptionVersion と
AWS::RDS::OptionGroup パラメータを使用します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "APEX has a dependency on XMLDB, so, there must be at least one XMLDB
when there is an APEX",
"Parameters": {
"OptionName": {
"Type": "String"
},
"OptionVersion": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"myOptionGroup": {
"Type": "AWS::RDS::OptionGroup",
"Properties": {
"EngineName": "oracle-ee",
"MajorEngineVersion": "11.2",
"OptionGroupDescription": "testing creating optionGroup with APEX version",
"OptionConfigurations": [
{
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},
{

}

}

}

}

]

}

"OptionName": "XMLDB"
"OptionName": {
"Ref": "OptionName"
},
"OptionVersion": {
"Ref": "OptionVersion"
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: "APEX has a dependency on XMLDB, so, there must be at least one XMLDB when
there is an APEX"
Parameters:
OptionName:
Type: String
OptionVersion:
Type: String
Resources:
myOptionGroup:
Properties:
EngineName: oracle-ee
MajorEngineVersion: "11.2"
OptionConfigurations:
OptionName: XMLDB
OptionName: OptionName
OptionVersion: OptionVersion
OptionGroupDescription: "testing creating optionGroup with APEX version"
Type: "AWS::RDS::OptionGroup"

AWS::RDS::OptionGroup OptionSetting
OptionSetting プロパティタイプは、OptionSetting プロパティ内でオプションの値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String
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プロパティ
Name
設定可能な設定があるオプションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
オプション設定の現在の値。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon Redshift リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Redshift::Cluster (p. 5516)
• AWS::Redshift::ClusterParameterGroup (p. 5532)
• AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup (p. 5536)
• AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress (p. 5538)
• AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup (p. 5540)

AWS::Redshift::Cluster
クラスターを指定します。クラスター とはコンピューティングノードの組み合わせで構成されるフルマ
ネージド型データウェアハウスです。
Virtual Private Cloud (VPC) でクラスターを作成するには、クラスターサブネットグループ名を指定する必
要があります。クラスターサブネットグループは、クラスターを作成するときに Amazon Redshift が使用
する VPC のサブネットを識別します。クラスターの管理の詳細については、Amazon Redshift クラスター
管理ガイドの Amazon Redshift クラスターを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Redshift::Cluster",
"Properties" : {
"AllowVersionUpgrade" : Boolean,
"AquaConfigurationStatus" : String,
"AutomatedSnapshotRetentionPeriod" : Integer,
"AvailabilityZone" : String,
"AvailabilityZoneRelocation" : Boolean,
"AvailabilityZoneRelocationStatus" : String,
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}

}

"Classic" : Boolean,
"ClusterIdentifier" : String,
"ClusterParameterGroupName" : String,
"ClusterSecurityGroups" : [ String, ... ],
"ClusterSubnetGroupName" : String,
"ClusterType" : String,
"ClusterVersion" : String,
"DBName" : String,
"DeferMaintenance" : Boolean,
"DeferMaintenanceDuration" : Integer,
"DeferMaintenanceEndTime" : String,
"DeferMaintenanceIdentifier" : String,
"DeferMaintenanceStartTime" : String,
"DestinationRegion" : String,
"ElasticIp" : String,
"Encrypted" : Boolean,
"Endpoint" : Endpoint (p. 5530),
"EnhancedVpcRouting" : Boolean,
"HsmClientCertificateIdentifier" : String,
"HsmConfigurationIdentifier" : String,
"IamRoles" : [ String, ... ],
"KmsKeyId" : String,
"LoggingProperties" : LoggingProperties (p. 5531),
"MaintenanceTrackName" : String,
"ManualSnapshotRetentionPeriod" : Integer,
"MasterUsername" : String,
"MasterUserPassword" : String,
"NodeType" : String,
"NumberOfNodes" : Integer,
"OwnerAccount" : String,
"Port" : Integer,
"PreferredMaintenanceWindow" : String,
"PubliclyAccessible" : Boolean,
"ResourceAction" : String,
"RevisionTarget" : String,
"RotateEncryptionKey" : Boolean,
"SnapshotClusterIdentifier" : String,
"SnapshotCopyGrantName" : String,
"SnapshotCopyManual" : Boolean,
"SnapshotCopyRetentionPeriod" : Integer,
"SnapshotIdentifier" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcSecurityGroupIds" : [ String, ... ]

YAML
Type: AWS::Redshift::Cluster
Properties:
AllowVersionUpgrade: Boolean
AquaConfigurationStatus: String
AutomatedSnapshotRetentionPeriod: Integer
AvailabilityZone: String
AvailabilityZoneRelocation: Boolean
AvailabilityZoneRelocationStatus: String
Classic: Boolean
ClusterIdentifier: String
ClusterParameterGroupName: String
ClusterSecurityGroups:
- String
ClusterSubnetGroupName: String
ClusterType: String
ClusterVersion: String
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DBName: String
DeferMaintenance: Boolean
DeferMaintenanceDuration: Integer
DeferMaintenanceEndTime: String
DeferMaintenanceIdentifier: String
DeferMaintenanceStartTime: String
DestinationRegion: String
ElasticIp: String
Encrypted: Boolean
Endpoint:
Endpoint (p. 5530)
EnhancedVpcRouting: Boolean
HsmClientCertificateIdentifier: String
HsmConfigurationIdentifier: String
IamRoles:
- String
KmsKeyId: String
LoggingProperties:
LoggingProperties (p. 5531)
MaintenanceTrackName: String
ManualSnapshotRetentionPeriod: Integer
MasterUsername: String
MasterUserPassword: String
NodeType: String
NumberOfNodes: Integer
OwnerAccount: String
Port: Integer
PreferredMaintenanceWindow: String
PubliclyAccessible: Boolean
ResourceAction: String
RevisionTarget: String
RotateEncryptionKey: Boolean
SnapshotClusterIdentifier: String
SnapshotCopyGrantName: String
SnapshotCopyManual: Boolean
SnapshotCopyRetentionPeriod: Integer
SnapshotIdentifier: String
Tags:
- Tag
VpcSecurityGroupIds:
- String

プロパティ
AllowVersionUpgrade
true の場合、メジャーバージョンのアップグレードをメンテナンスウィンドウ中にクラスターで実
行されている Amazon Redshift エンジン適用できます。
Amazon Redshift エンジンの新しいメジャーバージョンがリリースされたとき、メンテナンスの時間
帯にアップグレードがサービスによりクラスターで実行されている Amazon Redshift エンジンに自動
的に適用されるようにリクエストすることができます。
デフォルト: true
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AquaConfigurationStatus
この値は、作成時に AQUA (Advanced Query Accelerator) を使用するようにクラスターがどのように
設定されるかを表します。指定できる値には次のようなものがあります。
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• enabled (有効) - AQUA が現在の AWS リージョン および Amazon Redshift ノードタイプで使用で
きる場合は、AQUA を使用します。
• disabled (無効) - AQUA を使用しないでください。
• auto (自動) - Amazon Redshift は AQUA を使用するかどうかを決定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: auto | disabled | enabled
Update requires: No interruption
AutomatedSnapshotRetentionPeriod
自動スナップショットが保持される日数。この値が 0 の場合、自動スナップショットは無効に
なります。自動スナップショットが無効にされていても、Amazon Redshift API リファレンスの
CreateClusterSnapshot で必要なときに手動スナップショットを作成できます。
デフォルト: 1
制限: 0~35 の値である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
AvailabilityZone
Amazon Redshift でクラスターをプロビジョニングする EC2 のアベイラビリティーゾーン (AZ)。たと
えば、特定のアベイラビリティーゾーンで実行されている EC2 インスタンスが複数存在する場合、同
じゾーンにクラスターをプロビジョニングすることでネットワークのレイテンシーを低く抑えること
ができます。
デフォルト: エンドポイントによって指定されるリージョン内でランダムにシステムが選択したアベイ
ラビリティーゾーン。
例: us-east-2d
制約: 指定されたアベイラビリティーゾーンは、現在のエンドポイントと同じリージョンにある必要が
あります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
AvailabilityZoneRelocation
クラスターの作成後に、アベイラビリティーゾーン間の Amazon Redshift クラスターの再配置を有効
にするオプション。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AvailabilityZoneRelocationStatus
アベイラビリティーゾーンの再配置オペレーションのステータスを説明します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
Classic
サイズ変更オペレーションが従来のサイズ変更プロセスを使用しているかどうかを示すブール値。こ
のパラメータを指定しない場合、または値を false に設定した場合、サイズ変更タイプは伸縮自在に
なります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ClusterIdentifier
クラスターの一意の識別子。この識別子を使用して、削除または変更など、後続のクラスター操作で
クラスターを参照します。この識別子は Amazon Redshift コンソールでも表示されます。
制約:
• 1～63 文字の英数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 英字は小文字を使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
• AWS アカウント のすべてのクラスター間で一意である必要があります。
例: myexamplecluster
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
ClusterParameterGroupName
このクラスターに関連付けられるパラメータグループの名前。
デフォルト: デフォルトの Amazon Redshift クラスターのパラメータグループ。デフォルトのパラ
メータグループの詳細については、「Working with Amazon Redshift Parameter Groups」を参照して
ください。
制約:
• 1～255 文字の英数字またはハイフンを使用する必要があります。
• 1 字目は文字である必要があります。
• ハイフンを、文字列の最後に使用したり、2 つ続けて使用したりすることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ClusterSecurityGroups
このクラスターに関連付けられるセキュリティグループのリスト。
デフォルト: Amazon Redshift のデフォルトのクラスターセキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ClusterSubnetGroupName
このクラスターに関連付けられるクラスターサブネットグループの名前。
このパラメータを指定しない場合、結果として作成されるクラスターは仮想プライベートクラウド
(VPC) の外部でデプロイされます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
ClusterType
クラスターのタイプ。クラスタータイプが次のように指定された場合
• single-node、NumberOfNodes パラメータは必須ではありません。
• multi-node、NumberOfNodes パラメータは必須です。
有効な値: multi-node | single-node
デフォルト: multi-node
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ClusterVersion
クラスターにデプロイする Amazon Redshift エンジンソフトウェアのバージョン。
選択したバージョンは、クラスター内のすべてのノードで実行されます。
制約: 現在、バージョン 1.0 のみご利用いただけます。
例: 1.0
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
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DBName
クラスターの作成時に作成される最初のデータベースの名前。
クラスターが作成された後で追加のデータベースを作成するには、SQL クライアントを使用してク
ラスターに接続し、SQL コマンドを使用してデータベースを作成します。詳細については、Amazon
Redshift データベース開発者ガイドの「データベースを作成する」を参照してください。
デフォルト: dev
制約:
• 1 ～ 64 文字の英数字を使用する必要があります。
• 小文字のみを使用する必要があります。
• サービスの予約語は使用できません。予約語の一覧については、Amazon Redshift データベース開
発者ガイドの「予約語」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
DeferMaintenance
遅延メンテナンスウィンドウを有効にするかどうかを示すブール値。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeferMaintenanceDuration
メンテナンスウィンドウの期間 (日数) を示す整数。期間を指定した場合、終了時刻を指定することは
できません。期間は 45 日以下でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
DeferMaintenanceEndTime
遅延メンテナンスウィンドウの終了時刻を示すタイムスタンプ。終了時間を指定した場合、期間を指
定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeferMaintenanceIdentifier
遅延メンテナンスウィンドウの一意の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
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Update requires: No interruption
DeferMaintenanceStartTime
遅延メンテナンスウィンドウの開始時刻を示すタイムスタンプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DestinationRegion
クロスリージョンスナップショットコピーが有効な場合に、スナップショットが自動的にコピーされ
る送信先リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ElasticIp
クラスターのElastic IP (EIP) アドレス。
制約: クラスターは、EC2-VPC でプロビジョニングする必要があり、インターネットゲートウェイを
介してパブリックにアクセスできる必要があります。EC2-VPC でクラスターをプロビジョニングする
方法の詳細については、Amazon Redshift クラスター管理ガイドの「クラスターの起動用にサポート
されているプラットフォーム」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
Encrypted
true の場合、クラスター内のデータは保管時に暗号化されます。
デフォルト: False
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Endpoint
接続エンドポイント。
必須: いいえ
タイプ: エンドポイント (p. 5530)
Update requires: No interruption
EnhancedVpcRouting
拡張 VPC ルーティングを有効にしてクラスターを作成するかどうかを指定するオプション。拡張
VPC ルーティングを使用するクラスターを作成するには、クラスターが VPC 内にある必要がありま
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す。詳細については、Amazon Redshift クラスター管理ガイドの拡張 VPC ルーティングを参照してく
ださい。
このオプションが true の場合、拡張 VPC ルーティングが有効になります。
デフォルト: False
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HsmClientCertificateIdentifier
HSM に格納されているデータの暗号化キーを取得するために Amazon Redshift クラスターが使用す
る HSM クライアント証明書の名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
HsmConfigurationIdentifier
Amazon Redshift クラスターが HSM 内のキーを取得したり保存したりするときに使用する情報が存
在する HSM 設定の名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
IamRoles
クラスターが他の AWS のサービスにアクセスするために使用できる AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールのリスト。Amazon リソースネーム (ARN) 形式で IAM ロールを指定する必
要があります。1 回のリクエストで最大 10 の IAM ロールを指定できます。
クラスターには、いつでも最大 10 の IAM ロールを関連付けることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
KmsKeyId
クラスターでのデータの暗号化に使用する暗号化キーの AWS Key Management Service (KMS) キー
ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
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LoggingProperties
指定された Amazon Redshift クラスターに対し、クエリや接続試行などのログ情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: LoggingProperties (p. 5531)
Update requires: No interruption
MaintenanceTrackName
クラスターのメンテナンストラックの名前のオプションのパラメータ。メンテナンストラック名を指
定しない場合、クラスターは current トラックに割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ManualSnapshotRetentionPeriod
手動スナップショットを保持するデフォルトの日数。値が -1 の場合、スナップショットは無期限に保
持されます。この設定では、既存のスナップショットの保持期間は変更されません。
値は -1 または 1～3,653 の整数でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MasterUsername
作成中のクラスターの管理者ユーザーアカウントに関連付けられているユーザー名。
制約:
• 1～128 文字の英数字である必要があります。ユーザー名を PUBLIC にすることはできません。
• 1 字目は文字である必要があります。
• 予約語は使用できません。予約語の一覧については、Amazon Redshift データベース開発者ガイド
の「予約語」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
MasterUserPassword
作成中のクラスターの管理者ユーザーアカウントに関連付けられているパスワード。
制約:
• 8～64 文字の長さにする必要があります。
• 最低 1 個の大文字を含める必要があります。
• 最低 1 個の小文字を含める必要があります。
• 数字を 1 個含める必要があります。
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• 表示可能な ASCII 文字（ASCII コード 33～126）のうち、'（シングルクォート）、"（ダブルクォー
ト）、\、/、@ および空白を除く任意の文字を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
NodeType
クラスターのためにプロビジョニングするノードタイプ。ノードタイプの詳細については、Amazon
Redshift クラスター管理ガイド の「クラスターの使用」を参照してください。
有効な値: ds2.xlarge | ds2.8xlarge |dc1.large | dc1.8xlarge | dc2.large | dc2.8xlarge |
ra3.xlplus | ra3.4xlarge | ra3.16xlarge。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
NumberOfNodes
クラスターのコンピューティングノードの数。このパラメータは、ClusterType パラメータが multinode として指定されるときに必須です。
必要な数のノードを決定する方法については、Amazon Redshift クラスター管理ガイド の「クラス
ターの使用」を参照してください。
このパラメータを指定しない場合、単一ノードクラスターを取得します。マルチノードクラスターを
リクエストする場合、クラスター内に含めるノードの数を指定する必要があります。
デフォルト: 1
制約: 値は 1 以上 100 以内にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
OwnerAccount
スナップショットの作成またはコピーに使用する AWS アカウント。自分が所有していないスナップ
ショットを復元する場合は必須で、スナップショットを所有している場合はオプションです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
Port
クラスターが着信接続を受け付けるポート番号。
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クラスターは JDBC および ODBC 接続文字列を介してのみアクセスできます。接続文字列の一部で
は、クラスターが着信接続をリッスンするポートが必要です。
デフォルト: 5439
有効な値: 1150-65535
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
PreferredMaintenanceWindow
週 1 回の自動化されたクラスターのメンテナンスを実行できる時間範囲 (UTC)。
形式: ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi
デフォルト: 1 週間のうちのランダムな日に起こる、リージョンあたり 8 時間の範囲からランダムに選
択された 30 分の時間窓。各リージョンの時間帯の詳細については、Amazon Redshift クラスター管理
ガイドの「メンテナンスウィンドウ」を参照してください。
有効な日数: Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
制約: 最小限の 30 分単位のウィンドウ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
PubliclyAccessible
true の場合、クラスターはパブリックネットワークからアクセスできます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourceAction
AWS CloudFormation オペレーションのクラスターで実行するアクションを指定します。
有効な値: pause-cluster | resume-cluster
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RevisionTarget
Amazon Redshift API ガイドの対応する DescribeClusterDbRevisions に更新されたときにクラスター
に適用される変更と機能を説明する文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 2147483647
Update requires: No interruption
RotateEncryptionKey
クラスターの暗号化キーをローテーションします。このパラメータを true に設定すると、暗号化
キーがローテーションされます。このパラメータを指定しない場合、暗号化キーはローテーションさ
れません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SnapshotClusterIdentifier
スナップショットの作成元となったクラスターの名前。このパラメータは、IAM ユーザーに * 以外の
クラスター名を指定するスナップショットリソースエレメントを含むポリシーがある場合、必須で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
SnapshotCopyGrantName
スナップショットコピーの許可の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
SnapshotCopyManual
自動スナップショットではなく、新しくコピーされた手動スナップショットにスナップショットの保
持期間を適用するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SnapshotCopyRetentionPeriod
ソース AWS リージョン からコピーされたスナップショットをコピー先 AWS リージョン で保持する
日数を変更します。デフォルトでは、このオペレーションは、コピーされた自動スナップショットの
保持期間のみを変更します。新規および既存のコピーされた自動スナップショットの保持期間は、新
しい保持期間で更新されます。手動オプションを設定して、コピーされた手動スナップショットの保
持期間のみを変更できます。このオプションを設定すると、新しくコピーされた手動スナップショッ
トにのみ新しい保持期間が設定されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
SnapshotIdentifier
新しいクラスターの作成元となるスナップショットの名前。このパラメータでは大文字と小文字は区
別されません。
例: my-snapshot-id
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
Tags
タグインスタンスのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupIds
クラスターに関連付けられる Virtual Private Cloud(VPC) セキュリティグループのリスト。
デフォルト: デフォルトの VPC セキュリティグループはクラスターに関連付けられています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myCluster" }
Amazon Redshift クラスター myCluster について、そのクラスターの名前が Ref から返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Endpoint.Address
Amazon Redshift クラスターの接続エンドポイント。例: examplecluster.cg034hpkmmjt.useast-1.redshift.amazonaws.com。
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Endpoint.Port
Amazon Redshift クラスターが接続を受け付けるポート番号。例: 5439。
Id
クラスターの一意の識別子。この識別子を使用して、削除または変更など、後続のクラスター操作で
クラスターを参照します。例: myexamplecluster

例
単一ノードクラスター
次の例は、単一ノードの Redshift クラスターを表しています。マスターユーザーパスワードは、同じテン
プレートの入力パラメータから参照されます。

JSON
"myCluster": {
"Type": "AWS::Redshift::Cluster",
"Properties": {
"DBName": "mydb",
"MasterUsername": "master",
"MasterUserPassword": { "Ref" : "MasterUserPassword" },
"NodeType": "ds2.xlarge",
"ClusterType": "single-node",
"Tags": [
"Key": "foo",
"Value": "bar"
}
]
}
}

YAML
myCluster:
Type: "AWS::Redshift::Cluster"
Properties:
DBName: "mydb"
MasterUsername: "master"
MasterUserPassword:
Ref: "MasterUserPassword"
NodeType: "ds2.xlarge"
ClusterType: "single-node"
Tags:
- Key: foo
Value: bar

以下の資料も参照してください。
• 完全なサンプルテンプレートについては、Amazon Redshift Template Snippets を参照してください。
• Redshift API リファレンス 内の CreateCluster。

AWS::Redshift::Cluster エンドポイント
接続エンドポイントについて説明します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Address" : String,
"Port" : String

YAML
Address: String
Port: String

プロパティ
Address
クラスターの DNS アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
Port
データベースエンジンが待機しているポート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Redshift::Cluster LoggingProperties
指定された Amazon Redshift クラスターに対し、クエリや接続試行などのログ情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BucketName" : String,
"S3KeyPrefix" : String

YAML
BucketName: String
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S3KeyPrefix: String

プロパティ
BucketName
ログファイルが保存される既存の S3 バケットの名前。
制約:
• これらは、クラスターと同じリージョンにある必要があります。
• クラスターには読み取りバケットと書き込みオブジェクトの許可が必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
S3KeyPrefix
ログファイル名に適用されるプレフィックス。
制約:
• 512 文字以内にしてください。
• スペース ( )、二重引用符 (“)、一重引用符 (‘)、バックスラッシュ (\) を含めることはできません。こ
れらの文字の 16 進コードは次のとおりです。
• x00 から x20
• x 22
• x 27
• x5c
• x7f 以上
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
パラメータグループについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"ParameterGroupFamily" : String,
"Parameters" : [ Parameter (p. 5535), ... ],
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
Properties:
Description: String
ParameterGroupFamily: String
Parameters:
- Parameter (p. 5535)
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
パラメータグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
ParameterGroupFamily
このクラスターパラメータグループと互換性があるクラスターパラメータグループファミリーの名
前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
Parameters
変更するパラメータの配列。最大 20 個のパラメータを単一のリクエストで修正できます。
変更するパラメータごとに、少なくともパラメータ名とパラメータ値を指定する必要があります。パ
ラメータのその他の名前と値のペアはオプションです。
ワークロード管理 (WLM) の設定では、wlm_json_configuration パラメータですべての名前と値のペア
を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: パラメータ (p. 5535) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
クラスターパラメータグループのタグのリスト。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myClusterParameterGroup" }
Amazon Redshift クラスターパラメータグループ myClusterParameterGroup について、クラスターパ
ラメータグループの名前が Ref から返されます。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
単一のパラメーター
次の例では、指定された 1 つのパラメータを持つパラメータグループについて説明します。

JSON
"myClusterParameterGroup" : {
"Type" : "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup",
"Properties" : {
"Description" : "My parameter group",
"ParameterGroupFamily" : "redshift-1.0",
"Parameters" : [ {
"ParameterName" : "enable_user_activity_logging",
"ParameterValue" : "true"
}]
}
}

YAML
myClusterParameterGroup:
Type: "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup"
Properties:
Description: "My parameter group"
ParameterGroupFamily: "redshift-1.0"
Parameters:
ParameterName: "enable_user_activity_logging"
ParameterValue: "true"

ワークロード管理設定
次の例は、wlm_json_configuration パラメーターを使用して、ワークロード管理設定を変更します。
パラメータの値は JSON オブジェクトです。引用符 (") で囲んだ文字列として渡す必要があります。

JSON
"RedshiftClusterParameterGroup": {
"Type": "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup",
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"Properties": {
"Description": "Cluster parameter group",
"ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
"Parameters": [{
"ParameterName": "wlm_json_configuration",
"ParameterValue": "[{\"user_group\":[\"example_user_group1\"],\"query_group\":
[\"example_query_group1\"],\"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"
}],
"Tags": [
{
"Key": "foo",
"Value": "bar"
}
]
}
}

YAML
RedshiftClusterParameterGroup:
Type: "AWS::Redshift::ClusterParameterGroup"
Properties:
Description: "Cluster parameter group"
ParameterGroupFamily: "redshift-1.0"
Parameters:
ParameterName: "wlm_json_configuration"
ParameterValue: "[{\"user_group\":[\"example_user_group1\"],\"query_group\":
[\"example_query_group1\"],\"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"
Tags:
- Key: foo
Value: bar

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup Parameter
クラスターパラメータグループのパラメータについて説明します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ParameterName" : String,
"ParameterValue" : String

YAML
ParameterName: String
ParameterValue: String

プロパティ
ParameterName
パラメータの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
ParameterValue
パラメーターの値。ParameterName が wlm_json_configuration の場合、ParameterValue の
最大サイズは 8000 文字です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
新しい Amazon Redshift セキュリティグループを指定します。非 VPC クラスターへのアクセスを制御す
るには、セキュリティグループを使用します。
セキュリティグループの管理の詳細については、Amazon Redshift クラスター管理ガイドの Amazon
Redshift クラスターセキュリティグループを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
Properties:
Description: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
セキュリティグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最大: 2147483647
Update requires: Replacement
Tags
このセキュリティグループに関連付ける任意のタグのセット (キーと値のペア) を指定します。タグを
使ってリソースを管理します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myClusterSecurityGroup" }
Amazon Redshift セキュリティグループ myClusterSecurityGroup に対し、Ref はクラスターセキュリ
ティグループの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
クラスターセキュリティグループを指定する
次の例では、クラスターセキュリティグループの進入ルールを関連付けることができる Amazon Redshift
クラスターセキュリティグループについて説明します。

JSON
"myClusterSecurityGroup": {
"Type": "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup",
"Properties": {
"Description": "Security group to determine where connections to the Amazon Redshift
cluster can come from",
"Tags": [
{
"Key": "foo",
"Value": "bar"
}
]
}
}

YAML
myClusterSecurityGroup:
Type: "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup"
Properties:
Description: "Security group to determine where connections to the Amazon Redshift
cluster can come from"
Tags:
- Key: foo
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Value: bar

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress
Amazon Redshift セキュリティグループにインバウンド (進入) ルールを追加します。クラスターにアクセ
スするアプリケーションが、インターネット上で実行されているか Amazon EC2 インスタンスで実行さ
れているかに応じて、クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR)/インターネットプロトコル (IP) 範囲ま
たは Amazon EC2 セキュリティグループにインバウンドアクセスを許可することができます。Amazon
Redshift のセキュリティグループには、最大 20 個の進入ルールを追加することができます。
Amazon EC2 セキュリティグループへのアクセスを許可する場合は、EC2SecurityGroupName と
EC2SecurityGroupOwnerId を指定します。Amazon EC2 セキュリティグループと Amazon Redshift クラ
スターは、同じ AWS リージョン にある必要があります。
CIDR/IP アドレス範囲へのアクセスを許可する場合は、CIDRIP を指定します。CIDR ブロックの概要につ
いては、Wikipedia の「クラスレスドメイン間ルーティング」に関する記事を参照してください。
これらの IP アドレスまたは EC2 インスタンスで実行されているクライアントがクラスターに接続を許可
されるように、セキュリティグループをクラスターに関連付ける必要もあります。セキュリティグループ
の管理方法の詳細については、Amazon Redshift クラスター管理ガイド の「セキュリティグループを操作
する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress",
"Properties" : {
"CIDRIP" : String,
"ClusterSecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupName" : String,
"EC2SecurityGroupOwnerId" : String
}

YAML
Type: AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress
Properties:
CIDRIP: String
ClusterSecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupName: String
EC2SecurityGroupOwnerId: String

プロパティ
CIDRIP
Amazon Redshift セキュリティグループを追加する IP 範囲。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
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Update requires: Replacement
ClusterSecurityGroupName
進入ルールを追加するセキュリティグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
EC2SecurityGroupName
Amazon Redshift セキュリティグループを追加する EC2 セキュリティグループ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement
EC2SecurityGroupOwnerId
EC2SecurityGroupName パラメータで指定されたセキュリティグループ所有者の AWS アカウント番
号。AWS アクセスキー ID が許容される値ではありません。
例: 111122223333
条件付き。EC2SecurityGroupName プロパティを指定する場合は、このプロパティを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: Replacement

例
受信ルール
次のスニペットは、Amazon Redshift クラスターのセキュリティグループの Ingress ルールを表していま
す。

JSON
"myClusterSecurityGroupIngressIP" : {
"Type": "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress",
"Properties": {
"ClusterSecurityGroupName" : {"Ref":"myClusterSecurityGroup"},
"CIDRIP" : "10.0.0.0/16"
}
}
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YAML
myClusterSecurityGroupIngressIP:
Type: "AWS::Redshift::ClusterSecurityGroupIngress"
Properties:
ClusterSecurityGroupName:
Ref: "myClusterSecurityGroup"
CIDRIP: "10.0.0.0/16"

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Amazon Redshift サブネットグループを指定します。Amazon Redshift サブネットグループを作成すると
きは、既存の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内の 1 つ以上のサブネットのリストを指定す
る必要があります。
サブネットグループの詳細については、Amazon Redshift クラスター管理ガイドの Amazon Redshift クラ
スターサブネットグループを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Properties:
Description: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
サブネットグループの説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2147483647
Update requires: No interruption
SubnetIds
VPC サブネット ID の配列。最大 20 個のサブネットを単一のリクエストで修正できます。
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必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
このサブネットグループに関連付ける任意のタグのセット (キーと値のペア) を指定します。タグを
使ってリソースを管理します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
{ "Ref": "myClusterSubnetGroup" }
Amazon Redshift サブネットグループ myClusterSubnetGroup の場合、Ref はクラスターサブネットグ
ループの名前を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サブネットを指定
以下の例では、Amazon Redshift クラスターサブネットグループのサブネットを 1 つ指定しています。

JSON
"myClusterSubnetGroup": {
"Type": "AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup",
"Properties": {
"Description": "My ClusterSubnetGroup",
"SubnetIds": [
"subnet-7fbc2813"
],
"Tags": [
{
"Key": "foo",
"Value": "bar"
}
]
}
}

YAML
myClusterSubnetGroup:
Type: 'AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup'
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Properties:
Description: My ClusterSubnetGroup
SubnetIds:
- subnet-7fbc2813
Tags:
- Key: foo
Value: bar

AWS Resource Groups リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::ResourceGroups::Group (p. 5542)

AWS::ResourceGroups::Group
指定した名前と説明でリソースグループを作成します。必要に応じて、リソースクエリまたはサービス設
定のいずれかを含めることができます。リソースクエリの構築の詳細については、AWS Resource Groups
ユーザーガイドの Build queries and groups in AWS Resource Groups を参照してください。サービスにリ
ンクされたロールおよびサービス設定の詳細については、Service configurations for Resource Groups を
参照してください。
最小限必要なアクセス権限
このコマンドを実行するには、次のアクセス許可が必要です。
• resource-groups:CreateGroup

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties" : {
"Configuration" : [ ConfigurationItem (p. 5551), ... ],
"Description" : String,
"Name" : String,
"ResourceQuery" : ResourceQuery (p. 5554),
"Resources" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ResourceGroups::Group
Properties:
Configuration:
- ConfigurationItem (p. 5551)
Description: String
Name: String
ResourceQuery:
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Resources:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
Configuration
リソースグループに現在関連付けられており、リソースグループのメンバーに対して有効なサービ
ス設定。Configuration は、1 つ以上の ConfigurationItem エントリで構成されています。
リソースグループのサービス設定とその構築方法については、AWS Resource Groups ユーザーガイ
ドのリソースグループのサービス設定を参照してください。

Note
Configuration または ResourceQuery のいずれかを含めることができますが、両方を含
めることはできません。
必須: 条件付き
タイプ : ConfigurationItem (p. 5551) のリスト
Update requires: No interruption
Description
リソースグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
リソースグループの名前。名前は、リソースを作成する AWS リージョン内で一意である必要があり
ます。同じ CloudFormation スタックに基づいて複数のリソースグループを作成するには、それぞれ
に一意の名前を生成する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceQuery
どの AWS リソースが関連するリソースグループのメンバーであるかを動的に決定するために使用さ
れるリソースクエリ構造。クエリとその構築方法の詳細については、AWS Resource Groupsユーザガ
イドの AWS Resource Groups でのクエリとグループの構築を参照してください。

Note
• ResourceQuery または Configuration のいずれかを含めることができますが、両方を
含めることはできません。
• グループのメンバーシップを指定するには、ResourceQuery を使用する、または
Resources のリストを使用しますが、両方を使用することはできません。
必須: 条件付き
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タイプ: ResourceQuery (p. 5554)
Update requires: No interruption
Resources
指定したグループに追加したい AWS リソースの Amazon リソースネーム（ARN）のリスト。

Note
• グループのメンバーシップを指定するには、Resources のリストを使用する、または
ResourceQuery を使用しますが、両方を使用することはできません。
• Resources プロパティを含めることができるのは、Configuration プロパティも指定
する場合のみです。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
リソースグループにアタッチされているタグキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
新しいリソースの名前。

Fn::GetAtt
Arn
新しいリソースグループの ARN。

例
以下の例は、指定された特性を持つリソースグループを作成するために使用できる JSON テンプレートと
YAML テンプレートの両方を示しています。

デフォルトを使用した CloudFormation スタックベースのリソースグループの作成
この例では、デフォルトを使用して CloudFormation スタックベースのリソースグループを作成しま
す。この例には、サポートされているすべてのリソースタイプが含まれており、グループを定義する
CloudFormation スタックと同じ StackIdentifier を使用します。

JSON
{

"ResourceGroup": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
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}

}

"Properties": {
"Name": "MyResourceGroup",
"Description": "A basic, empty resource group that is created by CFN",
}

YAML
ResourceGroup:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyMinimalResourceGroup"
Description: "A basic, empty resource group that is created by CFN"

特定のリソースを持つ CloudFormation スタックベースのリソースグループの作成
この例では、前の例で示したグループに類似する CloudFormation スタックベースのリソースグループを
作成します。違いは、指定されたタイプ（EC2 インスタンスと DynamoDB テーブル）のリソースのみを
含めることができることです。

JSON
{

"CloudFormationStackGroupForSelectedResourceTypes": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyCloudFormationResourceGroup-Filters",
"Description": "A basic resource group that can hold only EC2 instances or
DynamoDB tables",
"ResourceQuery": {
"Query": {
"ResourceTypeFilters": [
"AWS::EC2::Instance",
"AWS::DynamoDB::Table"
]
}
}
}
}

}

YAML
CloudFormationStackGroupForSelectedResourceTypes:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyCloudFormationResourceGroup-Filters"
Description: "A basic resource group that can hold only EC2 instances or DynamoDB
tables"
ResourceQuery:
Query:
ResourceTypeFilters:
- "AWS::EC2::Instance"
- "AWS::DynamoDB::Table"

別のスタックに基づく CloudFormation スタックベースのリソースグループの作成
この例では、別のスタックから構築されたリソースグループを作成します。StackIdentifier 値
は、スタック内の ARN arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/stackAPI バージョン 2010-05-15
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name/9b6f8604-4a39-490c-870b-44b0ebdd38b9 のあるリソースがグループに含まれることを指定
します。グループ自体 (個々のメンバーリソースではない) は Env=Prod にタグ付けされます。

JSON
{

"CloudFormationStackGroupForAnotherStack": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyCloudFormationResourceGroupForAnotherStack",
"Description": "A resource group that is based on another CFN stack",
"ResourceQuery": {
"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
"Query": {
"ResourceTypeFilters": [
"AWS::AllSupported"
],
"StackIdentifier": "arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:stack/stack-name/9b6f8604-4a39-490c-870b-44b0ebdd38b9"
}
},
"Tags": [
{
"Key": "Env",
"Value": "Prod"
}
]
}
}
}

YAML
CloudFormationStackGroupForAnotherStack:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyCloudFormationResourceGroupForAnotherStack"
Description: "A group that is based on CFN another stack"
ResourceQuery:
Type: "CLOUDFORMATION_STACK_1_0"
Query:
ResourceTypeFilters:
- "AWS::AllSupported"
StackIdentifier: "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/stackname/9b6f8604-4a39-490c-870b-44b0ebdd38b9"
Tags:
Key: "Env"
Value: "Prod"

タグベースのリソースグループの作成
この例は、タグクエリに基づくメンバーシップを持つリソースグループを作成する方法を示します。クエ
リに一致するタグを持つリソース (この場合は Usage キーと値 Integration Tests) は全てこのグルー
プのメンバーです。

JSON
{

"TagBasedGroup": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
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}

}

"Properties": {
"Name": "MyTagBasedResourceGroup",
"Description": "A group that is based on a tag query",
"ResourceQuery": {
"Type": "TAG_FILTERS_1_0",
"Query": {
"ResourceTypeFilters": [
"AWS::AllSupported"
],
"TagFilters": [
{
"Key": "Usage",
"Values": [
"Integration Tests"
]
}
]
}
}
}

YAML
TagBasedGroup:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyTagBasedResourceGroup"
Description: "A group that is based on a tag query"
ResourceQuery:
Type:
"TAG_FILTERS_1_0"
Query:
ResourceTypeFilters:
- "AWS::AllSupported"
TagFilters:
Key: "Usage"
Values:
- "Integration Tests"

EC2 キャパシティー予約用のリソースグループの作成
この例では、設定を指定し、許可するリソースタイプを制限することにより、キャパシティー予約リソー
スグループを作成します。このグループには最初はメンバーがいません。

JSON
{

"CapacityReservationsGroupWithoutResources": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyCapacityReservationsGroup",
"Description": "A resource group for EC2 capacity reservations",
"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",
"Parameters": []
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
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}

}

}

]

}

]

}

"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [
"AWS::EC2::CapacityReservation"
]

YAML
CapacityReservationsGroupWithoutResources:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyCapacityReservationsGroup"
Description: "A resource group for EC2 capacity reservations"
Configuration:
- Type: "AWS::EC2::CapacityReservationPool"
Parameters: []
- Type: "AWS::ResourceGroups::Generic"
Parameters:
- Name: "allowed-resource-types"
Values:
- "AWS::EC2::CapacityReservation"

初期メンバーでの EC2 キャパシティー予約用のリソースグループの作成
この例では、前の例と同じキャパシティー予約リソースグループを作成します。ただし、このリソースに
は、Resources プロパティで指定された 2 つの初期キャパシティー予約が含まれます。

JSON
{

"CapacityReservationsGroupWithResources": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyCapacityReservationsGroup",
"Description": "A resource group for EC2 capacity reservations",
"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool",
"Parameters": []
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [
"AWS::EC2::CapacityReservation"
]
}
]
}
],
"Resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0d4953834cd1a96a3",
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0069a2275c16b7333"
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}

}

}

]

YAML
CapacityReservationsGroupWithResources:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyCapacityReservationsGroup"
Description: "A resource group for EC2 capacity reservations"
Configuration:
- Type: "AWS::EC2::CapacityReservationPool"
Parameters: []
- Type: "AWS::ResourceGroups::Generic"
Parameters:
- Name: "allowed-resource-types"
Values:
- "AWS::EC2::CapacityReservation"
Resources:
- "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0d4953834cd1a96a3"
- "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0069a2275c16b7333"

EC2 ホストリソースグループの作成
この例では、ホストリソースグループを作成します。グループ内のインスタンスは、ホストベースのライ
センス設定を受け入れ、c5 ホストファミリのみを許可し、 ホストを自動リリースしないようにし、削除
保護されるように自動的に設定されます。グループには最初はメンバーがいません。

JSON
{

"HostResourceGroup": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyHostResourceGroup",
"Description": "A resource group for EC2 dedicated hosts",
"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "any-host-based-license-configuration",
"Values": [
"true"
]
},
{
"Name": "allowed-host-families",
"Values": [
"c5"
]
},
{
"Name": "auto-release-host",
"Values": [
"false"
]
}
]
},
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}

}

}

]

}

"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [
"AWS::EC2::Host"
]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [
"UNLESS_EMPTY"
]
}
]

YAML
HostResourceGroup:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyHostResourceGroup"
Description: "A resource group for EC2 dedicated hosts"
Configuration:
- Type: "AWS::EC2::HostManagement"
Parameters:
- Name: "any-host-based-license-configuration"
Values:
- "true"
- Name: "allowed-host-families"
Values:
- "c5"
- Name: "auto-release-host"
Values:
- "false"
- Type: "AWS::ResourceGroups::Generic"
Parameters:
- Name: "allowed-resource-types"
Values:
- "AWS::EC2::Host"
- Name: "deletion-protection"
Values:
- "UNLESS_EMPTY"

いくつかの初期メンバーを持つ EC2 ホストリソースグループの作成
この例では、特定のライセンス設定で動作するように設定された EC2 ホストリソースグループを作成しま
す。このグループには、最初に Resources プロパティで指定された 2 つのホストが含まれます

JSON
{

"HostResourceGroupWithResources": {
"Type": "AWS::ResourceGroups::Group",
"Properties": {
"Name": "MyHostResourceGroup",
"Description": "A resource group for EC2 dedicated hosts",
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}

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [
"AWS::EC2::Host"
]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [
"UNLESS_EMPTY"
]
}
]
}
],
"Resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dedicated-host/h-0375ef7462b26b11f",
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dedicated-host/h-0501ab6812c719123"
]

YAML
HostResourceGroupWithResources:
Type: "AWS::ResourceGroups::Group"
Properties:
Name: "MyHostResourceGroup"
Description: "A resource group for EC2 dedicated hosts"
Configuration:
- Type: "AWS::EC2::HostManagement"
Parameters:
- Name: "allowed-host-based-license-configurations"
Values:
- "arn:aws:license-manager:us-east-1:123456789012:licenseconfiguration:lic-42bc5628e8edcee52ed797d5bebf0879"
Parameters:
- Name: "allowed-resource-types"
Values:
- "AWS::EC2::Host"
- Name: "deletion-protection"
Values:
- "UNLESS_EMPTY"
Resources:
- "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dedicated-host/h-0375ef7462b26b11f"
- "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dedicated-host/h-0501ab6812c719123"

AWS#ResourceGroups# グループ ConfigurationItem
リソースグループに割り当てられたサービスコンフィギュレーション内の項目の 1 つ。サービスコンフィ
ギュレーションは、1 つまたは複数の項目で構成できます。サービスコンフィギュレーションとその構築
方法の詳細については、AWS Resource Groups ユーザーガイドのリソースグループのサービス設定を参
照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Parameters" : [ ConfigurationParameter (p. 5552), ... ],
"Type" : String

YAML
Parameters:
- ConfigurationParameter (p. 5552)
Type: String

プロパティ
Parameters
この設定項目のパラメータのコレクション。各設定項目 Type で使用できるパラメータのリストにつ
いては、AWS Resource Groups ユーザーガイドのサポートされるリソースタイプとパラメータを参
照してください。
必須: いいえ
タイプ : 設定パラメータ (p. 5552)のリスト
Update requires: No interruption
Type
設定項目のタイプを指定します。各項目には、タイプに一意の値が必要です。設定項目に指定できる
タイプのリストについては、AWS Resource Groups ユーザーガイドのサポートされるリソースタイ
プとパラメータを参照してください 。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS#ResourceGroups# グループ ConfigurationParameter
グループ設定項目の 1 つのパラメータ。サービス設定とその構築方法の詳細については、AWS Resource
Groups ユーザーガイドのリソースグループのサービス設定を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Name: String
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- String

プロパティ
Name
グループ設定パラメータの名前。各設定項目タイプで使用できるパラメータのリストについて
は、AWS Resource Groups ユーザーガイドのサポートされるリソースタイプとパラメータを参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
指定されたパラメータに使用する 1 つまたは複数の値。各パラメータで使用できる値のリストについ
ては、 サポートされるリソースタイプとパラメータ を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ResourceGroups::Group Query
リソースグループのメンバーシップを決定する ResourceQuery 構造内の詳細を指定します。Query 構
造に必要な内容は、 包含 ResourceQuery 構造の Type プロパティによって決まります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ResourceTypeFilters" : [ String, ... ],
"StackIdentifier" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5555), ... ]

YAML
ResourceTypeFilters:
- String
StackIdentifier: String
TagFilters:
- TagFilter (p. 5555)

プロパティ
ResourceTypeFilters
リソースグループに含めることができるリソースのタイプに制限を指定します。たとえ
ば、ResourceTypeFilters が ["AWS::EC2::Instance", "AWS::DynamoDB::Table"] の場
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合、EC2 インスタンスまたは DynamoDB テーブルのみがこのリソースグループのメンバーになるこ
とができます。デフォルト値は ["AWS::AllSupported"] です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StackIdentifier
CloudFormation スタックの ARN を指定します。CloudFormation スタックでサポートされているす
べてのリソースがリソースグループのメンバーになります。ARN を指定しない場合、このパラメータ
は既定で定義している現在のスタックになります。つまり、現在のスタックのすべてのリソースがグ
ループ化されます。
ResourceQuery.Type プロパティが CLOUDFORMATION_STACK_1_0. の場合のみ、
StackIdentifier の値を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TagFilters
リソースグループのメンバーになれるリソースを制限する、キーと値のペアオブジェクトのリスト。
このプロパティは、ResourceQuery.Type プロパティが TAG_FILTERS_1_0 の場合のみに必要で
す。
リソースには、TagFilters リストで指定されたすべてのフィルタに一致するタグが必要です。
必須: 条件付き
タイプ: TagFilter (p. 5555) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ResourceGroups::Group ResourceQuery
グループのメンバーを動的に定義するために使用されるクエリ。クエリの作成方法の詳細について
は、AWS Resource Groups でクエリとグループを作成するを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Query" : Query (p. 5553),
"Type" : String

YAML
Query:
Query (p. 5553)
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Type: String

プロパティ
Query
グループのメンバーシップを定義するクエリ。これは、Type に依存するプロパティを持つ構造で
す。
Query 構造体は、次のシナリオに含める必要があります。
• Type が TAG_FILTERS_1_0 の場合 、タグの TagFilters リストを含む Query 構造を指定する必
要があります。TagFilter リスト内のタグと一致するタグを持つリソースは、リソースグループ
のメンバーになります。
• Type が CLOUDFORMATION_STACK_1_0 の場合 、このフィールドは、定義しているスタック以外
の CloudFormation スタックを指定する必要がある場合にのみ必要です。これを行うには、Query
構造体に StackIdentifier プロパティが含まれている必要があります。Query 構造体また
は StackIdentifier をその Query 内で指定しない場合 、デフォルトでは現在構築している
CloudFormation スタックになります。
必須: いいえ
タイプ: Query (p. 5553)
Update requires: No interruption
Type
このグループのメンバーシップを決定するリソースクエリの種類を指定します。有効なクエリの種類
は 2 つあります。
• TAG_FILTERS_1_0 は、グループがタグベースのグループであることを示します。グループメン
バーシップを完了するには、クエリで使用するタグフィルターを指定する TagFilters プロパティ
を含める必要があります。
• CLOUDFORMATION_STACK_1_0 (デフォルト) は、グループが CloudFormation スタックベースのグ
ループであることを示します。グループのメンバーシップは、CloudFormation スタックに基づいて
います。クエリで StackIdentifier プロパティを指定して、グループを関連付けるスタックを定
義します。空のままにしておくと、グループが定義されているスタックがデフォルトになります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ResourceGroups::Group TagFilter
タグベースのグループのメンバーシップを指定するために使用できる 1 つのタグキーと、オプションの値
を指定します。一致するタグキーと値を持たない AWS リソースは、グループのメンバーとして拒否され
ます。
TagFilter オブジェクトには、 Key (文字列) と Values (文字列のリスト) の 2 つのプロパティがあり
ます。一致するキーと値のペアでタグ付けされたアカウント内のリソースのみがグループのメンバーにな
ります。TagFilter の Values プロパティは任意ですが、これを指定することでクエリ結果が絞られま
す。
例として、TagFilters 文字列が [{"Key": "Stage", "Values": ["Test", "Beta"]},
{"Key": "Storage"}] であるとします。この場合、次のタグが付いているリソースのみがグループの
メンバーになります。
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• Test または Beta の値を持つ Stage タグキー
• 任意の値を持つ Storage タグキー

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
タグキーを定義する文字列。指定したタグキーでタグ付けされているアカウント内のリソースのみ
が、タグベースのリソースグループのメンバーになります。
このフィールドは、ResourceQuery 構造の Type プロパティが TAG_FILTERS_1_0 である場合に必
須です。タグキーを少なくとも 1 つ指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Values
タグベースのリソースグループに含めることができるタグ値のリスト。これはオプションです。キー
に１つまたは複数の値を指定しない場合、そのキーの値を持つ AWS リソースはメンバーになりま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS RoboMaker リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::RoboMaker::Fleet (p. 5557)
• AWS::RoboMaker::Robot (p. 5559)
• AWS::RoboMaker::RobotApplication (p. 5561)
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• AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion (p. 5566)
• AWS::RoboMaker::SimulationApplication (p. 5568)
• AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion (p. 5575)

AWS::RoboMaker::Fleet
AWS::RoboMaker::Fleet リソースは AWS RoboMaker フリートを作成します。フリートにはロボット
が含まれておりデプロイを受信できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RoboMaker::Fleet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::RoboMaker::Fleet
Properties:
Name: String
Tags: Json

プロパティ
Name
フリートの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
Tags
フリートに追加されたすべてのタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::Fleet リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はフリートの
Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:robomaker:us-west-2:123456789012:deploymentfleet/MyFleet/1539894765711 など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:robomaker:us-west-2:123456789012:deployment-fleet/
MyFleet/1539894765711 など、フリートの Amazon リソースネーム (ARN)。

例
AWS RoboMaker フリートを指定します。
以下の例では、フリートが作成されます。

JSON
{

}

"Description": "RoboMaker Fleet example",
"Resources": {
"BasicFleet": {
"Type": "AWS::RoboMaker::Fleet",
"Properties": {
"Name": "MyFleet",
"Tags": {
"Name": "BasicFleet",
"Type": "CFN"
}
}
}
},
"Outputs": {
"Fleet": {
"Value": "BasicFleet"
}
}

YAML
--Description: "RoboMaker Fleet example"
Resources:
BasicFleet:
Type: "AWS::RoboMaker::Fleet"
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Properties:
Name: "MyFleet"
Tags:
"Name" : "BasicFleet"
"Type" : "CFN"
Outputs:
Fleet:
Value: !Ref BasicFleet

AWS::RoboMaker::Robot
AWS::RoboMaker::RobotApplication リソースは AWS RoboMaker ロボットを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RoboMaker::Robot",
"Properties" : {
"Architecture" : String,
"Fleet" : String,
"GreengrassGroupId" : String,
"Name" : String,
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::RoboMaker::Robot
Properties:
Architecture: String
Fleet: String
GreengrassGroupId: String
Name: String
Tags: Json

プロパティ
Architecture
ロボットのアーキテクチャ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ARM64 | ARMHF | X86_64
Update requires: Replacement
Fleet
ロボットが登録されるフリートの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
GreengrassGroupId
ロボットに関連付けられる Greengrass グループ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1224
パターン: .*
Update requires: Replacement
Name
ロボットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
Tags
ロボットにアタッチされているタグキーとタグ値を含むマップ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::Robot リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はロ
ボットアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:robomaker:uswest-2:123456789012:robot/MyRobot/1544035373264 など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
AWS RoboMaker ロボットを作成する
以下の例では、ロボットが作成されます。

JSON
{
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}

"Description": "RoboMaker Robot example",
"Resources": {
"BasicFleet": {
"Type": "AWS::RoboMaker::Fleet",
"Properties": {
"Name": "MyFleet"
}
},
"BasicRobot": {
"Type": "AWS::RoboMaker::Robot",
"Properties": {
"Name": "MyRobot",
"GreengrassGroupId": "51229986-abdc-4ca6-94f8-04735a0c9f07",
"Architecture": "ARMHF",
"Fleet": {
"Fn::GetAtt" : [ "BasicFleet", "Arn" ]
},
"Tags": {
"Name": "BasicRobot",
"Type": "CFN"
}
}
}
},
"Outputs": {
"Robot": {
"Value": "BasicRobot"
}
}

YAML
--Description: "RoboMaker Robot example"
Resources:
BasicFleet:
Type: "AWS::RoboMaker::Fleet"
Properties:
Name: "MyFleet"
BasicRobot:
Type: "AWS::RoboMaker::Robot"
Properties:
Name: "MyRobot"
GreengrassGroupId: "51229986-abdc-4ca6-94f8-04735a0c9f07"
Architecture: "ARMHF"
Fleet: !GetAtt BasicFleet.Arn
Tags:
"Name" : "BasicRobot"
"Type" : "CFN"
Outputs:
Robot:
Value: !Ref BasicRobot

AWS::RoboMaker::RobotApplication
AWS::RoboMaker::RobotApplication リソースは AWS RoboMaker ロボットアプリケーションを作
成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::RoboMaker::RobotApplication",
"Properties" : {
"CurrentRevisionId" : String,
"Name" : String,
"RobotSoftwareSuite" : RobotSoftwareSuite (p. 5564),
"Sources" : [ SourceConfig (p. 5565), ... ],
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::RoboMaker::RobotApplication
Properties:
CurrentRevisionId: String
Name: String
RobotSoftwareSuite:
RobotSoftwareSuite (p. 5564)
Sources:
- SourceConfig (p. 5565)
Tags: Json

プロパティ
CurrentRevisionId
現在のリビジョン ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
ロボットアプリケーションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
RobotSoftwareSuite
ロボットアプリケーションで使用されるロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューショ
ン）。
必須: はい
タイプ: RobotSoftwareSuite (p. 5564)
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Update requires: Replacement
Sources
ロボットアプリケーションのソース。
必須: はい
タイプ: SourceConfig (p. 5565) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
ロボットアプリケーションにアタッチされているタグキーとタグ値を含むマップ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::RobotApplication リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関
数はロボットアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:robomaker:uswest-2:123456789012:robot-application/MyRobotApplication/1546541208251 など) を返
します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ロボットアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。
CurrentRevisionId
現在のリビジョン ID。

例
AWS RoboMaker ロボットアプリケーションを作成する
次の例ではロボットアプリケーションを作成します。

JSON
{

"Description": "Robot Application example",
"Resources": {
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"BasicRobotApplication": {
"Type": "AWS::RoboMaker::RobotApplication",
"Properties": {
"Name": "MyRobotApplication",
"Environment": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-robot-app:latest",
"RobotSoftwareSuite": {
"Name": "General"
},
"Tags": {
"Name": "BasicRobotApplication",
"Type": "CFN"
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"RobotApplication": {
"Value": "BasicRobotApplication"
}
}

YAML
--Description: "Robot Application example"
Resources:
BasicRobotApplication:
Type: "AWS::RoboMaker::RobotApplication"
Properties:
Name: "MyRobotApplication"
Environment: "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-robot-app:latest"
RobotSoftwareSuite:
Name: "General"
Tags:
"Name" : "BasicRobotApplication"
"Type" : "CFN"
Outputs:
RobotApplication:
Value: !Ref BasicRobotApplication

AWS::RoboMaker::RobotApplication RobotSoftwareSuite
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String
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プロパティ
Name
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ROS | ROS2
Update requires: No interruption
Version
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）のバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Dashing | Foxy | Kinetic | Melodic
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::RobotApplication SourceConfig
ソース設定に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Architecture" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String

YAML
Architecture: String
S3Bucket: String
S3Key: String

プロパティ
Architecture
アプリケーションのターゲットプロセッサアーキテクチャ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ARM64 | ARMHF | X86_64
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Update requires: No interruption
S3Bucket
Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: [a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]
Update requires: No interruption
S3Key
S3 オブジェクトキー｡
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion リソースは AWS RoboMaker ロボットバージョンを
作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion",
"Properties" : {
"Application" : String,
"CurrentRevisionId" : String
}

YAML
Type: AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
Properties:
Application: String
CurrentRevisionId: String
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プロパティ
Application
ロボットアプリケーションのアプリケーション情報。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1224
パターン: arn:.*
Update requires: Replacement
CurrentRevisionId
ロボットアプリケーションの現在のリビジョン ID。値を指定して、その値が最新のリビジョン ID と
一致する場合、新しいバージョンが作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関
数はロボットアプリケーションバージョンの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:robomaker:uswest-2:123456789012:robot-application/MyRobotApplication/1546541208251 など) を返
します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
AWS RoboMaker ロボットアプリケーションバージョンを作成する
次の例ではロボットアプリケーションを作成します。

JSON
{

"Description": "RoboMaker RobotApplicationVersion example",
"Resources": {
"BasicRobotApplication": {
"Type": "AWS::RoboMaker::RobotApplication",
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"Properties": {
"Name": "MyRobotApplication",
"Environment": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-robot-app:latest",
"RobotSoftwareSuite": {
"Name": "General"
}
}
},
"BasicRobotApplicationVersion": {
"Type": "AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion",
"Properties": {
"Application": {
"Fn::GetAtt" : [ "BasicRobotApplication", "Arn" ]
},
"CurrentRevisionId": {
"Fn::GetAtt" : [ "BasicRobotApplication", "CurrentRevisionId" ]
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"RobotApplicationVersion": {
"Value": "BasicRobotApplicationVersion"
}
}

YAML
--Description: "RoboMaker RobotApplicationVersion example"
Resources:
BasicRobotApplication:
Type: "AWS::RoboMaker::RobotApplication"
Properties:
Name: "MyRobotApplication"
Environment: "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-robot-app:latest"
RobotSoftwareSuite:
Name: "General"
BasicRobotApplicationVersion:
Type: "AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion"
Properties:
Application: !GetAtt BasicRobotApplication.Arn
CurrentRevisionId: !GetAtt BasicRobotApplication.CurrentRevisionId
Outputs:
RobotApplicationVersion:
Value: !Ref BasicRobotApplicationVersion

AWS::RoboMaker::SimulationApplication
AWS::RoboMaker::SimulationApplication リソースは AWS RoboMaker シミュレーションアプリ
ケーションを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::RoboMaker::SimulationApplication",
"Properties" : {
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}

}

"CurrentRevisionId" : String,
"Name" : String,
"RenderingEngine" : RenderingEngine (p. 5572),
"RobotSoftwareSuite" : RobotSoftwareSuite (p. 5572),
"SimulationSoftwareSuite" : SimulationSoftwareSuite (p. 5573),
"Sources" : [ SourceConfig (p. 5574), ... ],
"Tags" : Json

YAML
Type: AWS::RoboMaker::SimulationApplication
Properties:
CurrentRevisionId: String
Name: String
RenderingEngine:
RenderingEngine (p. 5572)
RobotSoftwareSuite:
RobotSoftwareSuite (p. 5572)
SimulationSoftwareSuite:
SimulationSoftwareSuite (p. 5573)
Sources:
- SourceConfig (p. 5574)
Tags: Json

プロパティ
CurrentRevisionId
現在のリビジョン ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
シミュレーションアプリケーションの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: [a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
RenderingEngine
シミュレーションアプリケーションのレンダリングエンジン。
必須: はい
タイプ: RenderingEngine (p. 5572)
Update requires: Replacement
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RobotSoftwareSuite
シミュレーションアプリケーションで使用されるロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリ
ビューション）。
必須: はい
タイプ: RobotSoftwareSuite (p. 5572)
Update requires: Replacement
SimulationSoftwareSuite
シミュレーションアプリケーションで使用するシミュレーションソフトウェアスイート。
必須: はい
タイプ: SimulationSoftwareSuite (p. 5573)
Update requires: Replacement
Sources
シミュレーションアプリケーションのソース。
必須: はい
タイプ: SourceConfig (p. 5574) のリスト
Update requires: No interruption
Tags
シミュレーションアプリケーションにアタッチされているタグキーとタグ値を含むマップ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::SimulationApplication リソースの論理 ID を組み込み Ref 関
数に渡すと、関数はシミュレーションアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)
(arn:aws:robomaker:us-west-2:123456789012:simulation-application/
MySimulationApplication/1546541201334 など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
シミュレーションアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。
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CurrentRevisionId
現在のリビジョン ID。

例
AWS RoboMaker シミュレーションアプリケーションを作成する
次の例ではシミュレーションアプリケーションを作成します。

JSON
{

}

"Description": "RoboMaker SimulationApplication example",
"Resources": {
"BasicSimulationApplication": {
"Type": "AWS::RoboMaker::SimulationApplication",
"Properties": {
"Name": "MySimulationApplication",
"Environment": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-sim-app:latest",
"RobotSoftwareSuite": {
"Name": "General"
},
"SimulationSoftwareSuite": {
"Name": "SimulationRuntime"
},
"Tags": {
"Name": "BasicSimulationApplication",
"Type": "CFN"
}
}
}
},
"Outputs": {
"SimulationApplication": {
"Value": "BasicSimulationApplication"
}
}

YAML
--Description: "RoboMaker SimulationApplication example"
Resources:
BasicSimulationApplication:
Type: "AWS::RoboMaker::SimulationApplication"
Properties:
Name: "MySimulationApplication"
Environment: "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-sim-app:latest"
RobotSoftwareSuite:
Name: "General"
SimulationSoftwareSuite:
Name: "SimulationRuntime"
Tags:
"Name" : "BasicSimulationApplication"
"Type" : "CFN"
Outputs:
SimulationApplication:
Value: !Ref BasicSimulationApplication
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AWS::RoboMaker::SimulationApplication RenderingEngine
レンダリングエンジンに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String

プロパティ
Name
レンダリングエンジンの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: OGRE
Update requires: No interruption
Version
レンダリングエンジンのバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 4
パターン: 1.x
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::SimulationApplication RobotSoftwareSuite
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String

プロパティ
Name
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ROS | ROS2
Update requires: No interruption
Version
ロボットソフトウェアスイート（ROS ディストリビューション）のバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Dashing | Foxy | Kinetic | Melodic
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::SimulationApplication SimulationSoftwareSuite
シミュレーションソフトウェアスイートに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String
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プロパティ
Name
シミュレーションソフトウェアスイートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Gazebo | RosbagPlay
Update requires: No interruption
Version
シミュレーションソフトウェアスイートのバージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
パターン: 7|9|11|Kinetic|Melodic|Dashing|Foxy
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::SimulationApplication SourceConfig
ソース設定に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Architecture" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Key" : String

YAML
Architecture: String
S3Bucket: String
S3Key: String

プロパティ
Architecture
アプリケーションのターゲットプロセッサアーキテクチャ。
必須: はい
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タイプ: 文字列
許可された値: ARM64 | ARMHF | X86_64
Update requires: No interruption
S3Bucket
Amazon S3 バケット名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
パターン: [a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]
Update requires: No interruption
S3Key
S3 オブジェクトキー｡
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion リソースは AWS RoboMaker シミュレーショ
ンアプリケーションのバージョンを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion",
"Properties" : {
"Application" : String,
"CurrentRevisionId" : String
}

YAML
Type: AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion
Properties:
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Application: String
CurrentRevisionId: String

プロパティ
Application
シミュレーションアプリケーションのアプリケーション情報。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1224
パターン: arn:.*
Update requires: Replacement
CurrentRevisionId
シミュレーションアプリケーションの現在のリビジョン ID。値を指定して、その値が最新のリビジョ
ン ID と一致する場合、新しいバージョンが作成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: [a-zA-Z0-9_.\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion リソースの論理 ID を組み込み Ref 関
数に渡すと、関数はシミュレーションアプリケーションバージョンの Amazon リソースネーム
(ARN) ( arn:aws:robomaker:us-west-2:123456789012:simulation-application/
MySimulationApplication/1546541201334 など) を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
AWS RoboMaker シミュレーションアプリケーションのバージョンを作成する
次の例ではシミュレーションアプリケーションのバージョンを作成します。

JSON
{

"Description": "RoboMaker SimulationApplicationVersion example",
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}

"Resources": {
"BasicSimulationApplication": {
"Type": "AWS::RoboMaker::SimulationApplication",
"Properties": {
"Name": "MySimulationApplication",
"Environment": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-sim-app:latest",
"RobotSoftwareSuite": {
"Name": "General"
},
"SimulationSoftwareSuite": {
"Name": "SimulationRuntime"
}
}
},
"BasicSimulationApplicationVersion": {
"Type": "AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion",
"Properties": {
"Application": {
"Fn::GetAtt" : [ "BasicSimulationApplication", "Arn" ]
},
"CurrentRevisionId": {
"Fn::GetAtt" : [ "BasicSimulationApplication", "CurrentRevisionId" ]
}
}
}
},
"Outputs": {
"SimulationApplicationVersion": {
"Value": "BasicSimulationApplicationVersion"
}
}

YAML
--Description: "RoboMaker SimulationApplicationVersion example"
Resources:
BasicSimulationApplication:
Type: "AWS::RoboMaker::SimulationApplication"
Properties:
Name: "MySimulationApplication"
Environment: "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-sim-app:latest"
RobotSoftwareSuite:
Name: "General"
SimulationSoftwareSuite:
Name: "SimulationRuntime"
BasicSimulationApplicationVersion:
Type: "AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion"
Properties:
Application: !GetAtt BasicSimulationApplication.Arn
CurrentRevisionId: !GetAtt BasicSimulationApplication.CurrentRevisionId
Outputs:
SimulationApplicationVersion:
Value: !Ref BasicSimulationApplicationVersion

Amazon Route 53 リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Route53::DNSSEC (p. 5578)
• AWS::Route53::HealthCheck (p. 5578)
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• AWS::Route53::HostedZone (p. 5582)
• AWS::Route53::KeySigningKey (p. 5591)
• AWS::Route53::RecordSet (p. 5593)
• AWS::Route53::RecordSetGroup (p. 5612)

AWS::Route53::DNSSEC
AWS::Route53::DNSSEC リソースは、ホストゾーンで DNSSEC 署名を有効にするために使用されま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::DNSSEC",
"Properties" : {
"HostedZoneId" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53::DNSSEC
Properties:
HostedZoneId: String

プロパティ
HostedZoneId
ホストゾーンの識別に使用される一意の文字列 (ID)。例: Z00001111A1ABCaaABC11。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ホストゾーン ID。次に例
を示します。
{ "Ref": "Z00001111A1ABCaaABC11" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Route53::HealthCheck
AWS::Route53::HealthCheck リソースは、Route 53 ヘルスチェックの設定を含む Route 53 リソース
タイプです。
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ヘルスチェックとレコードの関連付けの詳細については、ChangeResourceRecordSets の
「HealthCheckId」を参照してください。

Note
単純なルーティングでヘルスチェックを作成することはできません。
ELB ロードバランサー
EC2 インスタンスを Elastic Load Balancing (ELB) ロードバランサーに登録する場合、EC2 インスタンス
の Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成しないでください。ロードバランサーに EC2 インスタンスを
登録する場合は、ELB ヘルスチェックの設定を構成します。これにより、Route 53 ヘルスチェックと同様
の機能が実行されます。
プライベートホストゾーン
プライベートホストゾーンでは、フェイルオーバーレコードにヘルスチェックを関連付けることができま
す。次の点に注意してください。
• Route 53 ヘルスチェッカーは VPC の外にあります。IP アドレスを使用して VPC 内のエンドポイント
の正常性をチェックするには、VPC 内のインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てる必要があ
ります。
• データベースサーバーなど、インスタンスが依存する外部リソースの正常性がチェックされるようにヘ
ルスチェッカーを設定することもできます。
• また、CloudWatch メトリクスを作成し、アラームをメトリクスに関連付けて、アラームの状態に基づ
くヘルスチェックを作成することもできます。たとえば、Amazon EC2 の StatusCheckFailed メト
リクスのステータスをチェックする CloudWatch メトリクスを作成し、このメトリクスにアラームを
追加して、アラームの状態に基づくヘルスチェックを作成します。CloudWatch コンソールを使用して
CloudWatch メトリクスおよびアラームを作成する方法について詳細は、Amazon CloudWatch ユーザー
ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::HealthCheck",
"Properties" : {
"HealthCheckConfig" : Json,
"HealthCheckTags" : [ HealthCheckTag (p. 5581), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53::HealthCheck
Properties:
HealthCheckConfig: Json
HealthCheckTags:
- HealthCheckTag (p. 5581)

プロパティ
HealthCheckConfig
1 つのヘルスチェックに関する詳細情報を含む複合型。
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HealthCheckConfig のために入力する値については、HealthCheckConfig を参照してください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
HealthCheckTags
HealthCheckTags プロパティは、AWS::Route53::HealthCheck リソースに関連付けられたキー
と値のペアを記述します。
必須: いいえ
タイプ: HealthCheckTag (p. 5581) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
e0a123b4-4dba-4650-935e-example など、ヘルスチェック ID をこのリソースの論理 ID を組み込み
の Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
HealthCheckId
Amazon Route 53 の作成時にヘルスチェックに割り当てた識別子。リソースレコードセットを追加ま
たは更新する場合、この値を使用して、使用するヘルスチェックを指定します。値の最大長は 64 文
字です。

例
ヘルスチェックを作成する
次の例では、指定のエンドポイントに HTTP リクエストを送信する Amazon Route 53 ヘルスチェックを
作成します。

JSON
{

"myHealthCheck": {
"Type": "AWS::Route53::HealthCheck",
"Properties": {
"HealthCheckConfig": {
"IPAddress": "192.0.2.44",
"Port": "80",
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"Type": "HTTP",
"ResourcePath": "/example/index.html",
"FullyQualifiedDomainName": "example.com",
"RequestInterval": "30",
"FailureThreshold": "3"

}

}

}

},
"HealthCheckTags": [
{
"Key": "SampleKey1",
"Value": "SampleValue1"
},
{
"Key": "SampleKey2",
"Value": "SampleValue2"
}
]

YAML
myHealthCheck:
Type: 'AWS::Route53::HealthCheck'
Properties:
HealthCheckConfig:
IPAddress: 192.0.2.44
Port: 80
Type: HTTP
ResourcePath: '/example/index.html'
FullyQualifiedDomainName: example.com
RequestInterval: 30
FailureThreshold: 3
HealthCheckTags:
Key: SampleKey1
Value: SampleValue1
Key: SampleKey2
Value: SampleValue2

以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHealthCheck」

AWS::Route53::HealthCheck HealthCheckTag
HealthCheckTag プロパティは、AWS::Route53::HealthCheck リソースに関連付けられた 1 つの
キーと値のペアを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Key" : String,
"Value" : String
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YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
Key の値は、実行する操作によって異なります。
• [Add a tag to a health check or hosted zone (タグをヘルスチェックまたはホストゾーンに追加)]:
Key は、新しいタグに付ける名前です。
• [Edit a tag (タグの編集)]: Key は、Value を変更するタグの名前です。
• [ Delete a key (キーの削除)]: Key は、削除するタグの名前です。
• [Give a name to a health check (ヘルスチェックに名前を付ける)]: デフォルトの Name タグを編集し
ます。Amazon Route 53 コンソールでは、ヘルスチェックのリストに、各ヘルスチェックに付けた
名前を表示できる [名前] 列が含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
Value
Value の値は、実行する操作によって異なります。
• [Add a tag to a health check or hosted zone (タグをヘルスチェックまたはホストゾーンに追加)]:
Value は、新しいタグに指定する値です。
• [Edit a tag (タグの編集)]: Value は、タグに割り当てる新しい値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::HealthCheck」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「Tag」

AWS::Route53::HostedZone
新しいパブリックまたはプライベートホストゾーンを作成します。あるドメイン、たとえば example.com
とそのサブドメイン (apex.example.com や acme.example.com) のトラフィックをインターネットでルー
ティングする方法を定義するために、パブリックホストゾーンにレコードを作成します。1 つ以上の
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 内でドメインとそのサブドメインのトラフィックをルーティングする
方法を定義するためにプライベートホストゾーンにレコードを作成します。
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Important
パブリックホストゾーンをプライベートホストゾーンに、またはプライベートホストゾーンをパ
ブリックホストゾーンに変換することはできません。代わりに、同じ名前の新しいホストゾーン
を作成し、新しいリソースレコードセットを作成する必要があります。
ホストゾーンの料金の詳細については、Amazon Route 53 料金表を参照してください。
次の点に注意してください。
• .com などの最上位ドメイン (TLD) に対してホストゾーンを作成することはできません。
• パブリックホストゾーンの場合、各ゾーンに 1 つのデフォルトの SOA レコードと 4 つの NS レコード
が Route 53 によって自動的に作成されます。SOA レコードと NS レコードの詳細については、Amazon
Route 53 開発者ガイドの「Amazon Route 53 によってパブリックホストゾーンに作成される NS および
SOA リソースレコード」を参照してください。
複数のパブリックホストゾーンに同じネームサーバーを使用する場合、必要に応じて再利用可能な委託
セットをホストゾーンに関連付けます。DelegationSetId 要素を参照してください。
• ドメインが Route 53 以外のレジストラで登録されている場合は、ネームサーバーをレジストラで更新
して、Route 53 をそのドメインの DNS サービスにする必要があります。詳細については、Amazon
Route 53 デベロッパーガイドの「既存のドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に移行する」を
参照してください。
CreateHostedZone リクエストを送信するとき、ホストゾーンの最初のステータスは PENDING になり
ます。パブリックホストゾーンの場合、これは、すべての Route 53 DNS サーバーで NS レコードと SOA
レコードがまだ使用できないことを意味します。NS レコードと SOA レコードとゾーンが利用可能な場
合、ゾーンのステータスが INSYNC に変わります。
CreateHostedZone リクエストでは、発信者に ec2:DescribeVpcs アクセス許可が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::HostedZone",
"Properties" : {
"HostedZoneConfig" : HostedZoneConfig (p. 5588),
"HostedZoneTags" : [ HostedZoneTag (p. 5588), ... ],
"Name" : String,
"QueryLoggingConfig" : QueryLoggingConfig (p. 5590),
"VPCs" : [ VPC (p. 5590), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53::HostedZone
Properties:
HostedZoneConfig:
HostedZoneConfig (p. 5588)
HostedZoneTags:
- HostedZoneTag (p. 5588)
Name: String
QueryLoggingConfig:
QueryLoggingConfig (p. 5590)
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VPCs:
- VPC (p. 5590)

プロパティ
HostedZoneConfig
オプションのコメントを含む複合型。
コメントを指定しない場合は、HostedZoneConfig および Comment 要素の両方を省略します。
必須: いいえ
タイプ: HostedZoneConfig (p. 5588)
Update requires: No interruption
HostedZoneTags
ヘルスチェックまたはホストゾーンのタグを追加、編集、または削除します。
タグを使ったコスト配分については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドのコスト配
分タグの使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: HostedZoneTag (p. 5588) のリスト
Update requires: No interruption
Name
ドメインの名前。完全修飾ドメイン名 (例: www.example.com) を指定します。末尾のドットはオ
プションです。Amazon Route 53 では、ドメイン名が完全修飾ドメイン名であると見なされま
す。つまり、Route 53 では、(末尾にドットのない) www.example.com と (末尾にドットのある)
www.example.com. が同一と見なされます。
パブリックホストゾーンを作成している場合、これが DNS レジストラに登録した名前になりま
す。ドメインが Route 53 以外のレジストラで登録されている場合は、ドメインのネームサーバーを
Fn::GetAtt 組み込み関数が返す NameServers のセットに変更します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: Replacement
QueryLoggingConfig
DNS クエリログ記録を作成します。クエリログ設定を作成すると、Amazon Route 53 は Amazon
CloudWatch Logs のロググループにログデータを発行し始めます。
DNS クエリログには、Route 53 が受信する指定されたパブリックホストゾーンのクエリに関する情
報が含まれます。これには次のようなものがあります。
• DNS クエリに応答した Route 53 エッジロケーション
• リクエストされたドメインまたはサブドメイン
• DNS レコードタイプ (A や AAAA など)
• DNS レスポンスコード (NoError や ServFail など)
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ロググループとリソースポリシー
クエリログ記録設定を作成する前に、次の操作を実行します。

Note
Route 53 コンソールを使用してクエリログ記録設定を作成した場合、Route 53 はこれら
の操作を自動的に実行します。
1. CloudWatch Logs ロググループを作成し、ARN をメモに取ります。これは、クエリログ記録
設定を作成するときに指定します。次の点に注意してください。
• ロググループは us-east-1 リージョンに作成する必要があります。
• ロググループとクエリログ記録を設定するホストゾーンの作成には、同一の AWS アカウン
ト を使用する必要があります。
• クエリログ記録を作成する際、一貫したプレフィックスを使用することをおすすめします。
たとえば、以下のようになります。
/aws/route53/hosted zone name
次のステップでは、1 つ以上のロググループと、Route 53 ホストゾーンなど関連付けられ
た AWS リソースへのアクセスを制御する、リソースポリシーを作成します。作成できるリ
ソースポリシーの数には制限があるため、クエリログ記録用に作成するすべてのロググルー
プに同じリソースポリシーを使用できるように、一貫したプレフィックスを使用することを
お勧めします。
2. CloudWatch Logs リソースポリシーを作成して、Route 53 がログストリームを作成しクエリ
ログをログストリームに送信するために必要なアクセス許可を付与します。Resource の値に
は、前のステップで作成したロググループの ARN を指定します。クエリログ記録設定用に作
成したすべての CloudWatch Logs ロググループに同じリソースポリシーを使用するには、ホス
トゾーン名を * に置き換えます。たとえば、次のようになります。
arn:aws:logs:us-east-1:123412341234:log-group:/aws/route53/*

Note
リソースポリシーを作成または編集するために、CloudWatch コンソールを使用する
ことはできません。CloudWatch API、AWS SDK の 1 つ、または AWS CLI のいずれ
かを使用する必要があります。
ログストリームとエッジロケーション
Route 53 が DNS クエリログ記録の設定作成を完了すると、以下が実行されます。
• 指定されたホストゾーンの DNS クエリにエッジロケーションが最初に応答するときに、エッ
ジロケーションのログストリームを作成します。作成されたログストリームは、そのエッジロ
ケーションに対して Route 53 が応答するすべてのクエリを記録するために使用されます。
• 適切なログストリームへのクエリログの送信を開始します。
各ログストリームの名前は以下の形式です。
hosted zone ID/edge location code
エッジロケーションコードは 3 文字のコードと任意に割り当てられた数字です (例: DFW3)。通
常、この 3 文字コードは、エッジロケーションの近くにある空港の、国際航空運送協会の空港
コードに対応します (これらの略語は今後変更される可能性があります)。 エッジロケーションの
一覧については、Route 53 製品の詳細ページの「Route 53 グローバルネットワーク」を参照して
ください。
ログ記録されるクエリ
クエリログには、DNS リゾルバーが Route 53 に転送したクエリのみが含まれます。DNS リゾル
バーが既にクエリへの応答 (example.com のロードバランサーの IP アドレスなど) をキャッシュ
している場合は、リゾルバーはキャッシュされたレスポンスを返し続けます。対応するリソース
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レコードセットの TTL が期限切れになるまで、別のクエリを Route 53 に転送しません。リソー
スレコードセットに対して送信される DNS クエリの数、そのリソースレコードセットの TTLに
よって、クエリログには DNS に送信された数千件ごとのクエリのうち 1 つのクエリのみに関す
る情報が含まれる場合があります。DNS の仕組みについて詳細は、Amazon Route 53 開発者ガ
イドの「ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックのルーティン
グ」を参照してください。
ログファイル形式
各クエリログの値および各値の形式のリストについては、Amazon Route 53 開発者ガイドの
「DNS クエリのログ記録」を参照してください。
料金
クエリログの料金については、Amazon CloudWatch の料金を参照してください。
ログ記録を停止する方法
Route 53 でクエリログの CloudWatch Logs への送信を停止する場合は、クエリログ記録設定を
削除します。詳細については、「DeleteQueryLoggingConfig」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: QueryLoggingConfig (p. 5590)
Update requires: No interruption
VPCs
プライベートホストゾーン 指定したホストゾーンに関連付けられている VPC に関する情報を含む複
合型。

Note
パブリックホストゾーンの場合は、VPCs、VPCId、VPCRegion を省略します。
必須: いいえ
タイプ: VPC (p. 5590) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ホストゾーン ID (Z23ABC4XYZL05B など) をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡す
と、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
Amazon Route 53 が作成時にホストゾーンに割り当てた ID。
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NameServers
特定のホストゾーンのネームサーバーのセットを返します。例: ns1.example.com。
この属性は、プライベートホストゾーンではサポートされていません。

例
プライベートホストゾーンの作成
次のテンプレートスニペットでは、example.com ドメインのプライベートホストゾーンを作成します。

JSON
{

}

"DNS": {
"Type": "AWS: : Route53: : HostedZone",
"Properties": {
"HostedZoneConfig": {
"Comment": "Myhostedzoneforexample.com"
},
"Name": "example.com",
"VPCs": [
{
"VPCId": "vpc-abcd1234",
"VPCRegion": "ap-northeast-1"
},
{
"VPCId": "vpc-efgh5678",
"VPCRegion": "us-west-2"
}
],
"HostedZoneTags": [
{
"Key": "SampleKey1",
"Value": "SampleValue1"
},
{
"Key": "SampleKey2",
"Value": "SampleValue2"
}
]
}
}

YAML
DNS:
Type: "AWS::Route53::HostedZone"
Properties:
HostedZoneConfig:
Comment: 'My hosted zone for example.com'
Name: 'example.com'
VPCs:
VPCId: 'vpc-abcd1234'
VPCRegion: 'ap-northeast-1'
VPCId: 'vpc-efgh5678'
VPCRegion: 'us-west-2'

API バージョン 2010-05-15
5587

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53
HostedZoneTags:
Key: 'SampleKey1'
Value: 'SampleValue1'
Key: 'SampleKey2'
Value: 'SampleValue2'

以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHostedZone」

AWS::Route53::HostedZone HostedZoneConfig
ホストゾーンに関するコメント (省略可能) を含む複合型。コメントを指定しない場合
は、HostedZoneConfig 要素と Comment 要素の両方を省略します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Comment" : String

YAML
Comment: String

プロパティ
Comment
ホストゾーンに関して追加するコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::HostedZone」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「HostedZoneConfig」

AWS::Route53::HostedZone HostedZoneTag
指定したヘルスチェックまたはホストゾーンで追加または編集するタグに関する情報を含む複合型。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
Key の値は、実行する操作によって異なります。
• [Add a tag to a health check or hosted zone (タグをヘルスチェックまたはホストゾーンに追加)]:
Key は、新しいタグに付ける名前です。
• [Edit a tag (タグの編集)]: Key は、Value を変更するタグの名前です。
• [ Delete a key (キーの削除)]: Key は、削除するタグの名前です。
• [Give a name to a health check (ヘルスチェックに名前を付ける)]: デフォルトの Name タグを編集し
ます。Amazon Route 53 コンソールでは、ヘルスチェックのリストに、各ヘルスチェックに付けた
名前を表示できる [名前] 列が含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
Value
Value の値は、実行する操作によって異なります。
• [Add a tag to a health check or hosted zone (タグをヘルスチェックまたはホストゾーンに追加)]:
Value は、新しいタグに指定する値です。
• [Edit a tag (タグの編集)]: Value は、タグに割り当てる新しい値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::HostedZone」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「Tag」
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AWS::Route53::HostedZone QueryLoggingConfig
DNS クエリログの設定に関する情報を含む複雑な型です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchLogsLogGroupArn" : String

YAML
CloudWatchLogsLogGroupArn: String

プロパティ
CloudWatchLogsLogGroupArn
Amazon Route 53 がログを公開している CloudWatch Logs ロググループの Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::HostedZone」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「QueryLoggingConfig」

AWS::Route53::HostedZone
プライベートホストゾーンのみ Amazon VPC に関する情報を含む複合型。Route 53 リゾルバーは、プラ
イベートホストゾーンのレコードを使用して、その VPC でトラフィックをルーティングします。

Note
パブリックホストゾーンの場合は、VPCs、VPCId、VPCRegion を省略します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"VPCId" : String,
"VPCRegion" : String

API バージョン 2010-05-15
5590

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53
}

YAML
VPCId: String
VPCRegion: String

プロパティ
VPCId
プライベートホストゾーンのみ Amazon VPC の ID。

Note
パブリックホストゾーンの場合は、VPCs、VPCId、VPCRegion を省略します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VPCRegion
プライベートホストゾーンのみ Amazon VPC が作成されたリージョン。

Note
パブリックホストゾーンの場合は、VPCs、VPCId、VPCRegion を省略します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: af-south-1 | ap-east-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | apnortheast-3 | ap-south-1 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ca-central-1 |
cn-north-1 | eu-central-1 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-west-1 | eu-west-2
| eu-west-3 | me-south-1 | sa-east-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-gov-east-1
| us-gov-west-1 | us-iso-east-1 | us-isob-east-1 | us-west-1 | us-west-2
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::HostedZone」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「VPC」

AWS::Route53::KeySigningKey
AWS::Route53::KeySigningKey リソースは、ホストゾーンに新しいキー署名キー (KSK) を作成しま
す。ホストゾーン ID は、KSK プロパティのパラメータとして渡されます。リソースの Name、Status、
および KeyManagementServiceArn プロパティを使用して、この KSK のプロパティを指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::KeySigningKey",
"Properties" : {
"HostedZoneId" : String,
"KeyManagementServiceArn" : String,
"Name" : String,
"Status" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53::KeySigningKey
Properties:
HostedZoneId: String
KeyManagementServiceArn: String
Name: String
Status: String

プロパティ
HostedZoneId
ホストゾーンの識別に使用される一意の文字列 (ID)。例: Z00001111A1ABCaaABC11。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KeyManagementServiceArn
AWS Key Management Service (AWS KMS) 内のカスタマーマネージドカスタマーマスター
キー (CMK) の Amazon リソースネーム (ARN)。KeyManagementServiceArn は、1 つのホ
ストゾーン内の各キー署名キー (KSK) で一意である必要があります。例: arn:aws:kms:useast-1:111122223333:key/111a2222-a11b-1ab1-2ab2-1ab21a2b3a111。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
キー署名キー (KSK) を識別するために使用される文字列。Name には、数字、文字、アンダースコア
(_) を含めることができます。Name は、同じホストゾーン内のキー署名キーごとに一意である必要が
あります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
Update requires: Replacement
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Status
現在のキー署名キー (KSK) のステータスを表す文字列。
ステータスは以下のいずれかの値になります。
ACTIVE
KSK は署名に使用されています。
INACTIVE
KSK は署名に使用されていません。
削除中
KSK は削除中です。
ACTION_NEEDED
KSK に問題があり、解決するためにアクションを実行する必要があります。例えば、カスタマー
マネージドキーが削除されたか、カスタマーマネージドキーのアクセス許可が変更された可能性
があります。
INTERNAL_FAILURE
リクエスト中にエラーが発生しました。この KSK に関連するアクションを含む、DNSSEC 署名
の操作を続行する前に、問題を修正する必要があります。例えば、KSK のアクティブ化または非
アクティブ化が必要になる場合があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 5
最大: 150
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ホストゾーン ID と KSK
名のプロパティの両方に基づく識別子。次に例を示します。
{ "Ref": "Z00001111A1ABCaaABC11|KSK1" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::Route53::RecordSet
作成するレコードに関する情報。
AWS::Route53::RecordSet タイプは、スタンドアロンリソースとして、または
AWS::Route53::RecordSetGroup タイプの埋め込みプロパティとして使用できま
す。AWS::Route53::RecordSet の一部のプロパティは、AWS::Route53::RecordSetGroup 内で使
用したときにのみ有効となります。
詳細については、 Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」を参照してくだ
さい。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::RecordSet",
"Properties" : {
"AliasTarget" : AliasTarget (p. 5605),
"Comment" : String,
"Failover" : String,
"GeoLocation" : GeoLocation (p. 5611),
"HealthCheckId" : String,
"HostedZoneId" : String,
"HostedZoneName" : String,
"MultiValueAnswer" : Boolean,
"Name" : String,
"Region" : String,
"ResourceRecords" : [ String, ... ],
"SetIdentifier" : String,
"TTL" : String,
"Type" : String,
"Weight" : Integer
}

YAML
Type: AWS::Route53::RecordSet
Properties:
AliasTarget:
AliasTarget (p. 5605)
Comment: String
Failover: String
GeoLocation:
GeoLocation (p. 5611)
HealthCheckId: String
HostedZoneId: String
HostedZoneName: String
MultiValueAnswer: Boolean
Name: String
Region: String
ResourceRecords:
- String
SetIdentifier: String
TTL: String
Type: String
Weight: Integer

プロパティ
AliasTarget
エイリアスリソースレコードセットのみ: CloudFront ディストリビューションやトラフィックのルー
ティング先となる Amazon S3 バケットなど AWS リソースに関する情報。
プライベートホストゾーンのリソースレコードセットを作成する場合は、次の点に注意してくださ
い。
• トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングするためにプライベートホスト
ゾーンにエイリアスリソースレコードセットを作成することはできません。
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• プライベートホストゾーンに位置情報エイリアスリソースレコードセットまたはレイテンシーエイ
リアスリソースレコードセットを作成することはサポートされていません。
• プライベートホストゾーンにフェイルオーバーリソースレコードセットを作成する方法の詳細につ
いては、Amazon Route 53 開発者ガイドの「プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設
定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AliasTarget (p. 5605)
Update requires: No interruption
Comment
オプション: 変更バッチリクエストについて含めるコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
Failover
フェイルオーバーリソースレコードセットのみ: フェイルオーバーを設定するには、Failover 要素
を 2 つのリソースレコードセットに追加します。1 つのリソースレコードセットに Failover の値
として PRIMARY を指定し、もう 1 つのリソースレコードセットに SECONDARY を指定します。さら
に、HealthCheckId 要素を含めて、リソースレコードセットごとに Amazon Route 53 が実行するヘ
ルスチェックを指定します。
特に明記しない限り、次のフェイルオーバー動作は、両方のリソースレコードセットに
HealthCheckId 要素を含めていることを前提としています。
• プライマリリソースレコードセットが正常である場合、Route 53 は、セカンダリリソースレコード
セットの正常性に関係なく、DNS クエリにプライマリリソースレコードセットからの適切な値を返
します。
• プライマリリソースレコードセットが異常状態であり、セカンダリリソースレコードセットが正常
である場合、Route 53 は、DNS クエリにセカンダリリソースレコードセットからの適切な値を返
します。
• セカンダリリソースレコードセットが異常状態である場合、Route 53 は、プライマリリソースレ
コードセットの正常性に関係なく、DNS クエリにプライマリリソースレコードセットからの適切な
値を返します。
• セカンダリリソースレコードセットの HealthCheckId 要素を省略した場合、およびプライマリリ
ソースレコードセットが異常状態である場合、Route 53 は常に、DNS クエリにセカンダリリソー
スレコードセットからの適切な値を返します。これは、関連付けられたエンドポイントの正常性に
関係なく当てはまります。
フェイルオーバーリソースレコードセットリソースと Name および Type 要素の値が同じである非
フェイルオーバーリソースレコードセットを作成することはできません。
フェイルオーバーエイリアスリソースレコードセットの場合、 EvaluateTargetHealth 要素を含め
て値を true に設定する必要もあります。
Route 53 のフェイルオーバーの設定の詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの次のトピッ
クを参照してください。
• Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
• プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PRIMARY | SECONDARY
Update requires: No interruption
GeoLocation
位置情報リソースレコードセットのみ: クエリの地理的オリジンに基づいて Amazon Route 53 が
DNS クエリに応答する方法を制御できる複合型。たとえば、アフリカからのクエリを IP アドレスが
192.0.2.111 のウェブサーバーにルーティングする場合、A の Type と AF の ContinentCode を
使用してリソースレコードセットを作成します。

Note
プライベートホストゾーンでの位置情報および位置情報エイリアスリソースレコードセット
の作成は許可されますが、サポートされていません。
重なり合う地域について別々のリソースレコードセットを作成した場合は (たとえば、ある大陸用のリ
ソースレコードセットが 1 つ、同じ大陸のある国用のリソースレコードセットが 1 つ)、最も小さい地
域が優先されます。これにより、大陸のほとんどのクエリを 1 つのリソースにルーティングし、その
大陸の 1 つの国のクエリを異なるリソースにルーティングすることができます
同じ地理的場所を指定する位置情報リソースレコードセットを 2 つ作成することはできません。
CountryCode 要素の * の値は、Name および Type 要素の値と同じ他の位置情報リソースレコード
セットで指定されていないすべての地理的場所と一致します。

Important
位置情報は、IP アドレスを場所にマッピングすることで動作します。しかし、一部の IP ア
ドレスは地理的場所にマッピングされません。そのため 7 つの大陸をすべて網羅した位置情
報リソースレコードセットを作成した場合でも、Route 53 は識別できない場所からの DNS
クエリを受け取ります。CountryCode の値が * であるリソースレコードセットを作成する
ことをお勧めします。2 つのクエリのグループは、このレコードで指定するリソースにルー
ティングされます。位置情報リソースレコードセットを作成していない場所からのクエリ
と、場所にマッピングされていない IP アドレスからのクエリです。* リソースレコードセッ
トを作成しない場合、Route 53 はそのような場所からのクエリに対して "応答なし" という応
答を返します。
位置情報リソースレコードセットリソースと Name および Type の要素の値が同じである非位置情報
リソースレコードセットを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: GeoLocation (p. 5611)
Update requires: No interruption
HealthCheckId
ヘルスチェックのステータスが正常である場合にのみ、Amazon Route 53 が DNS クエリに応答して
このリソースレコードセットを返すようにする場合は、HealthCheckId 要素を含めて、適切なヘル
スチェックの ID を指定します。
Route 53 により、次のいずれかに基づいてリソースレコードセットが正常であるかどうかが決定され
ます。
• ヘルスチェックで指定されたエンドポイントにリクエストを定期的に送信する
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• 指定したヘルスチェックのグループ (計算されたヘルスチェック) のステータスを集計する
• CloudWatch アラーム (CloudWatch メトリクスのヘルスチェック) の現在の状態を決定する

Important
Route 53 は、リソースレコードセット内の指定されたエンドポイント、たとえば、Value 要
素の IP アドレスで指定されたエンドポイントの正常性はチェックしません。リソースレコー
ドセットに HealthCheckId 要素を追加すると、Route 53 は、ヘルスチェックで指定された
エンドポイントの正常性をチェックします。
詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの次のトピックを参照してください。
• Amazon Route 53 がエンドポイントの正常性を判断する方法
• Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
• プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定
HealthCheckId を指定する場合
HealthCheckId の値の指定に意味があるのは、Route 53 が複数のリソースレコードセットの中から
選択して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行
うように Route 53 を設定する必要がある場合だけです。ヘルスチェックの設定は、以下の設定でのみ
意味をなします。
• 非エイリアスリソースレコードセット: 同じルーティングポリシー、名前、およびタイプを持つ非エ
イリアスリソースレコードセット (タイプが A である www.example.com という名前の複数の加重
レコードなど) のグループの正常性をチェックしており、すべてのリソースレコードセットのヘルス
チェック ID を指定します。
リソースレコードセットのヘルスチェックのステータスが正常である場合、DNS クエリに返すレ
コードのうちのレコードが Route 53 に含まれます。
リソースレコードセットのヘルスチェックステータスが異常状態である場合、Route 53 はそのリ
ソースレコードセットの値を使用して DNS クエリへの応答を停止します。
グループ内のすべてのリソースレコードセットのヘルスチェックステータスが異常状態である場
合、Route 53 はグループ内のすべてのリソースレコードセットが正常であると見なし、それに応じ
て DNS クエリに応答します。
• エイリアスリソースレコードセット: 次の設定を指定します。
• 同じルーティングポリシー、名前、およびタイプを持つリソースレコードセット (タイプが A で
ある www.example.com という名前の複数の加重レコードなど) のグループ内のエイリアスリソー
スレコードに対し、EvaluateTargetHealth を true に設定します。
• トラフィックを同じホストゾーン内の非エイリアスリソースレコードセットにルーティングする
ようにエイリアスリソースレコードセットを設定します。
• 非エイリアスリソースレコードセットのヘルスチェック ID を指定します。
ヘルスチェックのステータスが正常である場合、Route 53 はアイリアスリソースレコードセットが
正常であると見なし、DNS クエリに返すレコードのうちのエイリアスレコードが Route 53 に含ま
れます。
ヘルスチェックステータスが異常状態である場合、Route 53 はエイリアスリソースレコードセット
を使用して DNS クエリへの応答を停止します。

Note
また、エイリアスリソースレコードセットは、同じルーティングポリシー、名前、および
タイプを持つ非エイリアスリソースレコードセットのグループにもトラフィックをルー
ティングすることができます。その設定では、非エイリアスリソースレコードセットのグ
ループ内のすべてのリソースレコードセットにヘルスチェックを関連付けます。
位置情報ルーティング
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位置情報リソースレコードセットで、エンドポイントが異常状態である場合、Route 53 は、より大き
い、関連付けられた地理的リージョンのリソースレコードセットを探します。たとえば、米国の 1 つ
の州、米国全体、北米、および CountryCode に* を指定したリソースレコードセット (* はすべての
場所に適用される) があるとします。州のリソースレコードセットのエンドポイントが異常状態である
場合、Route 53 は、エンドポイントが正常であるリソースレコードセットが見つかるまで、次の順序
でリソースレコードセットを確認します。
• 米国
• 北米
• デフォルトのリソースレコードセット
ドメイン名によるヘルスチェックエンドポイントの指定
ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。たとえば、www.example.com のコンテンツを配信す
る各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。FullyQualifiedDomainName の値
には、リソースレコードセットの名前 (www.example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (useast-2-www.example.com など) を指定します。

Important
以下を実行した場合、ヘルスチェック結果は予想不可能になります。
• リソースレコードセットの名前として FullyQualifiedDomainName の値が同じである
ヘルスチェックを作成する。
• そのヘルスチェックをリソースレコードセットに関連付ける。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
HostedZoneId
レコードを作成するホストゾーンの ID。
HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: Replacement
HostedZoneName
レコードを作成するホストゾーンの名前。HostedZoneName の一部には、末尾のドット
(www.example.com. など) を含める必要があります。
スタックの作成時に HostedZoneName を指定する AWS::Route53::RecordSet が使用される
と、AWS CloudFormation は、HostedZoneName と名前が一致するホストゾーンを検索しようと試み
ます。AWS CloudFormation が該当するドメイン名のホストゾーンを見つけられない場合や、指定さ
れたドメイン名のホストゾーンが複数見つかった場合、AWS CloudFormation はスタックを作成しま
せん。
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HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: Replacement
MultiValueAnswer
複数値回答リソースレコードセットのみ: トラフィックを複数のリソース (ウェブサーバーなど)
にほぼランダムにルーティングするには、各リソースに対し複数値回答のレコードを 1 つ作成
し、MultiValueAnswer に true を指定します。次の点に注意してください。
• ヘルスチェックを複数値回答リソースレコードセットと関連付けている場合、Amazon Route 53 は
ヘルスチェックの結果が正常である場合にのみ DNS クエリに対応する IP アドレスを返します。
• ヘルスチェックを複数値回答レコードと関連付けない場合、Route 53 は常にレコードを正常である
と見なします。
• Route 53 は、最大 8 つの正常なレコードを持つ DNS クエリに応答し、8 つ以下の正常なレコード
がある場合、Route 53 はすべての DNS クエリに正常なすべてのレコードを返します。
• 8 つを超える正常なレコードがある場合、Route 53 は、DNS リゾルバーごとに正常なレコードの異
なる組み合わせを返します。
• すべてのレコードが異常である場合、Route 53 は DNS クエリに最大 8 つの異常なレコードを返し
ます。
• リゾルバーが応答をキャッシュした後にリソースが使用できなくなる場合、クライアントソフト
ウェアは通常、応答内の別の IP アドレスを試します。
複数値回答エイリアスレコードを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
ChangeResourceRecordSets リクエストの場合、作成、更新、または削除するレコードの名
前。ListResourceRecordSets レスポンスの場合、指定したホストゾーンのレコードの名前。
ChangeResourceRecordSets のみ
完全修飾ドメイン名 (たとえば、www.example.com) を入力します。必要に応じて、末尾にドットを
使用できます。末尾のドットを省略した場合、Amazon Route 53 では、指定したドメイン名が完全修
飾である想定します。つまり、Route 53 では、(末尾にドットのない) www.example.com と (末尾に
ドットのある) www.example.com. が同一と見なされます。
a-z、0-9、-（ハイフン）以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「DNS ドメイン名の形式」を参照してください。
ドメイン名の左端のラベルは、アスタリスク (*) で置き換えることができます (たとえ
ば、*.example.com)。次の点に注意してください。
• * は、ラベル全体を置き換える必要があります。たとえば、*prod.example.com や
prod*.example.com と指定することはできません。
• * は、marketing.*.example.com のように中央ラベルに配置することはできません。
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• ドメイン名の左端のラベル以外の位置に * を含めると、DNS はそれをワイルドカードではなく * 文
字 (ASCII 42) として扱います。

Important
型が NS であるリソースレコードセットに対して * ワイルドカードを使用することはでき
ません。
ドメイン名の左端のラベルとして、ワイルドカード * を使用できます (たとえ
ば、*.example.com)。* は、marketing.*.example.com のように中央ラベルの 1 つとし
て使用することはできません。また、* は、全体のラベルを置換する必要があります。たとえ
ば、prod*.example.com と指定することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: Replacement
Region
レイテンシーベースのリソースレコードセットのみ: このリソースレコードセットが参照するリソー
スを作成した Amazon EC2 リージョン。リソースは通常、AWS リソース (EC2 インスタンス、ELB
ロードバランサーなど) であり、レコードタイプに応じて IP アドレスまたは DNS ドメイン名で参照
されます。

Note
プライベートホストゾーンでのレイテンシーおよびレイテンシーエイリアスリソースレコー
ドセットの作成は許可されますが、サポートされていません。
レイテンシーリソースレコードセットが作成されているドメインの名前や種類を要求する DNS ク
エリを受け取ると、Amazon Route 53 は、エンドユーザーとそのユーザーに関連付けられている
Amazon EC2 リージョンとの間でレイテンシーが最も小さいレイテンシーリソースレコードセットを
選択します。そのうえで、選択したリソースレコードセットに関連付けられている値を返します。
次の点に注意してください。
• レイテンシーリソースレコードセットごとに 1 つの ResourceRecord のみ指定できます。
• 作成できるレイテンシーリソースレコードセットは、各 Amazon EC2 リージョンにつき 1 つだけで
す。
• すべての Amazon EC2 リージョンに対してレイテンシーリソースレコードセットを作成する必要は
ありません。レイテンシーリソースレコードセットを作成したリージョンの中から、レイテンシー
の最も小さいリージョンが Route 53 によって選択されます。
• レイテンシーリソースレコードセットリソースと Name および Type 要素の値が同じである非レイ
テンシーリソースレコードセットを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: af-south-1 | ap-east-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | apnortheast-3 | ap-south-1 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ca-central-1 |
cn-north-1 | cn-northwest-1 | eu-central-1 | eu-north-1 | eu-south-1 | euwest-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | me-south-1 | sa-east-1 | us-east-1 | useast-2 | us-west-1 | us-west-2
Update requires: No interruption
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ResourceRecords
Type プロパティに指定した値に対応する 1 つ以上の値。たとえば、Type に A を指定した場
合、ResourceRecords に 1 つ以上の IP アドレスを IPv4 形式で指定します。各レコードタイプの値
の形式の詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「サポートされる DNS リソースレコー
ドタイプ」を参照してください。
次の点に注意してください。
• CNAME と SOA を除くすべてのレコードタイプに複数の値を指定できます。
• 値の最大長は 4000 文字です。
• エイリアスレコードを作成する場合は、ResourceRecords を省略します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SetIdentifier
シンプル以外のルーティングポリシーを持つリソースレコードセット: タイプが A である
acme.example.com という名前の複数の加重リソースレコードセットなど、名前とタイプの組み合わ
せが同じである複数のリソースレコードセットを区別する識別子。名前とタイプが同じであるリソー
スレコードセットのグループでは、リソースレコードセットごとに SetIdentifier の値が一意であ
る必要があります。
ルーティングポリシーの詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「ルーティングポリシー
の選択」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
TTL
リソースレコードキャッシュの有効期限 (TTL) (秒)。次の点に注意してください。
• エイリアスリソースレコードセットを作成または更新する場合は、TTL を省略します。Amazon
Route 53 では、エイリアスターゲットに TTL の値を使用します。
• このリソースレコードセットをヘルスチェックに関連付ける場合 (HealthCheckId を追加してい
る場合)、正常性ステータスの変化にクライアントがすばやく対応できるよう、60 秒以下の TTL を
指定するようお勧めします。
• TTL に同じ値が必要である加重リソースレコードセットのグループ内のすべてのリソースレコード
セット。
• 加重レコードセットのグループに、エイリアスターゲットが ELB ロードバランサーである 1 つ以
上の加重エイリアスリソースレコードセットが含まれる場合は、同じ名前と型を持つエイリアス以
外のすべての加重リソースレコードセットに、60 秒の TTL を指定することをお勧めします。60 秒
(ロードバランサーの TTL) 以外の値を指定すると、Weight に指定する値の効果が変わります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Type
DNS レコードタイプ。各種レコードタイプとそのデータのエンコード方法の詳細について
は、Amazon Route 53 開発者ガイドの「サポートされる DNS リソースレコードタイプ」を参照して
ください。
基本リソースレコードセットに有効な値: A | AAAA | CAA | CNAME | DS | MX | NAPTR | NS | PTR | SOA |
SPF | SRV | TXT
加重、レイテンシー、位置情報、およびフェイルオーバーのリソースレコードセットの値は、A |
AAAA | CAA | CNAME | MX | NAPTR | PTR | SPF | SRV | TXT です。加重、レイテンシー、位置情報、お
よびフェイルオーバーのリソースレコードセットのグループを作成する際、グループ内のすべてのリ
ソースレコードセットに同じ値を指定します。
複数値回答リソースレコードセットに有効な値: A | AAAA | MX | NAPTR | PTR | SPF | SRV | TXT

Note
以前は、メールの送信者の身元を確認するために SPF レコードが使用されていました。し
かし、Type の値が SPF であるリソースレコードセットを作成することはもうお勧めできま
せん。RFC 7208「Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email,
Version 1」が更新され、「...[RFC4408] で定義されたその存在と仕組みが相互運用性の問題
を起こしている。したがって、その使用は SPF バージョン 1 ではもはや適切ではない。実装
では使用してはならない」とされています。 RFC 7208 のセクション 14.1「The SPF DNS
Record Type」を参照してください。
エイリアスリソースレコードセットの値:
• Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API: A
• CloudFront ディストリビューション: A
ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのリソースレコードセット
を作成します。1 つは値として A を使用し、もう 1 つは値として AAAA を使用します。
• ローカル化されたサブドメインがある Amazon API Gateway 環境: A
• ELB ロードバランサー: A | AAAA
• Amazon S3 バケット: A
• Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント A
• このホストゾーン内の別のリソースレコードセット: エイリアスを作成するリソースレコードセット
のタイプを指定します。NS と SOA を除くすべての値がサポートされています。

Note
ホストゾーン と同じ名前 (zone apex といいます) のエイリアスレコードを作成する場
合、Type の値が CNAME のレコードにトラフィックをルーティングすることはできませ
ん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコー
ドであってもサポートされていないためです。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: A | AAAA | CAA | CNAME | DS | MX | NAPTR | NS | PTR | SOA | SPF |
SRV | TXT
Update requires: No interruption
Weight
加重リソースレコードセットのみ: DNS の名前とタイプの組み合わせが同じであるリソースレコード
セットのうち、Amazon Route 53 が現在のリソースレコードセットを使用して応答する DNS クエリ
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の比率を決定する値。Route 53 は、同じ DNS 名とタイプの組み合わせがあるリソースレコードセッ
トの重みの合計を計算します。次に、Route 53 は、その合計に対するリソースの重みの比率に基づい
てクエリに応答します。次の点に注意してください。
• すべての加重リソースレコードセットに対して Weight 要素の値を指定する必要があります。
• 加重リソースレコードセットごとに 1 つの ResourceRecord のみを指定できます。
• 加重リソースレコードセットリソースと Name および Type の要素の値が同じであるレイテン
シー、フェイルオーバー、または位置情報のリソースレコードセットを作成することはできませ
ん。
• 要素 Name および Type の要素の値が同じである加重リソースレコードセットを最大 100 個作成す
ることができます。
• 加重 (加重エイリアスではなく) リソースレコードセットについては、リソースレコードセットに対
して Weight を 0 に設定した場合、Route 53 はクエリにそのリソースレコードセットに適切な値を
返しません。DNS の名前とタイプの組み合わせが同じであるすべてのリソースレコードセットに対
して Weight を 0 に設定した場合、トラフィックは等しい確率ですべてのリソースにルーティング
されます。
Weight を 0 に設定する影響は、加重リソースレコードセットにヘルスチェックを割り当てる場
合、異なります。詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「Route 53 のフェイルオー
バー（アクティブ/アクティブとアクティブ/パッシブ）の設定オプション」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: レコードセットのドメイン
名の値 (acme.example.com など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
その他の例については、「Route 53 テンプレートスニペット」を参照してください。

Route 53 A レコードの作成
次の例は、A レコードの設定を指定する方法を示しています。

JSON
{

"Resources" : {
"myDNSRecord" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSet",
"Properties" : {
"HostedZoneId" : "Z8VLZEXAMPLE",
"Name" : "test.example.com",
"ResourceRecords" : [
"192.0.2.99"
],
"TTL" : "300",
"Type" : "A"
}
}
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}

}

YAML
Resources:
myDNSRecord:
Type: AWS::Route53::RecordSet
Properties:
HostedZoneId : Z8VLZEXAMPLE
Name: test.example.com
ResourceRecords:
- 192.0.2.99
TTL: 900
Type: A

Amazon EC2 インスタンスの Route 53 A レコードの作成
次の例は、Amazon EC2 インスタンスの A レコードを作成する方法と、CloudFormation 関数を使用して
必要な情報を取得する方法を示しています。詳細については、「組み込み関数リファレンス」を参照して
ください。

JSON
{

"Resources" : {
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : {
"Fn::FindInMap" : [
"RegionMap",
{
"Ref" : "AWS::Region" },
"AMI"
]
}
}
},
"myDNSRecord" : {
"Type" : "AWS::Route53::RecordSet",
"Properties" : {
"HostedZoneName" : {
"Ref" : "HostedZoneResource"
},
"Comment" : "DNS name for my instance.",
"Name" : {
"Fn::Join" : [
"",
[
{
"Ref" : "Ec2Instance"
},
".",
{
"Ref" : "AWS::Region"
},
".",
{
"Ref" : "HostedZone"
},
"."
]
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}

}

}

}

]
},
"Type" : "A",
"TTL" : "900",
"ResourceRecords" : [
{
"Fn::GetAtt" : [
"Ec2Instance",
"PublicIp"
]
}
]

YAML
Resources:
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId: !FindInMap [RegionMap, !Ref 'AWS::Region', AMI]
myDNSRecord:
Type: AWS::Route53::RecordSet
Properties:
HostedZoneName: !Ref 'HostedZoneResource'
Comment: DNS name for my instance.
Name: !Join ['', [!Ref 'Ec2Instance', ., !Ref 'AWS::Region', ., !Ref
'HostedZone', .]]
Type: A
TTL: 900
ResourceRecords:
- !GetAtt Ec2Instance.PublicIp

以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」

AWS::Route53::RecordSet AliasTarget
エイリアスレコードのみ: CloudFront ディストリビューションやトラフィックのルーティング先となる
Amazon S3 バケットなど AWS リソースに関する情報。
プライベートホストゾーンのレコードを作成するときは、以下の点に注意してください。
• プライベートホストゾーンでの位置情報エイリアスレコードおよびレイテンシーエイリアスレコードの
作成は許可されていますが、サポートされていません。
• プライベートホストゾーンにフェイルオーバーレコードを作成する方法の詳細については、「プライ
ベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DNSName" : String,
"EvaluateTargetHealth" : Boolean,
"HostedZoneId" : String

YAML
DNSName: String
EvaluateTargetHealth: Boolean
HostedZoneId: String

プロパティ
DNSName
エイリアスレコードのみ: 指定する値 は、クエリをルーティングする場所によって異なります。
Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API
API に適切なドメイン名を指定してください。AWS CLI コマンド get-domain-names を使用して
適切な値を取得できます。
• リージョン API の場合は、regionalDomainName の値を指定します。
• エッジ最適化 API の場合は、distributionDomainName の値を指定します。これは
da1b2c3d4e5.cloudfront.net のような関連付け済み CloudFront ディストリビューション
の名前です。

Note
作成しているレコードの名前は、api.example.com など、API のカスタムドメイン名
と一致する必要があります。
Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント
vpce-123456789abcdef01-example-us-east-1a.elasticloadbalancing.useast-1.vpce.amazonaws.com など、インターフェイスエンドポイントの API エンドポイント
を入力します。エッジ最適化 API の場合、これは対応する CloudFront ディストリビューションの
ドメイン名です。AWS CLI コマンド describe-vpc-endpoints を使用して、DnsName の値を取得
できます。
CloudFront 配信
ディストリビューションを作成したときに CloudFront が割り当てたドメイン名を指定してくださ
い。
CloudFront ディストリビューションには、レコードの名前と一致する代替ドメイン名が含まれる
必要があります。たとえば、レコード名が acme.example.com の場合、CloudFront ディストリ
ビューションには代替ドメイン名の 1 つとして acme.example.com が含まれる必要があります。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「代替ドメイン名 (CNAME) を使用する」
を参照してください。
トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングするためにプライベートホス
トゾーンにレコードを作成することはできません。

Note
フェイルオーバーエイリアスレコードの場合、プライマリレコードとセカンダリレコー
ドの両方に CloudFront ディストリビューションを指定することはできません。ディスト
リビューションには、レコードの名前と一致する代替ドメイン名が含まれる必要があり
ます。ただし、プライマリレコードとセカンダリレコードの名前は同じであり、複数の
ディストリビューションに同じ代替ドメイン名を含めることはできません。
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Elastic Beanstalk 環境
Elastic Beanstalk 環境のドメイン名に環境をデプロイしたリージョンが含まれている場合、トラ
フィックを環境にルーティングするエイリアスレコードを作成できます。たとえば、ドメイン名
my-environment.us-west-2.elasticbeanstalk.com はローカル化されたドメイン名で
す｡

Important
2016 年の初め以前に作成された環境の場合、ドメイン名にはリージョンは含まれてい
ません。これらの環境にトラフィックをルーティングするには、エイリアスレコード
の代わりに CNAME レコードを作成する必要があります。ルートドメイン名に対して
CNAME レコードを作成することはできないことに注意してください｡たとえば、ドメ
イン名が example.com の場合、acme.example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk
環境にルーティングするレコードは作成できますが、example.com のトラフィックを
Elastic Beanstalk 環境にルーティングするレコードは作成できません。
ローカル化されたサブドメインを持つ Elastic Beanstalk 環境の場合は、環境に CNAME 属性を指
定します。以下のメソッドを使用して、CNAME 属性の値を取得します。
• AWS Management Console: コンソールを使用して値を取得する方法については、AWS Elastic
Beanstalk デベロッパーガイドの AWS Elastic Beanstalk でカスタムドメインを使用するを参照
してください。
• Elastic Beanstalk API: DescribeEnvironments アクションを使用し、CNAME 属性の値を取得
します。詳細については、AWS Elastic Beanstalk API リファレンスの DescribeEnvironments
を参照してください。
• AWS CLI: describe-environments コマンドを使用して、CNAME 属性の値を取得します。
詳細については、AWS CLI の describe-environments を参照してください。
ELB ロードバランサー
ロードバランサーに関連付けられている DNS 名を指定します。AWS Management
Console、ELB API、または AWS CLI を使用して DNS 名を取得します。
• AWS Management Console: EC2 ページに移動し、ナビゲーションペインで [Load Balancers]
(ロードバランサー)、ロードバランサー、[Description] (説明) タブを選択して、[DNS name]
(DNS 名フィールド) の値を取得します。
トラフィックを Classic Load Balancer にルーティングしている場合は、dualstack で始まる値
を取得します。トラフィックを別のタイプのロードバランサーにルーティングしている場合
は、レコードタイプ A または AAAA に適用される値を取得します。
• Elastic Load Balancing API: DescribeLoadBalancers を使って DNSName の値を取得しま
す。詳細については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: DescribeLoadBalancers
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: DescribeLoadBalancers
• CloudFormation Fn::GetAtt 組み込み関数: Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して、DNSName の値
を取得します。
• Classic Load Balancer。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー。
• AWS CLI: DNSName の値を取得するために describe-load-balancers を使用します。詳細
については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: describe-load-balancers
• アプリケーションおよび ネットワークロードバランサー: describe-load-balancers
Global Accelerator アクセラレーター
アクセラレーターの DNS 名を指定します。
• Global Accelerator API: DNS 名を取得するには、 DescribeAccelerator を使用します。
API バージョン 2010-05-15
5607

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53

• AWS CLI: DNS 名を取得するには、describe-accelerator を使用します。
静的ウェブサイトとして設定された Amazon S3 バケット
バケットを作成した Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントのドメイン名を、たとえば s3website.us-east-2.amazonaws.com のように指定します。有効値の詳細については、アマ
ゾンウェブサービス全般の参照の「Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント」の表を参照してく
ださい。ウェブサイトでの S3 バケットの使用の詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイ
ドの「Amazon Route 53 の開始方法」を参照してください。
別の Route 53 レコード
現在のホストゾーン内のレコードに Name 要素の値を指定します。

Note
ホストゾーン (zone apex と呼ばれる) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場
合、Type の値が CNAME のレコードにドメイン名を指定することはできません。これ
は、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが
同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードで
あってもサポートされていないためです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
EvaluateTargetHealth
エイリアス、フェイルオーバーエイリアス、ジオロケーションエイリアス、レイテンシーエイリア
ス、および加重エイリアスリソースレコードセットにのみ適用されます。EvaluateTargetHealth
が true の場合、エイリアスリソースレコードセットは、ELB ロードバランサーやホストゾーン内の
別のリソースレコードセットなど、参照先の AWS リソースのヘルスを継承します。
次の点に注意してください。
CloudFront ディストリビューション
エイリアスターゲットが CloudFront ディストリビューションの場合、EvaluateTargetHealth
を true に設定することはできません。
ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境
DNSName で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon
EC2 インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれてい
る場合、環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) EvaluateTargetHealth を
true に設定し、Amazon EC2 インスタンスが正常ではないか、ロードバランサー自体が異常で
ある場合、Route 53 は他の利用可能なリソースにクエリをルーティングします (ある場合)。
環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
ELB ロードバランサー
ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• Classic Load Balancers: DNSName で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic Load
Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。EvaluateTargetHealth を true に設定し、EC2 インスタンス
が正常でないか、ロードバランサー自体が異常である場合、Route 53 は他のリソースにクエリ
をルーティングします。
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• アプリケーションと Network Load Balancer: ELB アプリケーションまたは Network Load
Balancer を指定し、EvaluateTargetHealth を true に設定すると、Route 53 は､ロードバ
ランサーに関連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバラン
サーにルーティングします
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含
むすべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要が
あります。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバラン
サーは異常であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。
• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note
ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を
行います。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行しま
す。ELB ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルス
チェックを作成しないでください。
S3 バケット
エイリアスターゲットが S3 バケットである場合、[EvaluateTargetHealth] を [true] に設定
するための特別な要件はありません。
同じホストゾーンの他のレコード
DNSName で指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたはレ
コードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エイリアスターゲットのすべ
てのレコードにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「Amazon
Route 53 開発者ガイド」の「ヘルスチェックを省略するとどうなるか」を参照してください。
詳細な説明と例については、「Amazon Route 53 開発者ガイド」の「Amazon Route 53 ヘルスチェッ
クと DNS フェイルオーバー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HostedZoneId
エイリアスリソースレコードセットのみ: 使用される値は、トラフィックをルーティングする場所に
よって異なります。
Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API
API のホストゾーン ID を指定します。AWS CLI コマンド get-domain-names を使用して適切な
値を取得できます。
• リージョン API の場合は、regionalHostedZoneId の値を指定します。
• エッジ最適化 API の場合は、distributionHostedZoneId の値を指定します。
Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント
インターフェイスエンドポイントのホストゾーン ID を指定します。AWS CLI コマンド describevpc-endpoints を使用して、HostedZoneId の値を取得できます。
CloudFront 配信
Z2FDTNDATAQYW2 を指定します。CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルー
ティングするエイリアスレコードを作成する場合、これは常にホストゾーン ID となります。

Note
CloudFront のエイリアスレコードはプライベートゾーンに作成できません。
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Elastic Beanstalk 環境
環境を作成したリージョンのホストゾーン ID を指定します。環境にはローカル化されたサブド
メインが必要です。リージョンとそれに対応するホストゾーン ID の一覧については、アマゾン
ウェブ サービスの全般のリファレンスの AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータを参
照してください。
ELB ロードバランサー
ロードバランサーのホストゾーン ID の値を指定します。ホストゾーン ID を取得するには、次の
メソッドを使用します。
• アマゾン ウェブ サービス全般のリファレンスの「Elastic Load Balancing エンドポイントと
クォータ」のトピックの「サービスエンドポイント」表: ロードバランサーを作成したリー
ジョンに対応する値を使用します。Application Balancers と Classic Load Balancers、および
Network Load Balancers には別々の列があります。
• AWS Management Console: Amazon EC2 ページに移動し、ナビゲーションペインで [Load
Balancers] (ロードバランサー) を選択し、ロードバランサーを選択して、[Description] (説明)
タブの [Hosted zone] (ホステッドゾーン) フィールド の値を取得します。
• Elastic Load Balancing API: DescribeLoadBalancers を使って適切な値を取得します。詳細
については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: DescribeLoadBalancers を使用して CanonicalHostedZoneNameID
の値を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: DescribeLoadBalancers を使用して
CanonicalHostedZoneID の値を取得します。
• CloudFormation Fn::GetAtt 組み込み関数: Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して該当する値を取得
します。
• Classic Load Balancer: CanonicalHostedZoneNameID を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: CanonicalHostedZoneID を取得し
ます。
• AWS CLI: describe-load-balancers を使用して適切な値を取得します。詳細について
は、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: describe-load-balancers を使用して
CanonicalHostedZoneNameID の値を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: describe-load-balancers を使用して
CanonicalHostedZoneID の値を取得します。
Global Accelerator アクセラレーター
Z2BJ6XQ5FK7U4H を指定します。
静的ウェブサイトとして設定された Amazon S3 バケット
バケットを作成したリージョンのホストゾーン ID を指定します。有効値の詳細については、アマ
ゾンウェブサービス全般の参照の「Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント」の表を参照してく
ださい。
ホストゾーン内の別の Route 53 レコード
ホストゾーンのホストゾーン ID を指定します。(エイリアスレコードは、別のホストゾーンのレ
コードを参照することはできません)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: No interruption
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以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::RecordSet」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「AliasTarget」

AWS::Route53::RecordSet GeoLocation
地理的位置に関する情報を含む複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContinentCode" : String,
"CountryCode" : String,
"SubdivisionCode" : String

YAML
ContinentCode: String
CountryCode: String
SubdivisionCode: String

プロパティ
ContinentCode
位置情報リソースレコードセットの場合、大陸を識別する 2 文字の略語。Route 53 は、以下の大陸
コードをサポートしています。
• AF: アフリカ
• AN: 南極大陸
• AS: アジア
• EU: ヨーロッパ
• OC: オセアニア
• NA: 北米
• SA: 南米
制約事項: CountryCode または SubdivisionCode のどちらかと一緒に ContinentCode を指定す
ると、InvalidInput エラーが返されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 2
Update requires: No interruption
CountryCode
位置情報リソースレコードセットの場合、国の 2 文字のコード。
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Route 53 は、ISO 標準 3166-1 alpha-2 で指定された 2文字の国コードを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2
Update requires: No interruption
SubdivisionCode
位置情報リソースレコードセットの場合、米国の州の 2 文字のコード。Route 53 で
は、SubdivisionCode の他の値はサポートされていません。州の略語のリストについては、United
States Postal Service ウェブサイトの Appendix B:Two-Letter State and Possession Abbreviations を
参照してください。
subdivisioncode を指定する場合は、CountryCode に US も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 3
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::RecordSet」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「GeoLocation」

AWS::Route53::RecordSetGroup
コメント (オプション)、変更を行うホストゾーンの名前および ID、作成するレコードの値を含む複合型。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties" : {
"Comment" : String,
"HostedZoneId" : String,
"HostedZoneName" : String,
"RecordSets" : [ RecordSet (p. 5622), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
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Comment: String
HostedZoneId: String
HostedZoneName: String
RecordSets:
- RecordSet (p. 5622)

プロパティ
Comment
オプション: 変更バッチリクエストについて含めるコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
HostedZoneId
レコードを作成するホストゾーンの ID。
HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: Replacement
HostedZoneName
レコードを作成するホストゾーンの名前。HostedZoneName の一部には、末尾のドット
(www.example.com. など) を含める必要があります。
スタックの作成時に HostedZoneName を指定する AWS::Route53::RecordSet が使用される
と、AWS CloudFormation は、HostedZoneName と名前が一致するホストゾーンを検索しようと試み
ます。AWS CloudFormation が該当するドメイン名のホストゾーンを見つけられない場合や、指定さ
れたドメイン名のホストゾーンが複数見つかった場合、AWS CloudFormation はスタックを作成しま
せん。
HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: Replacement
RecordSets
作成する各レコードに対し 1 つの RecordSet 要素を含む複合タイプ。
必須: いいえ
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タイプ: RecordSet (p. 5622) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
MyRecordSetGroup など、レコードセットグループの名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
その他の例については、「Route 53 テンプレートスニペット」を参照してください。

メールサーバーのレコードの作成
次の例は、メールサーバーの 3 つのレコードを作成する方法を示しています。
• メールサーバーの IP アドレスを指定する A レコード。
• そのサーバーに E メールをルーティングする MX レコード。
• E メールメッセージの送信者を識別するために使用される SPF 文字列を含む TXT レコード。SPF レ
コードは推奨されなくなりました。詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「SPF レコード
タイプ」を参照してください。

JSON
{

"myExampleDotComEmailServer": {
"Type": "AWS::Route53::RecordSetGroup",
"Properties": {
"Comment": "Creating records for mail server",
"HostedZoneId": "Z1PA6795UKMFR9",
"RecordSets": [
{
"Name": "mail.example.com.",
"Type": "A",
"TTL": "900",
"ResourceRecords": [
"192.0.2.44"
]
},
{
"Name": "mail.example.com.",
"Type": "MX",
"TTL": "900",
"ResourceRecords": [
"10 mail.example.com"
]
},
{
"Name": "mail.example.com.",
"Type": "TXT",
"TTL": "900",
"ResourceRecords": [
"\"v=spf1 ip4:203.0.113.0/30 -all\""
]
}
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}

}

}

]

YAML
myExampleDotComEmailServer:
Type: AWS::Route53::RecordSetGroup
Properties:
Comment: Creating records for mail server
HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9
RecordSets:
- Name: mail.example.com.
ResourceRecords:
- 192.0.2.44
TTL: '900'
Type: A
- Name: mail.example.com.
ResourceRecords:
- '10 mail.example.com'
TTL: '900'
Type: MX
- Name: mail.example.com.
ResourceRecords:
- '"v=spf1 ip4:203.0.113.0/30 -all"'
TTL: '900'
Type: TXT

以下の資料も参照してください。
• AWS::Route53::RecordSetGroup の例については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「ChangeResourceRecordSets」

AWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
エイリアスレコードのみ: CloudFront ディストリビューションやトラフィックのルーティング先となる
Amazon S3 バケットなど AWS リソースに関する情報。
プライベートホストゾーンのレコードを作成するときは、以下の点に注意してください。
• プライベートホストゾーンでの位置情報エイリアスレコードおよびレイテンシーエイリアスレコードの
作成は許可されていますが、サポートされていません。
• プライベートホストゾーンにフェイルオーバーレコードを作成する方法の詳細については、「プライ
ベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DNSName" : String,
"EvaluateTargetHealth" : Boolean,
"HostedZoneId" : String
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YAML
DNSName: String
EvaluateTargetHealth: Boolean
HostedZoneId: String

プロパティ
DNSName
エイリアスレコードのみ: 指定する値 は、クエリをルーティングする場所によって異なります。
Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API
API に適切なドメイン名を指定してください。AWS CLI コマンド get-domain-names を使用して
適切な値を取得できます。
• リージョン API の場合は、regionalDomainName の値を指定します。
• エッジ最適化 API の場合は、distributionDomainName の値を指定します。これは
da1b2c3d4e5.cloudfront.net のような関連付け済み CloudFront ディストリビューション
の名前です。

Note
作成しているレコードの名前は、api.example.com など、API のカスタムドメイン名
と一致する必要があります。
Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント
vpce-123456789abcdef01-example-us-east-1a.elasticloadbalancing.useast-1.vpce.amazonaws.com など、インターフェイスエンドポイントの API エンドポイント
を入力します。エッジ最適化 API の場合、これは対応する CloudFront ディストリビューションの
ドメイン名です。AWS CLI コマンド describe-vpc-endpoints を使用して、DnsName の値を取得
できます。
CloudFront 配信
ディストリビューションを作成したときに CloudFront が割り当てたドメイン名を指定してくださ
い。
CloudFront ディストリビューションには、レコードの名前と一致する代替ドメイン名が含まれる
必要があります。たとえば、レコード名が acme.example.com の場合、CloudFront ディストリ
ビューションには代替ドメイン名の 1 つとして acme.example.com が含まれる必要があります。
詳細については、Amazon CloudFront 開発者ガイドの「代替ドメイン名 (CNAME) を使用する」
を参照してください。
トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングするためにプライベートホス
トゾーンにレコードを作成することはできません。

Note
フェイルオーバーエイリアスレコードの場合、プライマリレコードとセカンダリレコー
ドの両方に CloudFront ディストリビューションを指定することはできません。ディスト
リビューションには、レコードの名前と一致する代替ドメイン名が含まれる必要があり
ます。ただし、プライマリレコードとセカンダリレコードの名前は同じであり、複数の
ディストリビューションに同じ代替ドメイン名を含めることはできません。
Elastic Beanstalk 環境
Elastic Beanstalk 環境のドメイン名に環境をデプロイしたリージョンが含まれている場合、トラ
フィックを環境にルーティングするエイリアスレコードを作成できます。たとえば、ドメイン名
my-environment.us-west-2.elasticbeanstalk.com はローカル化されたドメイン名で
す｡
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Important
2016 年の初め以前に作成された環境の場合、ドメイン名にはリージョンは含まれてい
ません。これらの環境にトラフィックをルーティングするには、エイリアスレコード
の代わりに CNAME レコードを作成する必要があります。ルートドメイン名に対して
CNAME レコードを作成することはできないことに注意してください｡たとえば、ドメ
イン名が example.com の場合、acme.example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk
環境にルーティングするレコードは作成できますが、example.com のトラフィックを
Elastic Beanstalk 環境にルーティングするレコードは作成できません。
ローカル化されたサブドメインを持つ Elastic Beanstalk 環境の場合は、環境に CNAME 属性を指
定します。以下のメソッドを使用して、CNAME 属性の値を取得します。
• AWS Management Console: コンソールを使用して値を取得する方法については、AWS Elastic
Beanstalk デベロッパーガイドの AWS Elastic Beanstalk でカスタムドメインを使用するを参照
してください。
• Elastic Beanstalk API: DescribeEnvironments アクションを使用し、CNAME 属性の値を取得
します。詳細については、AWS Elastic Beanstalk API リファレンスの DescribeEnvironments
を参照してください。
• AWS CLI: describe-environments コマンドを使用して、CNAME 属性の値を取得します。
詳細については、AWS CLI の describe-environments を参照してください。
ELB ロードバランサー
ロードバランサーに関連付けられている DNS 名を指定します。AWS Management
Console、ELB API、または AWS CLI を使用して DNS 名を取得します。
• AWS Management Console: EC2 ページに移動し、ナビゲーションペインで [Load Balancers]
(ロードバランサー)、ロードバランサー、[Description] (説明) タブを選択して、[DNS name]
(DNS 名フィールド) の値を取得します。
トラフィックを Classic Load Balancer にルーティングしている場合は、dualstack で始まる値
を取得します。トラフィックを別のタイプのロードバランサーにルーティングしている場合
は、レコードタイプ A または AAAA に適用される値を取得します。
• Elastic Load Balancing API: DescribeLoadBalancers を使って DNSName の値を取得しま
す。詳細については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: DescribeLoadBalancers
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: DescribeLoadBalancers
• CloudFormation Fn::GetAtt 組み込み関数: Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して、DNSName の値
を取得します。
• Classic Load Balancer。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー。
• AWS CLI: DNSName の値を取得するために describe-load-balancers を使用します。詳細
については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: describe-load-balancers
• アプリケーションおよび ネットワークロードバランサー: describe-load-balancers
Global Accelerator アクセラレーター
アクセラレーターの DNS 名を指定します。
• Global Accelerator API: DNS 名を取得するには、 DescribeAccelerator を使用します。
• AWS CLI: DNS 名を取得するには、describe-accelerator を使用します。
静的ウェブサイトとして設定された Amazon S3 バケット
バケットを作成した Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントのドメイン名を、たとえば s3website.us-east-2.amazonaws.com のように指定します。有効値の詳細については、アマ
ゾンウェブサービス全般の参照の「Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント」の表を参照してく
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ださい。ウェブサイトでの S3 バケットの使用の詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイ
ドの「Amazon Route 53 の開始方法」を参照してください。
別の Route 53 レコード
現在のホストゾーン内のレコードに Name 要素の値を指定します。

Note
ホストゾーン (zone apex と呼ばれる) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場
合、Type の値が CNAME のレコードにドメイン名を指定することはできません。これ
は、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが
同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードで
あってもサポートされていないためです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
EvaluateTargetHealth
ルーティングポリシーを持つエイリアスレコードにのみ適用: EvaluateTargetHealth が true の
場合、エイリアスレコードは参照される AWS リソース (ELB ロードバランサーやホストゾーン内の別
のレコードなど) のヘルスを継承します。
次の点に注意してください。
CloudFront ディストリビューション
エイリアスターゲットが CloudFront ディストリビューションの場合、EvaluateTargetHealth
を true に設定することはできません。
ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境
DNSName で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon
EC2 インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれてい
る場合、環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) EvaluateTargetHealth を
true に設定し、Amazon EC2 インスタンスが正常ではないか、ロードバランサー自体が異常で
ある場合、Route 53 は他の利用可能なリソースにクエリをルーティングします (ある場合)。
環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
ELB ロードバランサー
ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• Classic Load Balancers: DNSName で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic Load
Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。EvaluateTargetHealth を true に設定し、EC2 インスタンス
が正常でないか、ロードバランサー自体が異常である場合、Route 53 は他のリソースにクエリ
をルーティングします。
• アプリケーションと Network Load Balancer: ELB アプリケーションまたは Network Load
Balancer を指定し、EvaluateTargetHealth を true に設定すると、Route 53 は､ロードバ
ランサーに関連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバラン
サーにルーティングします
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含
むすべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要が
あります。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバラン
サーは異常であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。
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• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note
ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を
行います。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行しま
す。ELB ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルス
チェックを作成しないでください。
S3 バケット
エイリアスターゲットが S3 バケットである場合、[EvaluateTargetHealth] を [true] に設定
するための特別な要件はありません。
同じホストゾーンの他のレコード
DNSName で指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたはレ
コードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エイリアスターゲットのすべ
てのレコードにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「Amazon
Route 53 開発者ガイド」の「ヘルスチェックを省略するとどうなるか」を参照してください。
詳細な説明と例については、「Amazon Route 53 開発者ガイド」の「Amazon Route 53 ヘルスチェッ
クと DNS フェイルオーバー」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
HostedZoneId
エイリアスリソースレコードセットのみ: 使用される値は、トラフィックをルーティングする場所に
よって異なります。
Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API
API のホストゾーン ID を指定します。AWS CLI コマンド get-domain-names を使用して適切な
値を取得できます。
• リージョン API の場合は、regionalHostedZoneId の値を指定します。
• エッジ最適化 API の場合は、distributionHostedZoneId の値を指定します。
Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント
インターフェイスエンドポイントのホストゾーン ID を指定します。AWS CLI コマンド describevpc-endpoints を使用して、HostedZoneId の値を取得できます。
CloudFront 配信
Z2FDTNDATAQYW2 を指定します。CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルー
ティングするエイリアスレコードを作成する場合、これは常にホストゾーン ID となります。

Note
CloudFront のエイリアスレコードはプライベートゾーンに作成できません。
Elastic Beanstalk 環境
環境を作成したリージョンのホストゾーン ID を指定します。環境にはローカル化されたサブド
メインが必要です。リージョンとそれに対応するホストゾーン ID の一覧については、アマゾン
ウェブ サービスの全般のリファレンスの AWS Elastic Beanstalk エンドポイントとクォータを参
照してください。
ELB ロードバランサー
ロードバランサーのホストゾーン ID の値を指定します。ホストゾーン ID を取得するには、次の
メソッドを使用します。
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• アマゾン ウェブ サービスの全般的なリファレンスの「Elastic Load Balancing エンドポイント
とクォータ」のトピックの「サービスエンドポイント」表: ロードバランサーを作成したリー
ジョンに対応する値を使用します。Application Balancers と Classic Load Balancers、および
Network Load Balancers には別々の列があります。
• AWS Management Console: Amazon EC2 ページに移動し、ナビゲーションペインで [Load
Balancers] (ロードバランサー) を選択し、ロードバランサーを選択して、[Description] (説明)
タブの [Hosted zone] (ホステッドゾーン) フィールド の値を取得します。
• Elastic Load Balancing API: DescribeLoadBalancers を使って適切な値を取得します。詳細
については、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: DescribeLoadBalancers を使用して CanonicalHostedZoneNameID
の値を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: DescribeLoadBalancers を使用して
CanonicalHostedZoneID の値を取得します。
• CloudFormation Fn::GetAtt 組み込み関数: Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して該当する値を取得
します。
• Classic Load Balancer: CanonicalHostedZoneNameID を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: CanonicalHostedZoneID を取得し
ます。
• AWS CLI: describe-load-balancers を使用して適切な値を取得します。詳細について
は、該当するガイドを参照してください。
• Classic Load Balancer: describe-load-balancers を使用して
CanonicalHostedZoneNameID の値を取得します。
• アプリケーションおよびネットワークロードバランサー: describe-load-balancers を使用して
CanonicalHostedZoneID の値を取得します。
Global Accelerator アクセラレーター
Z2BJ6XQ5FK7U4H を指定します。
静的ウェブサイトとして設定された Amazon S3 バケット
バケットを作成したリージョンのホストゾーン ID を指定します。有効値の詳細については、アマ
ゾンウェブサービス全般の参照の「Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント」の表を参照してく
ださい。
ホストゾーン内の別の Route 53 レコード
ホストゾーンのホストゾーン ID を指定します。(エイリアスレコードは、別のホストゾーンのレ
コードを参照することはできません)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::RecordSetGroup」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「AliasTarget」

AWS::Route53::RecordSetGroup GeoLocation
地理的位置に関する情報を含む複合型。
API バージョン 2010-05-15
5620

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContinentCode" : String,
"CountryCode" : String,
"SubdivisionCode" : String

YAML
ContinentCode: String
CountryCode: String
SubdivisionCode: String

プロパティ
ContinentCode
位置情報リソースレコードセットの場合、大陸を識別する 2 文字の略語。Route 53 は、以下の大陸
コードをサポートしています。
• AF: アフリカ
• AN: 南極大陸
• AS: アジア
• EU: ヨーロッパ
• OC: オセアニア
• NA: 北米
• SA: 南米
制約事項: CountryCode または SubdivisionCode のどちらかと一緒に ContinentCode を指定す
ると、InvalidInput エラーが返されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 2
最大: 2
Update requires: No interruption
CountryCode
位置情報リソースレコードセットの場合、国の 2 文字のコード。
Route 53 は、ISO 標準 3166-1 alpha-2 で指定された 2文字の国コードを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2
Update requires: No interruption
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SubdivisionCode
位置情報リソースレコードセットの場合、米国の州の 2 文字のコード。Route 53 で
は、SubdivisionCode の他の値はサポートされていません。州の略語のリストについては、United
States Postal Service ウェブサイトの Appendix B:Two-Letter State and Possession Abbreviations を
参照してください。
subdivisioncode を指定する場合は、CountryCode に US も指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 3
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::RecordSetGroup」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「GeoLocation」

AWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet
作成する 1 つのレコードに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AliasTarget" : AliasTarget (p. 5615),
"Comment" : String,
"Failover" : String,
"GeoLocation" : GeoLocation (p. 5620),
"HealthCheckId" : String,
"HostedZoneId" : String,
"HostedZoneName" : String,
"MultiValueAnswer" : Boolean,
"Name" : String,
"Region" : String,
"ResourceRecords" : [ String, ... ],
"SetIdentifier" : String,
"TTL" : String,
"Type" : String,
"Weight" : Integer

YAML
AliasTarget:
AliasTarget (p. 5615)
Comment: String
Failover: String
GeoLocation:
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HealthCheckId: String
HostedZoneId: String
HostedZoneName: String
MultiValueAnswer: Boolean
Name: String
Region: String
ResourceRecords:
- String
SetIdentifier: String
TTL: String
Type: String
Weight: Integer

プロパティ
AliasTarget
エイリアスリソースレコードセットのみ: CloudFront ディストリビューションやトラフィックのルー
ティング先となる Amazon S3 バケットなど AWS リソースに関する情報。
プライベートホストゾーンのリソースレコードセットを作成する場合は、次の点に注意してくださ
い。
• トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングするためにプライベートホスト
ゾーンにエイリアスリソースレコードセットを作成することはできません。
• プライベートホストゾーンに位置情報エイリアスリソースレコードセットまたはレイテンシーエイ
リアスリソースレコードセットを作成することはサポートされていません。
• プライベートホストゾーンにフェイルオーバーリソースレコードセットを作成する方法の詳細につ
いては、Amazon Route 53 開発者ガイドの「プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設
定」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: AliasTarget (p. 5615)
Update requires: No interruption
Comment
オプション: 変更バッチリクエストについて含めるコメント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
Failover
フェイルオーバーリソースレコードセットのみ: フェイルオーバーを設定するには、Failover 要素
を 2 つのリソースレコードセットに追加します。1 つのリソースレコードセットに Failover の値
として PRIMARY を指定し、もう 1 つのリソースレコードセットに SECONDARY を指定します。さら
に、HealthCheckId 要素を含めて、リソースレコードセットごとに Amazon Route 53 が実行するヘ
ルスチェックを指定します。
特に明記しない限り、次のフェイルオーバー動作は、両方のリソースレコードセットに
HealthCheckId 要素を含めていることを前提としています。
• プライマリリソースレコードセットが正常である場合、Route 53 は、セカンダリリソースレコード
セットの正常性に関係なく、DNS クエリにプライマリリソースレコードセットからの適切な値を返
します。
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• プライマリリソースレコードセットが異常状態であり、セカンダリリソースレコードセットが正常
である場合、Route 53 は、DNS クエリにセカンダリリソースレコードセットからの適切な値を返
します。
• セカンダリリソースレコードセットが異常状態である場合、Route 53 は、プライマリリソースレ
コードセットの正常性に関係なく、DNS クエリにプライマリリソースレコードセットからの適切な
値を返します。
• セカンダリリソースレコードセットの HealthCheckId 要素を省略した場合、およびプライマリリ
ソースレコードセットが異常状態である場合、Route 53 は常に、DNS クエリにセカンダリリソー
スレコードセットからの適切な値を返します。これは、関連付けられたエンドポイントの正常性に
関係なく当てはまります。
フェイルオーバーリソースレコードセットリソースと Name および Type 要素の値が同じである非
フェイルオーバーリソースレコードセットを作成することはできません。
フェイルオーバーエイリアスリソースレコードセットの場合、 EvaluateTargetHealth 要素を含め
て値を true に設定する必要もあります。
Route 53 のフェイルオーバーの設定の詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの次のトピッ
クを参照してください。
• Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
• プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: PRIMARY | SECONDARY
Update requires: No interruption
GeoLocation
位置情報リソースレコードセットのみ: クエリの地理的オリジンに基づいて Amazon Route 53 が
DNS クエリに応答する方法を制御できる複合型。たとえば、アフリカからのクエリを IP アドレスが
192.0.2.111 のウェブサーバーにルーティングする場合、A の Type と AF の ContinentCode を
使用してリソースレコードセットを作成します。

Note
プライベートホストゾーンでの位置情報および位置情報エイリアスリソースレコードセット
の作成は許可されますが、サポートされていません。
重なり合う地域について別々のリソースレコードセットを作成した場合は (たとえば、ある大陸用のリ
ソースレコードセットが 1 つ、同じ大陸のある国用のリソースレコードセットが 1 つ)、最も小さい地
域が優先されます。これにより、大陸のほとんどのクエリを 1 つのリソースにルーティングし、その
大陸の 1 つの国のクエリを異なるリソースにルーティングすることができます
同じ地理的場所を指定する位置情報リソースレコードセットを 2 つ作成することはできません。
CountryCode 要素の * の値は、Name および Type 要素の値と同じ他の位置情報リソースレコード
セットで指定されていないすべての地理的場所と一致します。

Important
位置情報は、IP アドレスを場所にマッピングすることで動作します。しかし、一部の IP ア
ドレスは地理的場所にマッピングされません。そのため 7 つの大陸をすべて網羅した位置情
報リソースレコードセットを作成した場合でも、Route 53 は識別できない場所からの DNS
クエリを受け取ります。CountryCode の値が * であるリソースレコードセットを作成する
ことをお勧めします。2 つのクエリのグループは、このレコードで指定するリソースにルー
ティングされます。位置情報リソースレコードセットを作成していない場所からのクエリ
API バージョン 2010-05-15
5624

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53

と、場所にマッピングされていない IP アドレスからのクエリです。* リソースレコードセッ
トを作成しない場合、Route 53 はそのような場所からのクエリに対して "応答なし" という応
答を返します。
位置情報リソースレコードセットリソースと Name および Type の要素の値が同じである非位置情報
リソースレコードセットを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: GeoLocation (p. 5620)
Update requires: No interruption
HealthCheckId
ヘルスチェックのステータスが正常である場合にのみ、Amazon Route 53 が DNS クエリに応答して
このリソースレコードセットを返すようにする場合は、HealthCheckId 要素を含めて、適切なヘル
スチェックの ID を指定します。
Route 53 により、次のいずれかに基づいてリソースレコードセットが正常であるかどうかが決定され
ます。
• ヘルスチェックで指定されたエンドポイントにリクエストを定期的に送信する
• 指定したヘルスチェックのグループ (計算されたヘルスチェック) のステータスを集計する
• CloudWatch アラーム (CloudWatch メトリクスのヘルスチェック) の現在の状態を決定する

Important
Route 53 は、リソースレコードセット内の指定されたエンドポイント、たとえば、Value 要
素の IP アドレスで指定されたエンドポイントの正常性はチェックしません。リソースレコー
ドセットに HealthCheckId 要素を追加すると、Route 53 は、ヘルスチェックで指定された
エンドポイントの正常性をチェックします。
詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの次のトピックを参照してください。
• Amazon Route 53 がエンドポイントの正常性を判断する方法
• Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
• プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定
HealthCheckId を指定する場合
HealthCheckId の値の指定に意味があるのは、Route 53 が複数のリソースレコードセットの中から
選択して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行
うように Route 53 を設定する必要がある場合だけです。ヘルスチェックの設定は、以下の設定でのみ
意味をなします。
• 非エイリアスリソースレコードセット: 同じルーティングポリシー、名前、およびタイプを持つ非エ
イリアスリソースレコードセット (タイプが A である www.example.com という名前の複数の加重
レコードなど) のグループの正常性をチェックしており、すべてのリソースレコードセットのヘルス
チェック ID を指定します。
リソースレコードセットのヘルスチェックのステータスが正常である場合、DNS クエリに返すレ
コードのうちのレコードが Route 53 に含まれます。
リソースレコードセットのヘルスチェックステータスが異常状態である場合、Route 53 はそのリ
ソースレコードセットの値を使用して DNS クエリへの応答を停止します。
グループ内のすべてのリソースレコードセットのヘルスチェックステータスが異常状態である場
合、Route 53 はグループ内のすべてのリソースレコードセットが正常であると見なし、それに応じ
て DNS クエリに応答します。
• エイリアスリソースレコードセット: 次の設定を指定します。
API バージョン 2010-05-15
5625

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53

• 同じルーティングポリシー、名前、およびタイプを持つリソースレコードセット (タイプが A で
ある www.example.com という名前の複数の加重レコードなど) のグループ内のエイリアスリソー
スレコードに対し、EvaluateTargetHealth を true に設定します。
• トラフィックを同じホストゾーン内の非エイリアスリソースレコードセットにルーティングする
ようにエイリアスリソースレコードセットを設定します。
• 非エイリアスリソースレコードセットのヘルスチェック ID を指定します。
ヘルスチェックのステータスが正常である場合、Route 53 はアイリアスリソースレコードセットが
正常であると見なし、DNS クエリに返すレコードのうちのエイリアスレコードが Route 53 に含ま
れます。
ヘルスチェックステータスが異常状態である場合、Route 53 はエイリアスリソースレコードセット
を使用して DNS クエリへの応答を停止します。

Note
また、エイリアスリソースレコードセットは、同じルーティングポリシー、名前、および
タイプを持つ非エイリアスリソースレコードセットのグループにもトラフィックをルー
ティングすることができます。その設定では、非エイリアスリソースレコードセットのグ
ループ内のすべてのリソースレコードセットにヘルスチェックを関連付けます。
位置情報ルーティング
位置情報リソースレコードセットで、エンドポイントが異常状態である場合、Route 53 は、より大き
い、関連付けられた地理的リージョンのリソースレコードセットを探します。たとえば、米国の 1 つ
の州、米国全体、北米、および CountryCode に* を指定したリソースレコードセット (* はすべての
場所に適用される) があるとします。州のリソースレコードセットのエンドポイントが異常状態である
場合、Route 53 は、エンドポイントが正常であるリソースレコードセットが見つかるまで、次の順序
でリソースレコードセットを確認します。
• 米国
• 北米
• デフォルトのリソースレコードセット
ドメイン名によるヘルスチェックエンドポイントの指定
ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。たとえば、www.example.com のコンテンツを配信す
る各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。FullyQualifiedDomainName の値
には、リソースレコードセットの名前 (www.example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (useast-2-www.example.com など) を指定します。

Important
以下を実行した場合、ヘルスチェック結果は予想不可能になります。
• リソースレコードセットの名前として FullyQualifiedDomainName の値が同じである
ヘルスチェックを作成する。
• そのヘルスチェックをリソースレコードセットに関連付ける。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
HostedZoneId
レコードを作成するホストゾーンの ID。
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HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
Update requires: No interruption
HostedZoneName
レコードを作成するホストゾーンの名前。HostedZoneName の一部には、末尾のドット
(www.example.com. など) を含める必要があります。
スタックの作成時に HostedZoneName を指定する AWS::Route53::RecordSet が使用される
と、AWS CloudFormation は、HostedZoneName と名前が一致するホストゾーンを検索しようと試み
ます。AWS CloudFormation が該当するドメイン名のホストゾーンを見つけられない場合や、指定さ
れたドメイン名のホストゾーンが複数見つかった場合、AWS CloudFormation はスタックを作成しま
せん。
HostedZoneName または HostedZoneId を指定します。両方を指定することはできません。同じド
メイン名のホストゾーンが複数ある場合は、HostedZoneId を使用してホストゾーンを指定する必要
があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
MultiValueAnswer
複数値回答リソースレコードセットのみ: トラフィックを複数のリソース (ウェブサーバーなど)
にほぼランダムにルーティングするには、各リソースに対し複数値回答のレコードを 1 つ作成
し、MultiValueAnswer に true を指定します。次の点に注意してください。
• ヘルスチェックを複数値回答リソースレコードセットと関連付けている場合、Amazon Route 53 は
ヘルスチェックの結果が正常である場合にのみ DNS クエリに対応する IP アドレスを返します。
• ヘルスチェックを複数値回答レコードと関連付けない場合、Route 53 は常にレコードを正常である
と見なします。
• Route 53 は、最大 8 つの正常なレコードを持つ DNS クエリに応答し、8 つ以下の正常なレコード
がある場合、Route 53 はすべての DNS クエリに正常なすべてのレコードを返します。
• 8 つを超える正常なレコードがある場合、Route 53 は、DNS リゾルバーごとに正常なレコードの異
なる組み合わせを返します。
• すべてのレコードが異常である場合、Route 53 は DNS クエリに最大 8 つの異常なレコードを返し
ます。
• リゾルバーが応答をキャッシュした後にリソースが使用できなくなる場合、クライアントソフト
ウェアは通常、応答内の別の IP アドレスを試します。
複数値回答エイリアスレコードを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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Name
ChangeResourceRecordSets リクエストの場合、作成、更新、または削除するレコードの名
前。ListResourceRecordSets レスポンスの場合、指定したホストゾーンのレコードの名前。
ChangeResourceRecordSets のみ
完全修飾ドメイン名 (たとえば、www.example.com) を入力します。必要に応じて、末尾にドットを
使用できます。末尾のドットを省略した場合、Amazon Route 53 では、指定したドメイン名が完全修
飾である想定します。つまり、Route 53 では、(末尾にドットのない) www.example.com と (末尾に
ドットのある) www.example.com. が同一と見なされます。
a-z、0-9、-（ハイフン）以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「DNS ドメイン名の形式」を参照してください。
ドメイン名の左端のラベルは、アスタリスク (*) で置き換えることができます (たとえ
ば、*.example.com)。次の点に注意してください。
• * は、ラベル全体を置き換える必要があります。たとえば、*prod.example.com や
prod*.example.com と指定することはできません。
• * は、marketing.*.example.com のように中央ラベルに配置することはできません。
• ドメイン名の左端のラベル以外の位置に * を含めると、DNS はそれをワイルドカードではなく * 文
字 (ASCII 42) として扱います。

Important
型が NS であるリソースレコードセットに対して * ワイルドカードを使用することはでき
ません。
ドメイン名の左端のラベルとして、ワイルドカード * を使用できます (たとえ
ば、*.example.com)。* は、marketing.*.example.com のように中央ラベルの 1 つとし
て使用することはできません。また、* は、全体のラベルを置換する必要があります。たとえ
ば、prod*.example.com と指定することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Region
レイテンシーベースのリソースレコードセットのみ: このリソースレコードセットが参照するリソー
スを作成した Amazon EC2 リージョン。リソースは通常、AWS リソース (EC2 インスタンス、ELB
ロードバランサーなど) であり、レコードタイプに応じて IP アドレスまたは DNS ドメイン名で参照
されます。

Note
プライベートホストゾーンでのレイテンシーおよびレイテンシーエイリアスリソースレコー
ドセットの作成は許可されますが、サポートされていません。
レイテンシーリソースレコードセットが作成されているドメインの名前や種類を要求する DNS ク
エリを受け取ると、Amazon Route 53 は、エンドユーザーとそのユーザーに関連付けられている
Amazon EC2 リージョンとの間でレイテンシーが最も小さいレイテンシーリソースレコードセットを
選択します。そのうえで、選択したリソースレコードセットに関連付けられている値を返します。
次の点に注意してください。
• レイテンシーリソースレコードセットごとに 1 つの ResourceRecord のみ指定できます。
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• 作成できるレイテンシーリソースレコードセットは、各 Amazon EC2 リージョンにつき 1 つだけで
す。
• すべての Amazon EC2 リージョンに対してレイテンシーリソースレコードセットを作成する必要は
ありません。レイテンシーリソースレコードセットを作成したリージョンの中から、レイテンシー
の最も小さいリージョンが Route 53 によって選択されます。
• レイテンシーリソースレコードセットリソースと Name および Type 要素の値が同じである非レイ
テンシーリソースレコードセットを作成することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: af-south-1 | ap-east-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | apnortheast-3 | ap-south-1 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ca-central-1 |
cn-north-1 | cn-northwest-1 | eu-central-1 | eu-north-1 | eu-south-1 | euwest-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | me-south-1 | sa-east-1 | us-east-1 | useast-2 | us-west-1 | us-west-2
Update requires: No interruption
ResourceRecords
作成するレコードに関する情報。各レコードは、Type プロパティで指定したレコードタイプの適切
な形式になっている必要があります。各種レコードタイプとそのレコード形式については、Amazon
Route 53 開発者ガイドの「Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指定する値」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SetIdentifier
シンプル以外のルーティングポリシーを持つリソースレコードセット: タイプが A である
acme.example.com という名前の複数の加重リソースレコードセットなど、名前とタイプの組み合わ
せが同じである複数のリソースレコードセットを区別する識別子。名前とタイプが同じであるリソー
スレコードセットのグループでは、リソースレコードセットごとに SetIdentifier の値が一意であ
る必要があります。
ルーティングポリシーの詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「ルーティングポリシー
の選択」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
TTL
リソースレコードキャッシュの有効期限 (TTL) (秒)。次の点に注意してください。
• エイリアスリソースレコードセットを作成または更新する場合は、TTL を省略します。Amazon
Route 53 では、エイリアスターゲットに TTL の値を使用します。
• このリソースレコードセットをヘルスチェックに関連付ける場合 (HealthCheckId を追加してい
る場合)、正常性ステータスの変化にクライアントがすばやく対応できるよう、60 秒以下の TTL を
指定するようお勧めします。
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• TTL に同じ値が必要である加重リソースレコードセットのグループ内のすべてのリソースレコード
セット。
• 加重レコードセットのグループに、エイリアスターゲットが ELB ロードバランサーである 1 つ以
上の加重エイリアスリソースレコードセットが含まれる場合は、同じ名前と型を持つエイリアス以
外のすべての加重リソースレコードセットに、60 秒の TTL を指定することをお勧めします。60 秒
(ロードバランサーの TTL) 以外の値を指定すると、Weight に指定する値の効果が変わります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Type
DNS レコードタイプ。各種レコードタイプとそのデータのエンコード方法の詳細について
は、Amazon Route 53 開発者ガイドの「サポートされる DNS リソースレコードタイプ」を参照して
ください。
基本リソースレコードセットに有効な値: A | AAAA | CAA | CNAME | DS | MX | NAPTR | NS | PTR | SOA |
SPF | SRV | TXT
加重、レイテンシー、位置情報、およびフェイルオーバーのリソースレコードセットの値は、A |
AAAA | CAA | CNAME | MX | NAPTR | PTR | SPF | SRV | TXT です。加重、レイテンシー、位置情報、お
よびフェイルオーバーのリソースレコードセットのグループを作成する際、グループ内のすべてのリ
ソースレコードセットに同じ値を指定します。
複数値回答リソースレコードセットに有効な値: A | AAAA | MX | NAPTR | PTR | SPF | SRV | TXT

Note
以前は、メールの送信者の身元を確認するために SPF レコードが使用されていました。し
かし、Type の値が SPF であるリソースレコードセットを作成することはもうお勧めできま
せん。RFC 7208「Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email,
Version 1」が更新され、「...[RFC4408] で定義されたその存在と仕組みが相互運用性の問題
を起こしている。したがって、その使用は SPF バージョン 1 ではもはや適切ではない。実装
では使用してはならない」とされています。 RFC 7208 のセクション 14.1「The SPF DNS
Record Type」を参照してください。
エイリアスリソースレコードセットの値:
• Amazon API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API: A
• CloudFront ディストリビューション: A
ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのリソースレコードセット
を作成します。1 つは値として A を使用し、もう 1 つは値として AAAA を使用します。
• ローカル化されたサブドメインがある Amazon API Gateway 環境: A
• ELB ロードバランサー: A | AAAA
• Amazon S3 バケット: A
• Amazon Virtual Private Cloud インターフェイス VPC エンドポイント A
• このホストゾーン内の別のリソースレコードセット: エイリアスを作成するリソースレコードセット
のタイプを指定します。NS と SOA を除くすべての値がサポートされています。

Note
ホストゾーン と同じ名前 (zone apex といいます) のエイリアスレコードを作成する場
合、Type の値が CNAME のレコードにトラフィックをルーティングすることはできませ
ん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコー
ドであってもサポートされていないためです。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: A | AAAA | CAA | CNAME | DS | MX | NAPTR | NS | PTR | SOA | SPF |
SRV | TXT
Update requires: No interruption
Weight
加重リソースレコードセットのみ: DNS の名前とタイプの組み合わせが同じであるリソースレコード
セットのうち、Amazon Route 53 が現在のリソースレコードセットを使用して応答する DNS クエリ
の比率を決定する値。Route 53 は、同じ DNS 名とタイプの組み合わせがあるリソースレコードセッ
トの重みの合計を計算します。次に、Route 53 は、その合計に対するリソースの重みの比率に基づい
てクエリに応答します。次の点に注意してください。
• すべての加重リソースレコードセットに対して Weight 要素の値を指定する必要があります。
• 加重リソースレコードセットごとに 1 つの ResourceRecord のみを指定できます。
• 加重リソースレコードセットリソースと Name および Type の要素の値が同じであるレイテン
シー、フェイルオーバー、または位置情報のリソースレコードセットを作成することはできませ
ん。
• 要素 Name および Type の要素の値が同じである加重リソースレコードセットを最大 100 個作成す
ることができます。
• 加重 (加重エイリアスではなく) リソースレコードセットについては、リソースレコードセットに対
して Weight を 0 に設定した場合、Route 53 はクエリにそのリソースレコードセットに適切な値を
返しません。DNS の名前とタイプの組み合わせが同じであるすべてのリソースレコードセットに対
して Weight を 0 に設定した場合、トラフィックは等しい確率ですべてのリソースにルーティング
されます。
Weight を 0 に設定する影響は、加重リソースレコードセットにヘルスチェックを割り当てる場
合、異なります。詳細については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「Route 53 のフェイルオー
バー（アクティブ/アクティブとアクティブ/パッシブ）の設定オプション」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53::RecordSetGroup」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「ResourceRecordSet」

Amazon Route 53 リカバリ制御 リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::Route53RecoveryControl::Cluster (p. 5632)
• AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel (p. 5633)
• AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl (p. 5635)
• AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule (p. 5636)
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AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
アカウント内のすべてのクラスターの配列を返します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryControl::Cluster",
"Properties" : {
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
Properties:
Name: String

プロパティ
Name
クラスターの名前。名前には空白以外の文字を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ClusterArn オブジェク
ト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ClusterArn
クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。
ClusterEndpoints
クラスターのエンドポイント。
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Status
リソースのデプロイステータス。ステータスは、PENDING、DEPLOYED、PENDING_DELETION の
いずれかになります。

AWS::Route53RecoveryControl::Cluster ClusterEndpoint
クラスターエンドポイント。クラスターでルーティングコントロールの状態を設定または取得する場合
は、エンドポイントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Endpoint" : String,
"Region" : String

YAML
Endpoint: String
Region: String

プロパティ
Endpoint
クラスターエンドポイント。クラスターでルーティングコントロールの状態を設定または取得する場
合は、エンドポイントおよび AWS リージョン を指定します。
ルーティングコントロールの状態を取得または更新するには、Amazon Route 53 Application
Recovery Controller Cluster (データプレーン) Actions を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Region
クラスターエンドポイント用の AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
新しいコントロールパネルを作成します。コントロールパネルは、1 つのトランザクションでまとめて変
更できるルーティングコントロールのグループを表します。コントロールパネルを使用して、組織全体の
アプリケーションの運用ステータスを一元的に表示し、アベイラビリティーゾーンまたは AWS リージョ
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ン へのフェイルオーバーなど、単一のトランザクションでマルチアプリケーションのフェイルオーバーを
トリガーできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel",
"Properties" : {
"ClusterArn" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
Properties:
ClusterArn: String
Name: String

プロパティ
ClusterArn
コントロールパネルのクラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
コントロールパネルの名前。名前には空白以外の文字を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ControlPanelArn オブ
ジェクト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ControlPanelArn
コントロールパネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
DefaultControlPanel
クラスターのデフォルトのコントロールパネルのために true に設定されるブールフラグ。
RoutingControlCount
コントロールパネル内のルーティングコントロールの数。
Status
コントロールパネルのデプロイステータス。ステータス
は、PENDING、DEPLOYED、PENDING_DELETION のいずれかになります。

AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
ルーティングコントロールを定義します。ルーティングコントロールの状態を取得または更新するに
は、Amazon Route 53 Application Recovery Controller の Recovery Cluster (データプレーン) API アクショ
ンを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl",
"Properties" : {
"ClusterArn" : String,
"ControlPanelArn" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
Properties:
ClusterArn: String
ControlPanelArn: String
Name: String

プロパティ
ClusterArn
ルーティングコントロールを含むクラスターの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ControlPanelArn
ルーティングコントロールを含むコントロールパネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
ルーティングコントロールの名前。名前には空白以外の文字を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: RoutingControlArn オ
ブジェクト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RoutingControlArn
ルーティングコントロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Status
ルーティングコントロールのデプロイステータス。ステータス
は、PENDING、DEPLOYED、PENDING_DELETION のいずれかになります。

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
コントロールパネルのルーティングコントロールのために定義した安全ルール (アサーションルールと
ゲートルール) を一覧表示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule",
"Properties" : {
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}

}

"AssertionRule" : AssertionRule (p. 5638),
"ControlPanelArn" : String,
"GatingRule" : GatingRule (p. 5639),
"Name" : String,
"RuleConfig" : RuleConfig (p. 5640)

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
Properties:
AssertionRule:
AssertionRule (p. 5638)
ControlPanelArn: String
GatingRule:
GatingRule (p. 5639)
Name: String
RuleConfig:
RuleConfig (p. 5640)

プロパティ
AssertionRule
アサーションルールは、ルーティングコントロールの状態が変更された場合に、ルール設定によって
設定された基準が満たされることを強制します。そうしないと、ルーティングコントロールへの変更
は受け入れられません。例えば、トラフィックがアプリケーションの少なくとも 1 つのセルにフロー
し続けるように、少なくとも 1 つのルーティングコントロールの状態がトランザクション後に On で
あるというような基準が考えられます。これにより、フェイルオープンのシナリオを回避できます。
必須: いいえ
タイプ: AssertionRule (p. 5638)
Update requires: No interruption
ControlPanelArn
コントロールパネルの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
GatingRule
ゲートルールは、指定したルール設定に基づいて、ゲートルーティングコントロールまたは一連の
ゲートルーティングコントロールが真と評価されることを検証します。これにより、一連のルーティ
ングコントロール状態の変更が完了します。
例えば、1 つのゲートルーティングコントロールを指定し、ルール設定で Type を OR に設定した場
合、ルールが真と評価されるには、ゲートコントロールを On に設定する必要があります。つまり、
ゲートコントロールの「スイッチ」を「オン」に設定する必要があります。これを実行すると、ゲー
トルールで指定したターゲットルーティングコントロールのルーティングコントロール状態を更新で
きます。
必須: いいえ
タイプ: GatingRule (p. 5639)
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Update requires: No interruption
Name
アサーションルールの名前。名前には空白以外の文字を使用できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleConfig
トランザクションの結果として ON する必要があるコントロール状態の数を指定する特定のアサー
ションコントロール (ルーティングコントロール) のために設定する基準。例えば、3 つのアサーショ
ンコントロールがある場合、ルール設定用に を指定できます。つまり、少なくとも 2 つのアサーショ
ンコントロールが ON である必要があり、少なくとも 2 つの AWS リージョン にトラフィックが流れ
るようにする必要があります。
必須: はい
タイプ: RuleConfig (p. 5640)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: SafetyRuleArn オブ
ジェクト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
SafetyRuleArn
安全ルールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Status
Property description not available.

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule AssertionRule
アサーションルールは、ルーティングコントロールの状態が変更された場合に、ルール設定によって設定
された基準が満たされることを強制します。そうしないと、ルーティングコントロールへの変更は受け入
れられません。例えば、トラフィックがアプリケーションの少なくとも 1 つのセルにフローし続けるよう
に、少なくとも 1 つのルーティングコントロールの状態がトランザクション後に On であるというような
基準が考えられます。これにより、フェイルオープンのシナリオを回避できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"AssertedControls" : [ String, ... ],
"WaitPeriodMs" : Integer

YAML
AssertedControls:
- String
WaitPeriodMs: Integer

プロパティ
AssertedControls
ルーティングコントロールの状態を変更するリクエストが許可されているかどうかを判断するために
評価されるトランザクションの一部であるルーティングコントロール。例えば、3 つの各 AWS リー
ジョン用に 1 つずつ、合計 3 つのルーティングコントロールを含めることができます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
WaitPeriodMs
ターゲットルーティングコントロールに対するリクエストが失敗する評価期間 (ミリ秒)。これは、状
態の「フラッピング」を防ぐのに役立ちます。待機時間はデフォルトで 5000 ミリ秒ですが、カスタ
ム値を選択できます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule GatingRule
ゲートルールは、指定したルール設定に基づいて、ゲートルーティングコントロールまたは一連のゲート
ルーティングコントロールが真と評価されることを検証します。これにより、一連のルーティングコント
ロール状態の変更が完了します。
例えば、1 つのゲートルーティングコントロールを指定し、ルール設定で Type を OR に設定した場合、
ルールが真と評価されるには、ゲートコントロールを On に設定する必要があります。つまり、ゲートコ
ントロールの「スイッチ」を「オン」に設定する必要があります。これを実行すると、ゲートルールで指
定したターゲットルーティングコントロールのルーティングコントロール状態を更新できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"GatingControls" : [ String, ... ],
"TargetControls" : [ String, ... ],
"WaitPeriodMs" : Integer

YAML
GatingControls:
- String
TargetControls:
- String
WaitPeriodMs: Integer

プロパティ
GatingControls
ゲートルーティングコントロール Amazon リソースネーム (ARN) の配列。単純な「オン/オフ」ス
イッチの場合は、1 つのルーティングコントロールの ARN を指定します。ゲートルーティングコント
ロールは、指定したルール設定によって評価され、ターゲットのルーティングコントロール状態を変
更できるかどうかが決定されます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
TargetControls
ターゲットルーティングコントロール Amazon リソースネーム (ARN) の配列。指定したルール設定が
ゲートルーティングコントロールで true と評価された場合にのみ状態を更新できます。簡単な例とし
て、1 つのゲートコントロールがある場合、そのコントロールは、一連のターゲットルーティングコ
ントロールの全体的な「オン/オフ」スイッチとして機能します。例えば、これを使用して、自動フェ
イルオーバーを手動で上書きできます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
WaitPeriodMs
ターゲットルーティングコントロールに対するリクエストが失敗する評価期間 (ミリ秒)。これは、状
態の「フラッピング」を防ぐのに役立ちます。待機時間はデフォルトで 5000 ミリ秒ですが、カスタ
ム値を選択できます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule RuleConfig
アサーションルールのルール設定。つまり、トランザクション完了後に ON である必要があるコントロー
ル状態の数を指定する特定のアサーションコントロール (ルーティングコントロール) に対して設定する基
準です。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Inverted" : Boolean,
"Threshold" : Integer,
"Type" : String

YAML
Inverted: Boolean
Threshold: Integer
Type: String

プロパティ
Inverted
ルールの論理否定。ルールが通常 true と評価される場合は false と評価され、その逆も真です。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
Threshold
ATLEAST ルールタイプを指定する場合の N の値。つまり、Threshold は ATLEAST タイプを指定す
るときに設定する必要のあるコントロールの数です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
Type
ルールは、ATLEAST、AND、OR のいずれかにすることができます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

Amazon Route 53 リカバリの準備状況 リソースタイ
プのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell (p. 5642)
• AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck (p. 5643)
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• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup (p. 5644)
• AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet (p. 5646)

AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
アカウントでセルを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell",
"Properties" : {
"CellName" : String,
"Cells" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
Properties:
CellName: String
Cells:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
CellName
作成するセルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Cells
ネストされたセルで使用する、このセルに含まれるセル Amazon リソースネーム (ARN) のリスト。例
えば、特定の AWS リージョン 内のアベイラビリティーゾーンなどです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Tags
リソースに関連付けられているタグのコレクション。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: CellName。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CellArn
セルの Amazon リソースネーム (ARN)。
ParentReadinessScopes
セル Amazon リソースネーム (ARN) またはリカバリグループ ARN とすることができる、セルの準備
状況の範囲。これはリストですが、現在は 1 つの要素しか持つことができません。

AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
アカウントで準備状況チェックを作成します。準備状況チェックは、アプリケーションがフェイルオー
バートラフィックを処理するように適切にスケールされ、障害を回避するようにルーティングされるよう
設定されている状況を確実なものとするのに役立ちます。Route 53 Application Recovery Controller は、準
備状況チェックを使用して、リソースセット内のリソースの準備状況を判断します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck",
"Properties" : {
"ReadinessCheckName" : String,
"ResourceSetName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
Properties:
ReadinessCheckName: String
ResourceSetName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
ReadinessCheckName
作成する準備状況チェックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceSetName
チェックするリソースセットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
リソースに関連付けられているタグのコレクション。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ReadinessCheckName。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ReadinessCheckArn
準備状況チェックの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
アカウントでリカバリグループを作成します。リカバリグループはアプリケーションに対応し、アプリ
ケーションを構成するセルのリストを含みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup",
"Properties" : {
"Cells" : [ String, ... ],
"RecoveryGroupName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
Properties:
Cells:
- String
RecoveryGroupName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Cells
リカバリグループ内のセル Amazon リソースネーム (ARN) のリスト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
RecoveryGroupName
作成するリカバリグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースに関連付けられているタグのコレクション。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: RecoveryGroupName。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
RecoveryGroupArn
リカバリグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
リソースセットを作成します。リソースセットは、準備状況チェックに関連付けることができるリソース
のグループです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet",
"Properties" : {
"Resources" : [ Resource (p. 5650), ... ],
"ResourceSetName" : String,
"ResourceSetType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
Properties:
Resources:
- Resource (p. 5650)
ResourceSetName: String
ResourceSetType: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Resources
リソースセット内のリソースオブジェクトのリスト。
必須: はい
タイプ: Resource (p. 5650) のリスト
Update requires: No interruption
ResourceSetName
作成するリソースセットの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ResourceSetType
リソースセット内のリソースのリソースタイプ。リソースタイプのために次のいずれかの値を入力し
ます。

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::EC2::CustomerGateway、AWS::DynamoD
AWS::Route53RecoveryReadiness::DNSTargetResource はこの設定にのみ使用されることに注意し
てください。実際の AWS CloudFormation リソースタイプではありません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースセットのパラメータに関連付けるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ResourceSetName オブ
ジェクト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ResourceSetArn
リソースセットの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet DNSTargetResource
DNS/ルーティングコントロール準備状況チェック用のコンポーネント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"DomainName" : String,
"HostedZoneArn" : String,
"RecordSetId" : String,
"RecordType" : String,
"TargetResource" : TargetResource (p. 5651)

YAML
DomainName: String
HostedZoneArn: String
RecordSetId: String
RecordType: String
TargetResource:
TargetResource (p. 5651)

プロパティ
DomainName
イングレスとして機能するドメイン名は、カスタマーアプリケーションの一部をポイントします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HostedZoneArn
指定されたターゲットリソースの名前を持つ DNS レコードを含むホストゾーン Amazon リソース
ネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RecordSetId
名前とタイプを指定して DNS レコードを一意に識別する Route 53 レコードセット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RecordType
ターゲットリソースの DNS レコードのタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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TargetResource
Route 53 レコードがポイントするターゲットリソース。
必須: いいえ
タイプ: TargetResource (p. 5651)
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet NLBResource
DNS ターゲットリソースがポイントするネットワークロードバランサーリソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
ネットワークロードバランサーリソース Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet R53ResourceRecord
DNS ターゲットリソースレコードがポイントする Route 53 リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DomainName" : String,
"RecordSetId" : String

YAML
DomainName: String
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RecordSetId: String

プロパティ
DomainName
DNS ターゲットドメイン名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RecordSetId
リソースレコードセット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet Resource
リソースセットのリソース要素。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComponentId" : String,
"DnsTargetResource" : DNSTargetResource (p. 5647),
"ReadinessScopes" : [ String, ... ],
"ResourceArn" : String

YAML
ComponentId: String
DnsTargetResource:
DNSTargetResource (p. 5647)
ReadinessScopes:
- String
ResourceArn: String

プロパティ
ComponentId
DNS ターゲットリソースが使用されるときに生成されるリソースのコンポーネント識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
DnsTargetResource
DNS/ルーティングコントロール準備状況チェック用のコンポーネント。ResourceSet
ResourceSetType が AWS::Route53RecoveryReadiness::DNSTargetResource に設定されて
いる場合、これは必須の設定です。他の ResourceSetType 設定には設定しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: DNSTargetResource (p. 5647)
Update requires: No interruption
ReadinessScopes
このリソースが含まれているリカバリグループの Amazon リソースネーム (ARN) とセル ARN のリス
ト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ResourceArn
AWS リソースの Amazon リソース名 (ARN)。これ
は、AWS::Route53RecoveryReadiness::DNSTargetResource を除くすべての
ResourceSet ResourceSetType 設定で必須の設定です。ResourceSetType が
AWS::Route53RecoveryReadiness::DNSTargetResource に設定されている場合、これは設定
しないでください。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet TargetResource
Route 53 レコードがポイントするターゲットリソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NLBResource" : NLBResource (p. 5649),
"R53Resource" : R53ResourceRecord (p. 5649)

YAML
NLBResource:
NLBResource (p. 5649)
R53Resource:
R53ResourceRecord (p. 5649)
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プロパティ
NLBResource
DNS ターゲットリソースがポイントするネットワークロードバランサーリソース。
必須: いいえ
タイプ: NLBResource (p. 5649)
Update requires: No interruption
R53Resource
DNS ターゲットリソースレコードがポイントする Route 53 リソース。
必須: いいえ
タイプ: R53ResourceRecord (p. 5649)
Update requires: No interruption

Amazon Route 53 Resolver リソースタイプのリファ
レンス
リソースタイプ
• AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList (p. 5652)
• AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup (p. 5655)
• AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation (p. 5660)
• AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig (p. 5663)
• AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint (p. 5664)
• AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig (p. 5669)
• AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation (p. 5671)
• AWS::Route53Resolver::ResolverRule (p. 5672)
• AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation (p. 5677)

AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
AWS::Route53Resolver::FirewallRule で使用するファイアウォールドメインのリストに関する高レベルの
情報。これは、GetFirewallDomainList によって返されます。
このドメインリストに定義されているドメインを取得するには、ListFirewallDomains を呼び出します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList",
"Properties" : {
"DomainFileUrl" : String,
"Domains" : [ String, ... ],
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}

}

"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
Properties:
DomainFileUrl: String
Domains:
- String
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DomainFileUrl
インポートするドメインのリストを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に格納された
ファイルの完全修飾 URL または URI。
ファイルは、DNS ファイアウォールと同じリージョンにある S3 バケット内に存在する必要がありま
す。ファイルはテキストファイルであり、1 行に 1 つのドメインが含まれている必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Domains
定義したドメインリスト一覧。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
ドメイン一覧の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
Update requires: Replacement
Tags
ドメイン一覧に関連付けるタグキーと値のリスト。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: FirewallDomainList
オブジェクト。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ファイアウォールドメインリストの Amazon リソースネーム (ARN)。
CreationTime
ドメインリストが作成された日付と時刻 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。
CreatorRequestId
リクエストを識別するためにユーザーが定義した一意の文字列。これにより、操作を 2 回実行するリ
スクなしに、失敗したリクエストを再試行できます。これは、タイムスタンプなど、任意の一意の文
字列にすることができます。
DomainCount
ドメインリストで指定されているドメイン名の数。
Id
ドメインリストの ID。
ManagedOwnerName
リストの所有者。本人が管理していないリストにのみ使用されます。たとえば、管理対象ドメイ
ンリスト AWSManagedDomainsMalwareDomainList の管理対象である所有者名は Route 53
Resolver DNS Firewall です。
ModificationTime
ドメインリストが最後に変更された日付と時刻 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。
Status
ドメイン一覧のステータス。
StatusMessage
リストのステータスに関する追加情報 (可能な場合)。
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AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
ファイアウォールルールグループの高レベル情報。ファイアウォールルールグループは、DNS ファイア
ウォールが VPC の DNS ネットワークトラフィックをフィルタリングするために使用するルールのコレク
ションです。ルールグループのルールを取得するには、ListFirewallRules を呼び出します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup",
"Properties" : {
"FirewallRules" : [ FirewallRule (p. 5658), ... ],
"Name" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
Properties:
FirewallRules:
- FirewallRule (p. 5658)
Name: String
Tags:
- Tag

プロパティ
FirewallRules
定義したルールのリスト。
必須: いいえ
タイプ: FirewallRule (p. 5658) 一覧
Update requires: No interruption
Name
ルールグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
Update requires: Replacement
Tags
ルールグループに関連付けるタグキーと値の一覧。
API バージョン 2010-05-15
5655

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Route 53 Resolver

必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
FirewallRuleGroupId。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ルールグループの ARN (Amazon リソースネーム)。
CreationTime
ルールグループが作成された日付と時刻 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。
CreatorRequestId
リクエストを識別するためにユーザーが定義した一意の文字列。これにより、操作を 2 回実行するリ
スクなしに、失敗したリクエストを再試行できます。これは、タイムスタンプなど、任意の一意の文
字列にすることができます。
Id
ルールグループの ID
ModificationTime
ルールグループが最後に変更された日付と時刻 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。
OwnerId
ルールグループを作成したアカウントの AWS account ID。ルールグループがアカウントで共有されて
いる場合、ルールグループをアカウントと共有しているアカウントです。
RuleCount
ルールグループ内のルールの数。
ShareStatus
ルールグループが他の AWS accounts と共有されているか、別の AWS account によって現在のアカ
ウントと共有されているかを決めます。共有は AWS Resource Access Manager (AWS RAM) で設定
します。
Status
ドメイン一覧のステータス。
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StatusMessage
ルールグループのステータスに関する追加情報 (可能な場合)。

例
ファイアウォールルールグループの作成
次の例では ALLOW 、ALERT および BLOCK に関連するルールを持つ DNS ファイアウォールルールグルー
プを作成します 。

JSON
{"Type": "AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup",
"Properties": {
"FirewallRules": [
{
"Action": "ALERT",
"FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-sampleID1",
"Priority": 1
},
{
"Action": "BLOCK",
"BlockResponse": "NODATA",
"FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-sampleID2",
"Priority": 2
},
{
"Action": "BLOCK",
"BlockResponse": "NXDOMAIN",
"FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-sampleID3",
"Priority": 3
},
{
"Action": "BLOCK",
"BlockResponse": "OVERRIDE",
"BlockOverrideDnsType": "CNAME",
"BlockOverrideDomain": "www.example.com",
"BlockOverrideTtl": 300,
"FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-sampleID4",
"Priority": 4
},
{
"Action": "ALLOW",
"FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-sampleID5",
"Priority": 5
}
],
"Name": "SampleFirewallRuleGroup",
"Tags": [
{
"Key": "LineOfBusiness",
"Value": "Engineering"
}
]
}
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
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Properties:
FirewallRules:
Action: ALERT
FirewallDomainListId: rslvr-fdl-sampleID1
Priority: 1
Action: BLOCK
BlockResponse: NODATA
FirewallDomainListId: rslvr-fdl-sampleID2
Priority: 2
Action: BLOCK
BlockResponse: NXDOMAIN
FirewallDomainListId: rslvr-fdl-sampleID3
Priority: 3
Action: BLOCK
BlockResponse: OVERRIDE
BlockOverrideDnsType: CNAME
BlockOverrideDomain: "www.example.com"
BlockOverrideTtl: 300
FirewallDomainListId: rslvr-fdl-sampleID4
Priority: 4
Action: ALLOW
FirewallDomainListId: rslvr-fdl-sampleID5
Priority: 5
Name: SampleFirewallRuleGroup
Tags:
Key: LineOfBusiness
Value: Engineering

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup FirewallRule
ルールグループ内の 1 つのファイアウォールルール。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : String,
"BlockOverrideDnsType" : String,
"BlockOverrideDomain" : String,
"BlockOverrideTtl" : Integer,
"BlockResponse" : String,
"FirewallDomainListId" : String,
"Priority" : Integer

YAML
Action: String
BlockOverrideDnsType: String
BlockOverrideDomain: String
BlockOverrideTtl: Integer
BlockResponse: String
FirewallDomainListId: String
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Priority: Integer

プロパティ
Action
ルールのドメインリスト内のドメインの 1 つと一致する場合に DNS クエリに対して DNS ファイア
ウォールが実行するべき操作。
• ALLOW - 通過するリクエストを許可します。
• ALERT - リクエストの通過を許可しますが、ログにアラートを送信します。
• BLOCK - リクエストを拒否します。これを指定する場合は、BlockResponse も指定する必要があ
ります。
BlockResponse が OVERRIDE の場合、次の OVERRIDE 属性をすべて指定する必要があります。
• BlockOverrideDnsType
• BlockOverrideDomain
• BlockOverrideTtl
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALERT | ALLOW | BLOCK
Update requires: No interruption
BlockOverrideDnsType
DNS レコードのタイプ。これにより、BlockOverrideDomain で指定したレコード値の形式が決ま
ります。BlockResponse 設定が OVERRIDE のルールアクション BLOCK に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CNAME
Update requires: No interruption
BlockOverrideDomain
クエリに応答して返送するカスタム DNS レコード。BlockResponse 設定が OVERRIDE のルールア
クション BLOCK に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
Update requires: No interruption
BlockOverrideTtl
DNS リゾルバーまたはウェブブラウザが、指定されたオーバーライドレコードをキャッシュするため
の推奨時間 (秒単位)。BlockResponse 設定が OVERRIDE のルールアクション BLOCK に使用されま
す。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
BlockResponse
DNS ファイアウォールでリクエストをブロックする方法。BLOCK 設定がルールアクションに使用さ
れます。
• NODATA - クエリが成功したことを示す応答がありますが、それに対して利用可能になったという応
答はありません。
• NXDOMAIN - クエリに含まれるドメイン名が存在しないことを示す応答。
• OVERRIDE - 応答にカスタムオーバーライドを提供します。このオプションでは、ルールの
BlockOverride* 設定に詳細なカスタム処理が必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: NODATA | NXDOMAIN | OVERRIDE
Update requires: No interruption
FirewallDomainListId
ルールで使用されるドメインリストの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
Priority
ルールグループ内のルールの優先順位。この値は、ルールグループ内で一意である必要がありま
す。DNS ファイアウォールは、ルールグループのルールを、優先順位が最も低い設定から順に処理し
ます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
ファイアウォールルールグループと VPC の間の関連付けであり、これにより、VPC の DNS フィルタリン
グが有効になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation",
"Properties" : {
"FirewallRuleGroupId" : String,
"MutationProtection" : String,
"Name" : String,
"Priority" : Integer,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
Properties:
FirewallRuleGroupId: String
MutationProtection: String
Name: String
Priority: Integer
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
FirewallRuleGroupId
ファイアウォールルールグループの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
MutationProtection
この設定を有効にすると、DNS ファイアウォールの保護が誤って変更されないようにするため、関連
付けの変更または削除が許可されなくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DISABLED | ENABLED
Update requires: No interruption
Name
関連付けの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
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Update requires: No interruption
Priority
単一の VPC に関連付けられたルールグループの中で、ルールグループの処理順序を決める設
定。DNS ファイアウォールは、数値の優先順位が最も低いルールグループから始まる VPC トラ
フィックをフィルタリングします。
この値は 100 ～ 9,000 でなければなりません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Tags
ルールグループに関連付けるタグキーと値の一覧。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
VpcId
ルールグループに関連付けられた VPC の一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
FirewallRuleGroupAssociationId。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
ファイアウォールルールグループ関連付けの Amazon リソースネーム (ARN)。
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CreationTime
関連付けが作成された日時 (Unix 時間形式の協定世界時 (UTC))。
CreatorRequestId
リクエストを識別するためにユーザーが定義した一意の文字列。これにより、操作を 2 回実行するリ
スクなしに、失敗したリクエストを再試行できます。これは、タイムスタンプなど、任意の一意の文
字列にすることができます。
Id
関連付けの識別子。
ManagedOwnerName
関連付けの所有者。ユーザーが管理していない関連付けにのみ使用されます。AWS Firewall Manager
を使用して DNS ファイアウォールからファイアウォールを管理する場合、Firewall Manager はマネー
ジド所有者として報告されます。
ModificationTime
関連付けが最後に変更された日付と時刻 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。
Status
関連付けの現在のステータス。
StatusMessage
応答のステータスに関する追加情報 (可能な場合)。

AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig リソースは複合型で、DNSSEC 検証の設定に関
する情報を含みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig",
"Properties" : {
"ResourceId" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
Properties:
ResourceId: String

プロパティ
ResourceId
DNSSEC 検証ステータスを設定する Virtual Private Cloud (VPC) の ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ID。次に例を示します。
{ "Ref": "rdsc-689d45d1ae623bf3" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Id
この ResolverDNSSECConfig リソースのプライマリ識別子。例: rdsc-689d45d1ae623bf3。
OwnerId
所有者の AWS account。例: 111122223333。
ValidationStatus
ResolverDNSSECConfig リソースの現在のステータス。例: Enabled。

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
リゾルバーエンドポイントを作成します。リゾルバーエンドポイントには、インバウンドとアウトバウン
ドの 2 つのタイプがあります。
• インバウンドリゾルバーエンドポイントは、VPC の DNS サービスへの DNS クエリを、ネットワーク
から転送します。
• アウトバウンドリゾルバーエンドポイントは、VPC の DNS サービスからの DNS クエリを、ネット
ワークに転送します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint",
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}

"Properties" : {
"Direction" : String,
"IpAddresses" : [ IpAddressRequest (p. 5668), ... ],
"Name" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
Properties:
Direction: String
IpAddresses:
- IpAddressRequest (p. 5668)
Name: String
SecurityGroupIds:
- String
Tags:
- Tag

プロパティ
Direction
リゾルバーエンドポイントがインバウンドまたはアウトバウンドの DNS クエリを許可するかどうか
を示します。
• INBOUND: ネットワークからの VPC への DNS クエリを許可
• OUTBOUND: ネットワークへの VPC からの DNS クエリを許可
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: INBOUND | OUTBOUND
Update requires: Replacement
IpAddresses
DNS クエリの発生元となる (アウトバウンドエンドポイントの場合)、または DNS クエリの送信先
となる (インバウンドエンドポイントの場合) VPC のサブネットおよび IP アドレスサブネット ID は
VPC を一意に識別します。
必須: はい
タイプ: IpAddressRequest (p. 5668) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
Name
Route 53 コンソールのリゾルバーダッシュボードで設定を簡単に見つけることができるフレンドリ
名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
この VPC へのアクセスを制御する 1 つ以上のセキュリティグループの ID です。セキュリティグルー
プは、1 つ以上のインバウンドルール (インバウンドエンドポイントの場合) またはアウトバウンド
ルール (アウトバウンドエンドポイントの場合) を含める必要があります。インバウンドおよびアウト
バウンドのルールでは、TCP および UDP アクセスを許可する必要があります。インバウンドアクセ
スの場合、ポート 53 を開きます。アウトバウンドアクセスの場合、ネットワークで DNS クエリに使
用しているポートを開きます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
Route 53 リゾルバーは CloudFormation によるタグの更新をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ResolverEndpoint オブジェクトこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:resolver-endpoint/resolverendpoint-a1bzhi など、リゾルバーエンドポイントの Amazon リソースネーム (ARN)。
Direction
リゾルバーエンドポイントがインバウンドまたはアウトバウンドの DNS クエリを許可するかどうか
を示します。
HostVPCId
リゾルバーエンドポイントを作成する VPC の ID。
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IpAddressCount
リゾルバーエンドポイントが DNS クエリに使用できる IP アドレスの数。
Name
エンドポイントを作成したときにリゾルバーエンドポイントに割り当てた名前。
ResolverEndpointId
リゾルバーエンドポイントの ID。

例
リゾルバーエンドポイントを作成する
次の例では、Amazon Route 53 のアウトバウンドリゾルバーエンドポイントが作成されま
す。IpAddresses オブジェクトには、SubnetId の値は含まれますが、Ip の値は含まれません。このた
め、Route 53 リゾルバーは、指定されたサブネットで使用可能な IP アドレスの中から IP アドレスを自動
的に選択します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint",
"Properties" : {
"Direction" : "Outbound",
"IpAddresses" : [
{
"SubnetId": "subnet-0bca4d363dexample"
},
{
"SubnetId": "subnet-0cdb5e474dexample"
}
],
"Name" : "MyOutboundEndpoint",
"SecurityGroupIds" : [
"sg-071b99f42example"
],
"Tags" : [
"Key": "LineOfBusiness",
"Value": "Engineering"
]
}

YAML
Type : AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
Properties :
Direction : Outbound
IpAddresses :
- SubnetId: subnet-0bca4d363dexample
- SubnetId: subnet-0cdb5e474dexample
Name : MyOutboundEndpoint
SecurityGroupIds :
- sg-071b99f42example
Tags :
Key: LineOfBusiness
Value: Engineering
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以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「ResolverEndpoint」

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint IpAddressRequest
CreateResolverEndpoint リクエストでは、DNS クエリの発生元の IP アドレス (アウトバウンドエンド
ポイントの場合)、または DNS クエリの転送先となる IP アドレス (インバウンドエンドポイントの場
合)。IpAddressRequest には、IP アドレスを含むサブネットの ID も含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ip" : String,
"SubnetId" : String

YAML
Ip: String
SubnetId: String

プロパティ
Ip
DNS クエリに使用する IP アドレス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 7
最大: 36
Update requires: No interruption
SubnetId
IP アドレスが含まれているサブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint」トピックの戻り値
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• Amazon Route 53 API リファレンスの「IpAddressRequest」

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig リソースは、1 つのクエリログ設定の項目を含む複
合タイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig",
"Properties" : {
"DestinationArn" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
Properties:
DestinationArn: String
Name: String

プロパティ
DestinationArn
リゾルバーによってクエリログが送信されるリソース (Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs ログ
グループ、または Kinesis Data Firehose 配信ストリーム) の ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 600
Update requires: Replacement
Name
クエリログ設定の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
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Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 1 つのクエリログ設定の項
目を含むリソースの ID。
例: { "Ref": "rqlc-1111222233334444" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
クエリログ設定の Amazon リソースネーム (ARN)。
AssociationCount
クエリログ設定に関連付けられている VPC の数。
CreationTime
クエリログ設定が作成された日時 (Unix 時間形式の協定世界時 (UTC))。
CreatorRequestId
クエリログ設定を作成したリクエストを識別する一意の文字列。CreatorRequestId を使用する
と、オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、失敗したリクエストを再試行できます。
Id
クエリログ設定の ID。
OwnerId
クエリログ設定を作成したアカウントの AWS account ID。
ShareStatus
クエリログ設定が他の AWS account と共有されているかどうか、別の AWS account によって現在
のアカウントと共有されていたかどうかを示します。共有は AWS Resource Access Manager (AWS
RAM) で設定します。
Status
指定したクエリログ設定のステータス。有効な値には次のようなものがあります。
• CREATING: リゾルバーがクエリログ設定を作成しています。
• CREATED: クエリログ設定が正常に作成されました。リゾルバーは、指定された VPC で発生するク
エリを記録中です。
• DELETING: リゾルバーがこのクエリログ設定を削除しています。
• FAILED: リゾルバーがクエリログ設定で指定された場所にログを配信できません。一般的な 2 つの
原因を以下に示します。
• 指定した送信先 (Amazon S3 バケットなど) が削除されました。
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• アクセス許可で送信先へのログの送信が許可されていません。

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation リソースは DNS クエリログの設定で
す。クエリログ設定を作成すると、Amazon Route 53 は Amazon CloudWatch Logs のロググループにロ
グデータを発行し始めます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation",
"Properties" : {
"ResolverQueryLogConfigId" : String,
"ResourceId" : String
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
Properties:
ResolverQueryLogConfigId: String
ResourceId: String

プロパティ
ResolverQueryLogConfigId
VPC が関連付けられているクエリログ設定の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
ResourceId
クエリログ設定に関連付けられている Amazon VPC の ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DNS クエリログの設定の
ID。
例: { "Ref": "rqlca-1111222233334444" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CreationTime
VPC がクエリログ設定に関連付けられた日時 (Unix 時間形式の協定世界時 (UTC))。
Error
Status の値が FAILED の場合、Error の値は原因を示します。
• DESTINATION_NOT_FOUND: 指定した送信先 (Amazon S3 バケットなど) が削除されました。
• ACCESS_DENIED: アクセス許可で送信先へのログの送信が許可されていません。
Status の値が FAILED 以外の値である場合、Error は null です。
ErrorMessage
エラーに関する追加情報が含まれています。Error の値が null の場合、ErrorMessage の値も null
です。
Id
クエリログの関連付けの ID。
Status
指定したクエリログの関連付けのステータス。有効な値には次のようなものがあります。
• CREATING: リゾルバーが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) とクエリログ設定との関連
付けを作成しています。
• CREATED: Amazon VPC とクエリログ設定との関連付けが正常に作成されました。リゾルバーは、
指定された VPC で発生するクエリを記録中です。
• DELETING: リゾルバーがこのクエリログの関連付けを削除しています。
• FAILED: リゾルバーがクエリログの関連付けを作成または削除できませんでした。

AWS::Route53Resolver::ResolverRule
VPC で発生した DNS クエリの場合、クエリがどのリゾルバーエンドポイントを通過するか、ネットワー
クに転送する 1 つのドメイン名、ネットワークの DNS リゾルバーの IP アドレスを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverRule",
"Properties" : {
"DomainName" : String,
"Name" : String,
"ResolverEndpointId" : String,
"RuleType" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetIps" : [ TargetAddress (p. 5676), ... ]
}

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverRule
Properties:
DomainName: String
Name: String
ResolverEndpointId: String
RuleType: String
Tags:
- Tag
TargetIps:
- TargetAddress (p. 5676)

プロパティ
DomainName
このドメインに対する DNS クエリは、TargetIps で指定されている IP アドレスに転送されます。
クエリが複数のリゾルバールールと一致した場合 （example.com と www.example.com）、クエリ
は、最も限定的なドメイン名 (www.example.com) を含むリゾルバールールを使用してルーティングさ
れます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
Name
リゾルバールールを作成したときに指定した、リゾルバールールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
Update requires: No interruption
ResolverEndpointId
ルールが関連付けられているエンドポイントの ID。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
RuleType
指定したドメイン名の DNS クエリをネットワークのリゾルバーに転送する場合は、FORWARD を指定
します。
ドメインの DNS クエリをネットワークに転送するための転送ルールがあり、リゾルバーでそのドメ
インのサブドメインのクエリを処理する場合は、SYSTEM を指定します。
たとえば、example.com の DNS クエリをネットワークのリゾルバーに転送するには、ルールを作成
し、RuleType の FORWARD を指定します。次に、apex.example.com のクエリをリゾルバーで処理す
るには、ルールを作成し、RuleType の SYSTEM を指定します。
現在、RuleType の RECURSIVE の値を持つルールを作成できるのは、リゾルバーのみです 。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FORWARD | RECURSIVE | SYSTEM
Update requires: Replacement
Tags
Route 53 リゾルバーは CloudFormation によるタグの更新をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 200
Update requires: No interruption
TargetIps
アウトバウンドエンドポイントが DNS クエリを転送する、IP アドレスとポートを含む配列。通常、
これらは、お客様環境上の DNS リゾルバーの IP アドレスです。IPv4 アドレスを指定します。IPv6
はサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: TargetAddress (p. 5676) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ResolverRule このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。これに
はルールの詳細情報が含まれています。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:resolver-rule/resolver-rulea1bzhi など、リゾルバールールの Amazon リソースネーム (ARN)。
DomainName
このドメインに対する DNS クエリは、TargetIps で指定されている IP アドレスに転送されます。ク
エリが複数のリゾルバールールと一致した場合 (example.com と www.example.com)、クエリは、最
も限定的なドメイン名 (www.example.com) を含むリゾルバールールを使用してルーティングされま
す。
Name
Route 53 コンソールのリゾルバーダッシュボードでルールを簡単に見つけることができるフレンドリ
名。
ResolverEndpointId
rslvr-out-fdc049932dexample などの、ルールが関連付けられているアウトバウンドエンドポイ
ントの ID。
ResolverRuleId
RuleType の値が FORWARD である場合、リゾルバーを作成した時にリゾルバーがリゾルバールール
に割り当てた ID (例: rslvr-rr-5328a0899aexample)。この値は、RuleType が SYSTEM の場合は
適用されません。
TargetIps
RuleType の値が FORWARD の場合、アウトバウンドエンドポイントが DNS クエリを転送する IP ア
ドレス、通常はネットワーク上の DNS リゾルバーの IP アドレス。この値は、RuleType が SYSTEM
の場合は適用されません。

例
Resolver ルールを作成する
次の例では、Amazon Route 53 のアウトバウンドリゾルバールールが作成されます。

JSON
{

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverRule",
"Properties" : {
"DomainName" : "example.com",
"Name" : "MyRule",
"ResolverEndpointId" : "rslvr-out-fdc049932dexample",
"RuleType" : "FORWARD",
"Tags" : [
{
"Key": "LineOfBusiness",
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}

}

"Value": "Engineering"
}
],
"TargetIps" : [
{
"Ip" : "192.0.2.6",
"Port" : "53"
},
{
"Ip" : "192.0.2.99,
"Port" : "53"
}
]

YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverRule
Properties:
DomainName: example.com
Name: MyRule
ResolverEndpointId: rslvr-out-fdc049932dexample
RuleType: FORWARD
Tags:
Key: LineOfBusiness
Value: Engineering
TargetIps:
Ip: 192.0.2.6
Port: 53
Ip: 192.0.2.99
Port: 53

以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「ResolverRule」

AWS::Route53Resolver::ResolverRule TargetAddress
CreateResolverRule リクエストでは、DNS クエリの転送先となる IP の配列。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Ip" : String,
"Port" : String

YAML
Ip: String
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Port: String

プロパティ
Ip
DNS クエリの転送先となる 1 つの IP アドレス。IPv4 アドレスのみ指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 7
最大: 36
Update requires: No interruption
Port
DNS クエリの転送先となる Ip のポート。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• 「AWS::Route53Resolver::ResolverRule」トピックの戻り値
• Amazon Route 53 API リファレンスの「TargetAddress」

AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
AssociateResolverRule、DisassociateResolverRule、または ListResolverRuleAssociations リクエスト
へのレスポンスで、リゾルバールールと VPC 間の関連付けに関する情報を提供します。関連付けによっ
て、VPC で発生したどの DNS クエリがネットワークに転送されるかが決まります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation",
"Properties" : {
"Name" : String,
"ResolverRuleId" : String,
"VPCId" : String
}
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YAML
Type: AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
Properties:
Name: String
ResolverRuleId: String
VPCId: String

プロパティ
Name
リゾルバールールと VPC の関連付けの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
パターン: (?!^[0-9]+$)([a-zA-Z0-9\-_' ']+)
Update requires: Replacement
ResolverRuleId
VPCId で指定した VPC に関連付けたリゾルバールールの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
VPCId
リゾルバールールを関連付けた VPC の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ResolverRuleAssociationId をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を
返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Name
リゾルバールールと VPC の関連付けの名前 (test.example.com in beta VPC など)。
ResolverRuleAssociationId
情報を取得する対象のリゾルバールールの関連付けの ID (rslvr-rrassoc-97242eaf88example
など)。
ResolverRuleId
VPCId で指定した VPC に関連付けたリゾルバールールの ID (rslvr-rr-5328a0899example な
ど)。
VPCId
リゾルバールールを関連付けた VPC の ID (vpc-03cf94c75cexample など)。

以下の資料も参照してください。
• Amazon Route 53 API リファレンスの「ResolverRuleAssociation」

Amazon Simple Storage Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::S3::AccessPoint (p. 5679)
• AWS::S3::Bucket (p. 5691)
• AWS::S3::BucketPolicy (p. 5799)
• AWS::S3::MultiRegionAccessPoint (p. 5802)
• AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy (p. 5805)
• AWS::S3::StorageLens (p. 5808)

AWS::S3::AccessPoint
AWS::S3::AccessPoint リソースは、バケットにアクセスするために使用できる Amazon S3 リソースタイ
プです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::S3::AccessPoint",
"Properties" : {
"Bucket" : String,
"Name" : String,
"Policy" : Json,
"PolicyStatus" : Json,
"PublicAccessBlockConfiguration" : PublicAccessBlockConfiguration (p. 5687),
"VpcConfiguration" : VpcConfiguration (p. 5688)
}

YAML
Type: AWS::S3::AccessPoint
Properties:
Bucket: String
Name: String
Policy: Json
PolicyStatus: Json
PublicAccessBlockConfiguration:
PublicAccessBlockConfiguration (p. 5687)
VpcConfiguration:
VpcConfiguration (p. 5688)

プロパティ
Bucket
このアクセスポイントに関連付けられたバケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
このアクセスポイントの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成し、
その ID をアクセスポイント名として使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Policy
このアクセスポイントに関連付けられたアクセスポイントポリシー。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PolicyStatus
バケットのポリシーステータスのコンテナ要素。
必須: いいえ
API バージョン 2010-05-15
5680

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3

タイプ: Json
Update requires: No interruption
PublicAccessBlockConfiguration
この Amazon S3 バケットに適用する PublicAccessBlock 設定。設定オプションは任意の組み合わせ
で有効にできます。Amazon S3 がバケットまたはオブジェクトをパブリックとみなす場合の詳細につ
いては、Amazon S3 ユーザーガイドの「『パブリック』の意味」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: PublicAccessBlockConfiguration (p. 5687)
Update requires: Replacement
VpcConfiguration
このアクセスポイントの Virtual Private Cloud (VPC) 設定（存在する場合）。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfiguration (p. 5688)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
アクセスポイント名を このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Alias
このアクセスポイントのエイリアス。
Arn
このプロパティには、アクセスポイントの ARN の詳細が含まれます。
Name
このアクセスポイントの名前。
NetworkOrigin
このアクセスポイントがインターネットからのアクセスを許可するかどうかを示します。このアクセ
スポイントに VpcConfiguration が指定されている場合、NetworkOrigin は VPC であり、アク
セスポイントはインターネットからのアクセスを許可しません。それ以外の場合、NetworkOrigin
は、Internet であり、アクセスポイントおよびバケットアクセスポリシーに従って、アクセスポイ
ントがインターネットからのアクセスを許可します。
許可される値: VPC | Internet

例
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S3 アクセスポイントの作成
次の例では、指定された S3 バケットの Amazon S3 アクセスポイントを作成します。このアクセスポイン
トにより、ユーザー JaneDoe は、GetObject および PutObject 操作を /janedoe のプレフィックスが付
いたバケットオブジェクトに対してのみ実行できます。リソース ARN パスには、/object を含める必要
があります。
詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「アクセスポイントを使用する IAM ポリシーの設定」お
よび「アクセスポイントの管理と使用」をご参照ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3BucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
]
},
{
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
]
},
"/*"
]
]
}
],
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:DataAccessPointAccount": {
"Ref": "AWS::AccountId"
}
}
}
}
]
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}

}

},
"S3AccessPoint": {
"Type": "AWS::S3::AccessPoint",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Name": "my-access-point",
"Policy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:s3:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:accesspoint/my-access-point/object/janedoe/*"
}
],
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::
${AWS::AccountId}:user/JaneDoe"
}
}
}
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"S3AccessPointArn": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": ["S3AccessPoint", "Arn"]
},
"Description": "ARN of the sample Amazon S3 access point."
},
"S3AccessPointName": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": ["S3AccessPoint", "Name"]
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 access point."
},
"S3AccessPointAlias": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": ["S3AccessPoint", "Alias"]
},
"Description": "Alias of the sample Amazon S3 access point."
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
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Type: 'AWS::S3::Bucket'
S3BucketPolicy:
Type: 'AWS::S3::BucketPolicy'
Properties:
Bucket: !Ref S3Bucket
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action: '*'
Effect: Allow
Resource:
- !GetAtt
- S3Bucket
- Arn
- !Join
- ''
- - !GetAtt
- S3Bucket
- Arn
- /*
Principal:
AWS: '*'
Condition:
StringEquals:
's3:DataAccessPointAccount': !Ref 'AWS::AccountId'
S3AccessPoint:
Type: 'AWS::S3::AccessPoint'
Properties:
Bucket: !Ref S3Bucket
Name: my-access-point
Policy:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action:
- 's3:GetObject'
- 's3:PutObject'
Effect: Allow
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:accesspoint/my-access-point/object/janedoe/*'
Principal:
AWS: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:user/JaneDoe'
Outputs:
S3AccessPointArn:
Value:
Fn::GetAtt:
- S3AccessPoint
- Arn
Description: ARN of the sample Amazon S3 access point.
S3AccessPointName:
Value:
Fn::GetAtt:
- S3AccessPoint
- Name
Description: Name of the sample Amazon S3 access point.
S3AccessPointAlias:
Value:
Fn::GetAtt:
- S3AccessPoint
- Alias
Description: Alias of the sample Amazon S3 access point.
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VPC に制限された S3 アクセスポイントの作成
次の例では、Virtual Private Cloud (VPC) に制限された Amazon S3 アクセスポイントを作成します。詳細
については、Amazon S3 ユーザーガイドの「アクセスポイントを使用する IAM ポリシーの設定」をご参
照ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3BucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
]
},
{
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
]
},
"/*"
]
]
}
],
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:DataAccessPointAccount": {
"Ref": "AWS::AccountId"
}
}
}
}
]
}
}
},
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
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"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
}

},
"S3AccessPoint": {
"Type": "AWS::S3::AccessPoint",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Name": "my-access-point",
"VpcConfiguration": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
},
"PublicAccessBlockConfiguration": {
"BlockPublicAcls": true,
"IgnorePublicAcls": true,
"BlockPublicPolicy": true,
"RestrictPublicBuckets": true
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"S3AccessPointArn": {
"Value": {
"Ref": "S3AccessPoint"
},
"Description": "ARN of the sample Amazon S3 access point."
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
S3BucketPolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
Bucket:
Ref: S3Bucket
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action: "*"
Effect: Allow
Resource:
- Fn::GetAtt:
- S3Bucket
- Arn
- Fn::Join:
- ""
- - Fn::GetAtt:
- S3Bucket
- Arn
- /*
Principal:
AWS: "*"
Condition:
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StringEquals:
s3:DataAccessPointAccount:
Ref: AWS::AccountId

VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
S3AccessPoint:
Type: AWS::S3::AccessPoint
Properties:
Bucket:
Ref: S3Bucket
Name: my-access-point
VpcConfiguration:
VpcId:
Ref: VPC
PublicAccessBlockConfiguration:
BlockPublicAcls: true
IgnorePublicAcls: true
BlockPublicPolicy: true
RestrictPublicBuckets: true
Outputs:
S3AccessPointArn:
Value:
Ref: S3AccessPoint
Description: ARN of the sample Amazon S3 access point.

AWS::S3::AccessPoint PublicAccessBlockConfiguration
この Amazon S3 バケットに適用する PublicAccessBlock 設定。設定オプションは任意の組み合わせで
有効にできます。Amazon S3 がバケットまたはオブジェクトをパブリックとみなす場合の詳細について
は、Amazon S3 ユーザーガイドの「『パブリック』の意味」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockPublicAcls" : Boolean,
"BlockPublicPolicy" : Boolean,
"IgnorePublicAcls" : Boolean,
"RestrictPublicBuckets" : Boolean

YAML
BlockPublicAcls: Boolean
BlockPublicPolicy: Boolean
IgnorePublicAcls: Boolean
RestrictPublicBuckets: Boolean

プロパティ
BlockPublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリックアクセスコントロールリ
スト (ACL) をブロックするかどうかを指定します。この要素を TRUE に設定すると、次のように動作
します。
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• 指定された ACL がパブリックの場合、PUT Bucket acl 呼び出しと PUT Object acl 呼び出しは失敗
します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Object 呼び出しは失敗します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Bucket 呼び出しは失敗します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーまたは ACL には影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
BlockPublicPolicy
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーをブロックするかどうかを指定します。
この要素を TRUE に設定すると、指定されたバケットポリシーでパブリックアクセスが許可されてい
る場合、Amazon S3 は PUT Bucket ポリシーへの呼び出しを拒否します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーには影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
IgnorePublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリック ACL を無視するかどう
かを指定します。この要素を TRUE に設定すると、Amazon S3 はこのバケットおよびこのバケットの
オブジェクトのすべてのパブリック ACL を無視します。
この設定を有効にしても、既存の ACL の永続性には影響せず、新しいパブリック ACL の設定も妨げ
られません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
RestrictPublicBuckets
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーを制限するかどうかを指定します。この
要素を TRUE に設定すると、バケットにパブリックポリシーがある場合、このバケットへのアクセス
は、AWS のサービス プリンシパルとこのアカウント内の承認されたユーザーのみに制限されます。
この設定を有効にしても、特定のアカウントへのパブリックではない委任を含む、パブリックバケッ
トポリシー内のパブリックおよびクロスアカウントアクセスがブロックされることを除いて、以前に
保存されたバケットポリシーには影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::S3::AccessPoint VpcConfiguration
このアクセスポイントの Virtual Private Cloud (VPC) 設定。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VpcId" : String

YAML
VpcId: String

プロパティ
VpcId
このフィールドを指定すると、アクセスポイントは指定された VPC ID からの接続のみを許可しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
VPC に制限された S3 アクセスポイントの作成
次の例では、Virtual Private Cloud (VPC) に制限された Amazon S3 アクセスポイントを作成します。詳細
については、Amazon S3 ユーザーガイドの「アクセスポイントを使用する IAM ポリシーの設定」をご参
照ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3BucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
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},
{

}

}

]

}

]
"Fn::Join": [
"",
[
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"Arn"
]
},
"/*"
]
]

}
],
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:DataAccessPointAccount": {
"Ref": "AWS::AccountId"
}
}
}

},
"VPC": {
"Type": "AWS::EC2::VPC",
"Properties": {
"CidrBlock": "10.0.0.0/16"
}
},
"S3AccessPoint": {
"Type": "AWS::S3::AccessPoint",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Name": "my-access-point",
"VpcConfiguration": {
"VpcId": {
"Ref": "VPC"
}
},
"PublicAccessBlockConfiguration": {
"BlockPublicAcls": true,
"IgnorePublicAcls": true,
"BlockPublicPolicy": true,
"RestrictPublicBuckets": true
}
}
}

},
"Outputs": {
"S3AccessPointArn": {
"Value": {
"Ref": "S3AccessPoint"
},
"Description": "ARN of the sample Amazon S3 access point."
}
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}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
S3BucketPolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
Bucket:
Ref: S3Bucket
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action: "*"
Effect: Allow
Resource:
- Fn::GetAtt:
- S3Bucket
- Arn
- Fn::Join:
- ""
- - Fn::GetAtt:
- S3Bucket
- Arn
- /*
Principal:
AWS: "*"
Condition:
StringEquals:
s3:DataAccessPointAccount:
Ref: AWS::AccountId
VPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
S3AccessPoint:
Type: AWS::S3::AccessPoint
Properties:
Bucket:
Ref: S3Bucket
Name: my-access-point
VpcConfiguration:
VpcId:
Ref: VPC
PublicAccessBlockConfiguration:
BlockPublicAcls: true
IgnorePublicAcls: true
BlockPublicPolicy: true
RestrictPublicBuckets: true
Outputs:
S3AccessPointArn:
Value:
Ref: S3AccessPoint
Description: ARN of the sample Amazon S3 access point.

AWS::S3::Bucket
AWS::S3::Bucket リソースは、AWS CloudFormation スタックを作成したときと同じ AWS リージョン
に Amazon S3 バケットを作成します。
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バケットに対する削除ポリシーを設定して、スタックが削除されるとき AWS CloudFormation がバケッ
トを処理する方法を制御できます。バケットの保持または削除を選択することができます。詳細について
は、「DeletionPolicy 属性」を参照してください。

Important
空のバケットのみを削除できます。バケットにコンテンツが存在すると削除は失敗します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::S3::Bucket",
"Properties" : {
"AccelerateConfiguration" : AccelerateConfiguration (p. 5712),
"AccessControl" : String,
"AnalyticsConfigurations" : [ AnalyticsConfiguration (p. 5713), ... ],
"BucketEncryption" : BucketEncryption (p. 5716),
"BucketName" : String,
"CorsConfiguration" : CorsConfiguration (p. 5716),
"IntelligentTieringConfigurations" : [ IntelligentTieringConfiguration (p. 5728), ... ],
"InventoryConfigurations" : [ InventoryConfiguration (p. 5729), ... ],
"LifecycleConfiguration" : LifecycleConfiguration (p. 5734),
"LoggingConfiguration" : LoggingConfiguration (p. 5735),
"MetricsConfigurations" : [ MetricsConfiguration (p. 5738), ... ],
"NotificationConfiguration" : NotificationConfiguration (p. 5740),
"ObjectLockConfiguration" : ObjectLockConfiguration (p. 5743),
"ObjectLockEnabled" : Boolean,
"OwnershipControls" : OwnershipControls (p. 5744),
"PublicAccessBlockConfiguration" : PublicAccessBlockConfiguration (p. 5747),
"ReplicationConfiguration" : ReplicationConfiguration (p. 5754),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VersioningConfiguration" : VersioningConfiguration (p. 5794),
"WebsiteConfiguration" : WebsiteConfiguration (p. 5796)
}

}

YAML
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
AccelerateConfiguration:
AccelerateConfiguration (p. 5712)
AccessControl: String
AnalyticsConfigurations:
- AnalyticsConfiguration (p. 5713)
BucketEncryption:
BucketEncryption (p. 5716)
BucketName: String
CorsConfiguration:
CorsConfiguration (p. 5716)
IntelligentTieringConfigurations:
- IntelligentTieringConfiguration (p. 5728)
InventoryConfigurations:
- InventoryConfiguration (p. 5729)
LifecycleConfiguration:
LifecycleConfiguration (p. 5734)
LoggingConfiguration:
LoggingConfiguration (p. 5735)
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MetricsConfigurations:
- MetricsConfiguration (p. 5738)
NotificationConfiguration:
NotificationConfiguration (p. 5740)
ObjectLockConfiguration:
ObjectLockConfiguration (p. 5743)
ObjectLockEnabled: Boolean
OwnershipControls:
OwnershipControls (p. 5744)
PublicAccessBlockConfiguration:
PublicAccessBlockConfiguration (p. 5747)
ReplicationConfiguration:
ReplicationConfiguration (p. 5754)
Tags:
- Tag
VersioningConfiguration:
VersioningConfiguration (p. 5794)
WebsiteConfiguration:
WebsiteConfiguration (p. 5796)

プロパティ
AccelerateConfiguration
Amazon S3 バケットの Transfer Acceleration 状態を設定します。詳細については、Amazon S3 ユー
ザーガイドの「Amazon S3 Transfer Acceleration」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: AccelerateConfiguration (p. 5712)
Update requires: No interruption
AccessControl
バケットに事前定義されたアクセス許可を付与する、既定アクセスコントロールリスト (ACL)。既定
ACL の詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「既定 ACL」をご参照ください。

このプロパティの構文は、Amazon S3 ユーザーガイドに記載されている情報とは異
なることに注意してください。AccessControl プロパティは大文字と小文字が区別さ
れ、Private、PublicRead、PublicReadWrite、AuthenticatedRead、LogDeliveryWrite、BucketOwnerRead、BucketO
のいずれかの値である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AnalyticsConfigurations
Amazon S3 バケットの分析フィルターの構成と分析を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AnalyticsConfiguration (p. 5713) のリスト
Update requires: No interruption
BucketEncryption
Amazon S3 マネージドキー、または SSE-S3 や AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) バケットと
サーバー側暗号化によりデフォルトの暗号化を指定します。Amazon S3 のデフォルトの暗号化機能の
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詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」を
ご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: BucketEncryption (p. 5716)
Update requires: No interruption
BucketName
バケットの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成し、その ID をバ
ケット名として使用します。バケット名には、小文字、数字、ピリオド (.)、ダッシュ (-) のみを含め
ることができ、Amazon S3 バケットの制約と制限に従う必要があります。詳細については、Amazon
S3 ユーザーガイドの「Amazon S3 バケットの名前付けルール」をご参照ください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える場合は、新
しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
CorsConfiguration
AWS S3 バケットのオブジェクトに対するクロスオリジンアクセスの設定について説明します。詳細
については、Amazon S3 ユーザーガイドの「Cross-Origin Resource Sharing の有効化」をご参照くだ
さい。
必須: いいえ
タイプ: CorsConfiguration (p. 5716)
Update requires: No interruption
IntelligentTieringConfigurations
Amazon S3 が Intelligent-Tiering ストレージを処理する方法を定義します。
必須: いいえ
タイプ: IntelligentTieringConfiguration (p. 5728) のリスト
Update requires: No interruption
InventoryConfigurations
Amazon S3 バケットのインベントリ設定を指定します。詳細については、Amazon S3 API リファレ
ンスの「GET バケットインベントリ」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: InventoryConfiguration (p. 5729) のリスト
Update requires: No interruption
LifecycleConfiguration
Amazon S3 バケットのオブジェクトのライフサイクル設定を指定します。詳細については、Amazon
S3 ユーザーガイドの「オブジェクトのライフサイクル管理」をご参照ください。
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必須: いいえ
タイプ: LifecycleConfiguration (p. 5734)
Update requires: No interruption
LoggingConfiguration
ログの保管場所を定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: LoggingConfiguration (p. 5735)
Update requires: No interruption
MetricsConfigurations
Amazon S3 バケットからの CloudWatch リクエストメトリクス (メトリクス設定 ID で指定) のメトリ
クス設定を指定します。既存のメトリック設定を更新する場合は、既存のメトリクス設定がこの設定
に完全に置き換わることに注意してください。保持する必要のある要素を含めなかった場合、それら
の要素は消去されます。詳細については、Amazon S3 API リファレンスの「PUT バケットメトリク
ス」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: MetricsConfiguration (p. 5738) のリスト
Update requires: No interruption
NotificationConfiguration
Amazon S3 がどのようにバケットの通知を処理するかを定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: NotificationConfiguration (p. 5740)
Update requires: No interruption
ObjectLockConfiguration
指定したバケットのオブジェクトロック設定を配置します。デフォルトでは、オブジェクトロック
設定で指定したルールが、指定したバケットに配置されたすべての新しいオブジェクトに適用されま
す。詳細については、「オブジェクトのロック」を参照してください。

Note
• DefaultRetention 設定には、モードと期間の両方が必要です。
• DefaultRetention 期間は Days または Years とすることができますが、いずれかを選
択する必要があります。Days と Years を同時に指定することはできません。
• 新しいバケットに対してのみオブジェクトロックを有効にすることができます。既存のバ
ケットのオブジェクトロックをオンにする場合は、AWS Support にお問い合わせくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: ObjectLockConfiguration (p. 5743)
Update requires: No interruption
ObjectLockEnabled
このバケットでオブジェクトロック設定を有効にするかどうかを示します。バケットに
ObjectLockConfiguration を適用するときに、ObjectLockEnabled を有効にします。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
OwnershipControls
Amazon S3 がどのようにオブジェクト所有権ルールを処理するかを定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: OwnershipControls (p. 5744)
Update requires: No interruption
PublicAccessBlockConfiguration
Amazon S3 がどのようにパブリックアクセスを処理するかを定義する設定。
必須: いいえ
タイプ: PublicAccessBlockConfiguration (p. 5747)
Update requires: No interruption
ReplicationConfiguration
S3 バケット内のオブジェクトをレプリケーションするための設定。レプリケーションを有効にするに
は、VersioningConfiguration プロパティを使用してバージョニングを有効にする必要もありま
す。
Amazon S3 は、レプリケートされたオブジェクトを 1 つのレプリケート先バケットまたは複数のレプ
リケート先バケットに保存できます。レプリケート先バケットが既に存在している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ReplicationConfiguration (p. 5754)
Update requires: No interruption
Tags
この S3 バケットに対するタグ (キーと値のペア) の任意のセット。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VersioningConfiguration
このバケットのすべてのオブジェクトの複数のバージョンを有効にします。バージョニングを有効に
すると、オブジェクトが誤って削除または上書きされるのを防いだり、以前のバージョンを取得でき
るようオブジェクトをアーカイブしたりできます。
必須: いいえ
タイプ: VersioningConfiguration (p. 5794)
Update requires: No interruption
WebsiteConfiguration
バケットを静的ウェブサイトとして設定するために使用する情報。詳細については、「Amazon S3 で
のウェブサイトのホスティング」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: WebsiteConfiguration (p. 5796)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: バケット名。
例: DOC-EXAMPLE-BUCKET
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定されたバケットの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
例: arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET
DomainName
指定されたバケットの IPv4 DNS 名を返します。
例: DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.amazonaws.com
DualStackDomainName
指定されたバケットの IPv6 DNS 名を返します。
例: DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com
デュアルスタックのエンドポイントの詳細については、「Amazon S3 デュアルスタックのエンドポイ
ントを使用する」を参照してください。
RegionalDomainName
指定されたバケットのリージョン別ドメイン名を返します。
例: DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.us-east-2.amazonaws.com
WebsiteURL
指定されたバケットの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントを返します。
例 (IPv4): http://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3-website.us-east-2.amazonaws.com
例 (IPv6): http://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

例
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S3 バケットの作成
次の例では、Retain 削除ポリシーを使用して S3 バケットを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
}
}
}

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET

レプリケーション設定 IAM ロールと S3 バケットの関連付け
次の例では、S3 バケットを作成し、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用してレプ
リケーションバケットに書き込む許可を与えます。循環依存を避けるため、ロールのポリシーは別個の
リソースとして宣言されています。バケットは WorkItemBucketBackupRole ロールによって異なりま
す。ポリシーがロールに含まれる場合、ロールもバケットによって異なります。

JSON
{

"Resources": {
"RecordServiceS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"ReplicationConfiguration": {
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"WorkItemBucketBackupRole",
"Arn"
]
},
"Rules": [
{
"Destination": {
"Bucket": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
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{
},
{

}

]

]

]

"Ref": "AWS::Region"

"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"

]
},
"StorageClass": "STANDARD"

]

}

},
"Id": "Backup",
"Prefix": "",
"Status": "Enabled"

},
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
}

}
},
"WorkItemBucketBackupRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"s3.amazonaws.com"
]
}
}
]
}
}
},
"BucketBackupPolicy": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetReplicationConfiguration",
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
}
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},
{

},
{

]

}

]

}

]

]

"Action": [
"s3:GetObjectVersion",
"s3:GetObjectVersionAcl"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
},
"/*"
]
]
}
]
"Action": [
"s3:ReplicateObject",
"s3:ReplicateDelete"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"
]
]
},
"/*"
]
]
}
]

},
"PolicyName": "BucketBackupPolicy",
"Roles": [
{
"Ref": "WorkItemBucketBackupRole"
}
]
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}

}

}

}

YAML
Resources:
RecordServiceS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
ReplicationConfiguration:
Role: !GetAtt
- WorkItemBucketBackupRole
- Arn
Rules:
- Destination:
Bucket: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
- replicationbucket
StorageClass: STANDARD
Id: Backup
Prefix: ''
Status: Enabled
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
WorkItemBucketBackupRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
Service:
- s3.amazonaws.com
BucketBackupPolicy:
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 's3:GetReplicationConfiguration'
- 's3:ListBucket'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- Action:
- 's3:GetObjectVersion'
- 's3:GetObjectVersionAcl'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
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- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- /*
- Action:
- 's3:ReplicateObject'
- 's3:ReplicateDelete'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
- replicationbucket
- /*
PolicyName: BucketBackupPolicy
Roles:
- !Ref WorkItemBucketBackupRole

ルーティングルールを使用した静的ウェブサイトの設定
この例では、AWS::S3::Bucket's Fn::GetAtt 値を使用して出力を行います。HTTP 404 エラー
イベントが発生した場合、ルーティングルールは EC2 インスタンスにリクエストをリダイレクト
し、そのリダイレクトの report-404/ にオブジェクトキープレフィックスを挿入します。たとえ
ば、ExamplePage.html というページをリクエストした結果が HTTP 404 エラーとなった場合、そのリ
クエストは、指定されたインスタンスの report-404/ExamplePage.html というページにルーティン
グされます。他のすべての HTTP エラーコードの場合、error.html が返されます。
この例では、バケットレベルで CloudWatch リクエストメトリクスを有効にする EntireBucket という
メトリクス設定も指定しています。

JSON
{

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"BucketName": "public-bucket",
"MetricsConfigurations": [
{
"Id": "EntireBucket"
}
],
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html",
"RoutingRules": [
{
"RoutingRuleCondition": {
"HttpErrorCodeReturnedEquals": "404",
"KeyPrefixEquals": "out1/"
},
"RedirectRule": {
"HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
"ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
}
}
]
}
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},
"DeletionPolicy": "Retain"

}

}
},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}
]
]
},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"
}
}

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
BucketName: public-bucket
MetricsConfigurations:
- Id: EntireBucket
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
RoutingRules:
- RoutingRuleCondition:
HttpErrorCodeReturnedEquals: '404'
KeyPrefixEquals: out1/
RedirectRule:
HostName: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com
ReplaceKeyPrefixWith: report-404/
DeletionPolicy: Retain
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
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- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

Cross-Origin Resource Sharing の有効化
以下のサンプルテンプレートは、2 つの Cross-Origin Resource Sharing のルールを使用するパブリック
S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"CorsConfiguration": {
"CorsRules": [
{
"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposedHeaders": [
"Date"
],
"Id": "myCORSRuleId1",
"MaxAge": 3600
},
{
"AllowedHeaders": [
"x-amz-*"
],
"AllowedMethods": [
"DELETE"
],
"AllowedOrigins": [
"http://www.example.com",
"http://www.example.net"
],
"ExposedHeaders": [
"Connection",
"Server",
"Date"
],
"Id": "myCORSRuleId2",
"MaxAge": 1800
}
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
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}

}

}

"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled."

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
CorsConfiguration:
CorsRules:
- AllowedHeaders:
- '*'
AllowedMethods:
- GET
AllowedOrigins:
- '*'
ExposedHeaders:
- Date
Id: myCORSRuleId1
MaxAge: 3600
- AllowedHeaders:
- x-amz-*
AllowedMethods:
- DELETE
AllowedOrigins:
- 'http://www.example.com'
- 'http://www.example.net'
ExposedHeaders:
- Connection
- Server
- Date
Id: myCORSRuleId2
MaxAge: 1800
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled.

S3 オブジェクトのライフサイクルの管理
以下のサンプルテンプレートは、ライフサイクル設定ルールを使用する S3 バケットを示します。この
ルールは、glacier キープレフィックスが付いているすべてのオブジェクトに適用されます。オブジェク
トは、1 日後に Glacier に移行され、1 年後に削除されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
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{

}

}

]

}

"Id": "GlacierRule",
"Prefix": "glacier",
"Status": "Enabled",
"ExpirationInDays": 365,
"Transitions": [
{
"TransitionInDays": 1,
"StorageClass": "GLACIER"
}
]

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
LifecycleConfiguration:
Rules:
- Id: GlacierRule
Prefix: glacier
Status: Enabled
ExpirationInDays: 365
Transitions:
- TransitionInDays: 1
StorageClass: GLACIER
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle configuration.

特定の S3 バケットに対するログアクセスリクエスト
以下のサンプルテンプレートは 2 つの S3 バケットを作成します。LoggingBucket バケットに
は、S3Bucket バケットからのログを保存します。S3Bucket バケットからログを受け取るため、ログ記
録バケットはログ配信の書き込み許可が必要です。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
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"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"LoggingConfiguration": {
"DestinationBucketName": {
"Ref": "LoggingBucket"
},
"LogFilePrefix": "testing-logs"
}
}

},
"LoggingBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "LogDeliveryWrite"
}
}

},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a logging
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
LoggingConfiguration:
DestinationBucketName: !Ref LoggingBucket
LogFilePrefix: testing-logs
LoggingBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: LogDeliveryWrite
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a logging configuration.

SNS トピックへの S3 バケット通知の受信
以下のサンプルテンプレートは、S3 がオブジェクトのレプリカをすべて失った場合に、指定した SNS ト
ピックにイベントを送信する通知設定を含む Amazon S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"NotificationConfiguration": {
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}

}

"TopicConfigurations": [
{
"Topic": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic",
"Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject"
}
]

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
NotificationConfiguration:
TopicConfigurations:
- Topic: 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic'
Event: 's3:ReducedRedundancyLostObject'
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification configuration.

バージョニングを有効にしてオブジェクトを複製する
次の例では、バージョン管理と 2 つのレプリケーションルールを有効にします。ルールは、プレフィック
ス MyPrefix と MyOtherPrefix のいずれかが付いたオブジェクトをコピーし、コピーされたオブジェ
クトを my-replication-bucket という名前のバケットに格納します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
},
"ReplicationConfiguration": {
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role",
"Rules": [
{
"Id": "MyRule1",
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyPrefix",
"Destination": {
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},
{

}

}

}

}

}

]

}

}

"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket",
"StorageClass": "STANDARD"

"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyOtherPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket"
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
ReplicationConfiguration:
Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role'
Rules:
- Id: MyRule1
Status: Enabled
Prefix: MyPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'
StorageClass: STANDARD
- Status: Enabled
Prefix: MyOtherPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'

S3 バケットの分析およびインベントリ設定の指定
次の例では、S3 バケットに対して生成される分析結果とインベントリ結果を指定します。これには、結果
の形式と宛先バケットが含まれます。インベントリのリストでは、各オブジェクトの現在のバージョンが
含まれるレポートが毎週生成されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations",
"Resources": {
"Helper": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AnalyticsConfigurations": [
{
"Id": "AnalyticsConfigurationId",
"StorageClassAnalysis": {
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"DataExport": {
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
"Format": "CSV",
"Prefix": "AnalyticsDestinationPrefix"
},
"OutputSchemaVersion": "V_1"
}

},
"Prefix": "AnalyticsConfigurationPrefix",
"TagFilters": [
{
"Key": "AnalyticsTagKey",
"Value": "AnalyticsTagValue"
}
]

}

}

}

}

}
],
"InventoryConfigurations": [
{
"Id": "InventoryConfigurationId",
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
"Format": "CSV",
"Prefix": "InventoryDestinationPrefix"
},
"Enabled": true,
"IncludedObjectVersions": "Current",
"Prefix": "InventoryConfigurationPrefix",
"ScheduleFrequency": "Weekly"
}
]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations
Resources:
Helper:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AnalyticsConfigurations:
- Id: AnalyticsConfigurationId
StorageClassAnalysis:
DataExport:
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
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- Arn
Format: CSV
Prefix: AnalyticsDestinationPrefix
OutputSchemaVersion: V_1
Prefix: AnalyticsConfigurationPrefix
TagFilters:
- Key: AnalyticsTagKey
Value: AnalyticsTagValue
InventoryConfigurations:
- Id: InventoryConfigurationId
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
- Arn
Format: CSV
Prefix: InventoryDestinationPrefix
Enabled: true
IncludedObjectVersions: Current
Prefix: InventoryConfigurationPrefix
ScheduleFrequency: Weekly

以下の資料も参照してください。
• Amazon S3 テンプレートスニペット

AWS::S3::Bucket AbortIncompleteMultipartUpload
アップロードのすべての部分を完全に削除する前に Amazon S3 によって待機される、不完全なマルチ
パートアップロードの開始からの日数を指定します。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「バ
ケットライフサイクルポリシーを使用した不完全なマルチパートアップロードの停止」をご参照くださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DaysAfterInitiation" : Integer

YAML
DaysAfterInitiation: Integer

プロパティ
DaysAfterInitiation
Amazon S3 で不完全なマルチパートアップロードが停止されるまでの日数を指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket AccelerateConfiguration
Amazon S3 バケットの Transfer Acceleration 状態を設定します。詳細については、Amazon S3 ユーザー
ガイドの Amazon S3 Transfer Acceleration をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccelerationStatus" : String

YAML
AccelerationStatus: String

プロパティ
AccelerationStatus
バケットの Transfer Acceleration 状態を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Enabled | Suspended
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket AccessControlTranslation
これは、クロスアカウントのシナリオ (送信元および送信先バケットの所有者が同じでない) でのみ指定し
ます。また、レプリカの所有権を、送信先バケットを所有している AWS アカウント に変更します。レプ
リケーション設定でこれを指定しない場合、レプリカはソースオブジェクトを所有している同じ AWS ア
カウント によって所有されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Owner" : String
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YAML
Owner: String

プロパティ
Owner
レプリカの所有権を指定します。デフォルト値と有効な値については、Amazon S3 API リファレン
スの「PUT バケットレプリケーション」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Destination
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket AnalyticsConfiguration
Amazon S3 バケットの分析フィルターの構成と分析を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Prefix" : String,
"StorageClassAnalysis" : StorageClassAnalysis (p. 5789),
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5790), ... ]

YAML
Id: String
Prefix: String
StorageClassAnalysis:
StorageClassAnalysis (p. 5789)
TagFilters:
- TagFilter (p. 5790)

プロパティ
Id
アナリティクス設定を識別する ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
分析結果にオブジェクトを含める必要があるプレフィックス。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StorageClassAnalysis
収集されるアクセスパターンに関連するデータが保存され、様々なストレージクラス間のトレードオ
フを分析するために使用できます。
必須: はい
タイプ: StorageClassAnalysis (p. 5789)
Update requires: No interruption
TagFilters
分析フィルターを評価する際に使用するタグ。
分析は、フィルターの基準を満たすオブジェクトのみが含まれます。フィルターが指定されていない
場合、バケットのすべての内容が分析に含まれます。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790) のリスト
Update requires: No interruption

例
S3 バケットの分析およびインベントリ設定の指定
次の例では、S3 バケットに対して生成される分析結果とインベントリ結果を指定します。これには、結果
の形式と宛先バケットが含まれます。インベントリのリストでは、各オブジェクトの現在のバージョンが
含まれるレポートが毎週生成されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations",
"Resources": {
"Helper": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AnalyticsConfigurations": [
{
"Id": "AnalyticsConfigurationId",
"StorageClassAnalysis": {
"DataExport": {
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
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"Format": "CSV",
"Prefix": "AnalyticsDestinationPrefix"

},
"OutputSchemaVersion": "V_1"

}
},
"Prefix": "AnalyticsConfigurationPrefix",
"TagFilters": [
{
"Key": "AnalyticsTagKey",
"Value": "AnalyticsTagValue"
}
]

}

}

}

}

}
],
"InventoryConfigurations": [
{
"Id": "InventoryConfigurationId",
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
"Format": "CSV",
"Prefix": "InventoryDestinationPrefix"
},
"Enabled": true,
"IncludedObjectVersions": "Current",
"Prefix": "InventoryConfigurationPrefix",
"ScheduleFrequency": "Weekly"
}
]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations
Resources:
Helper:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AnalyticsConfigurations:
- Id: AnalyticsConfigurationId
StorageClassAnalysis:
DataExport:
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
- Arn
Format: CSV
Prefix: AnalyticsDestinationPrefix
OutputSchemaVersion: V_1
Prefix: AnalyticsConfigurationPrefix
TagFilters:
- Key: AnalyticsTagKey
Value: AnalyticsTagValue
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InventoryConfigurations:
- Id: InventoryConfigurationId
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
- Arn
Format: CSV
Prefix: InventoryDestinationPrefix
Enabled: true
IncludedObjectVersions: Current
Prefix: InventoryConfigurationPrefix
ScheduleFrequency: Weekly

AWS::S3::Bucket BucketEncryption
Amazon S3 マネージドキー、または SSE-S3 や AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) バケットとサー
バー側暗号化によりデフォルトの暗号化を指定します。Amazon S3 のデフォルトの暗号化機能の詳細につ
いては、Amazon S3 ユーザーガイドの「S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」をご参照くださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ServerSideEncryptionConfiguration" : [ ServerSideEncryptionRule (p. 5785), ... ]

YAML
ServerSideEncryptionConfiguration:
- ServerSideEncryptionRule (p. 5785)

プロパティ
ServerSideEncryptionConfiguration
デフォルトのサーバー側の暗号化設定を指定します。
必須: はい
タイプ: ServerSideEncryptionRule (p. 5785) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket CorsConfiguration
AWS S3 バケットのオブジェクトに対するクロスオリジンアクセスの設定について説明します。詳細につ
いては、Amazon S3 ユーザーガイドの「Cross-Origin Resource Sharing の有効化」をご参照ください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CorsRules" : [ CorsRule (p. 5719), ... ]

YAML
CorsRules:
- CorsRule (p. 5719)

プロパティ
CorsRules
オリジンとメソッドのセット (許可するクロスオリジンアクセス)。設定には、最大 100 のルールを追
加できます。
必須: はい
タイプ: CorsRule (p. 5719) のリスト
Update requires: No interruption

例
Cross-Origin Resource Sharing の有効化
以下のサンプルテンプレートは、2 つの Cross-Origin Resource Sharing のルールを使用するパブリック
S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"CorsConfiguration": {
"CorsRules": [
{
"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposedHeaders": [
"Date"
],
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},
{

}

}

}

]

}

"Id": "myCORSRuleId1",
"MaxAge": 3600
"AllowedHeaders": [
"x-amz-*"
],
"AllowedMethods": [
"DELETE"
],
"AllowedOrigins": [
"http://www.example.com",
"http://www.example.net"
],
"ExposedHeaders": [
"Connection",
"Server",
"Date"
],
"Id": "myCORSRuleId2",
"MaxAge": 1800

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled."
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
CorsConfiguration:
CorsRules:
- AllowedHeaders:
- '*'
AllowedMethods:
- GET
AllowedOrigins:
- '*'
ExposedHeaders:
- Date
Id: myCORSRuleId1
MaxAge: 3600
- AllowedHeaders:
- x-amz-*
AllowedMethods:
- DELETE
AllowedOrigins:
- 'http://www.example.com'
- 'http://www.example.net'
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ExposedHeaders:
- Connection
- Server
- Date
Id: myCORSRuleId2
MaxAge: 1800

Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled.

AWS::S3::Bucket CorsRule
Amazon S3 バケットのクロスオリジンアクセスルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowedHeaders" :
"AllowedMethods" :
"AllowedOrigins" :
"ExposedHeaders" :
"Id" : String,
"MaxAge" : Integer

[
[
[
[

String,
String,
String,
String,

...
...
...
...

],
],
],
],

YAML
AllowedHeaders:
- String
AllowedMethods:
- String
AllowedOrigins:
- String
ExposedHeaders:
- String
Id: String
MaxAge: Integer

プロパティ
AllowedHeaders
Access-Control-Request-Headers ヘッダーに指定されたヘッダー。これらのヘッダーは、
プリフライト OPTIONS リクエストで許可されます。プリフライト OPTIONS リクエストに応答し
て、Amazon S3 は、許可されているすべてのリクエストされたヘッダーを返します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AllowedMethods
オリジンによる実行を許可する HTTP メソッド。
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許容できる値: GET | PUT | HEAD |POST |DELETE
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AllowedOrigins
顧客がバケットにアクセスできる 1 つ以上のオリジン。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ExposedHeaders
顧客がアプリケーションから (たとえば、JavaScript XMLHttpRequest オブジェクトから) アクセス
できるようにするレスポンス内の 1 つ以上のヘッダー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Id
このルールの一意な識別子。値は 255 文字未満にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxAge
指定したリソースについてブラウザがプリフライト応答をキャッシュする時間 (秒数)。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

例
Cross-Origin Resource Sharing の有効化
以下のサンプルテンプレートは、2 つの Cross-Origin Resource Sharing のルールを使用するパブリック
S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
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"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"CorsConfiguration": {
"CorsRules": [
{
"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposedHeaders": [
"Date"
],
"Id": "myCORSRuleId1",
"MaxAge": 3600
},
{
"AllowedHeaders": [
"x-amz-*"
],
"AllowedMethods": [
"DELETE"
],
"AllowedOrigins": [
"http://www.example.com",
"http://www.example.net"
],
"ExposedHeaders": [
"Connection",
"Server",
"Date"
],
"Id": "myCORSRuleId2",
"MaxAge": 1800
}
]
}
}

}

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled."
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
CorsConfiguration:
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CorsRules:
- AllowedHeaders:
- '*'
AllowedMethods:
- GET
AllowedOrigins:
- '*'
ExposedHeaders:
- Date
Id: myCORSRuleId1
MaxAge: 3600
- AllowedHeaders:
- x-amz-*
AllowedMethods:
- DELETE
AllowedOrigins:
- 'http://www.example.com'
- 'http://www.example.net'
ExposedHeaders:
- Connection
- Server
- Date
Id: myCORSRuleId2
MaxAge: 1800

Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with CORS enabled.

AWS::S3::Bucket DataExport
Amazon S3 バケット対し、ストレージクラス分析に関連するデータをエクスポートする方法を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Destination" : Destination (p. 5725),
"OutputSchemaVersion" : String

YAML
Destination:
Destination (p. 5725)
OutputSchemaVersion: String

プロパティ
Destination
分析のためにデータを保存する場所。
必須: はい
タイプ: Destination (p. 5725)
Update requires: No interruption
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OutputSchemaVersion
データをエクスポートするときに使用する出力スキーマのバージョン。V_1 を指定してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: V_1
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket DefaultRetention
指定されたバケットに配置された新しいオブジェクトのデフォルトのオブジェクトロック保持設定を指定
するためのコンテナ要素。

Note
• DefaultRetention 設定には、モードとピリオドの両方が必要です。
• DefaultRetention 期間は Days または Years とすることができますが、いずれかを選択す
る必要があります。Days と Years を同時に指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Days" : Integer,
"Mode" : String,
"Years" : Integer

YAML
Days: Integer
Mode: String
Years: Integer

プロパティ
Days
デフォルトの保持期間に指定する日数。[Object Lock] (オブジェクトロック) がオンの場合は、Mode
を指定し、Days または Years のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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Mode
指定したバケットに配置された新しいオブジェクトに適用するデフォルトのオブジェクトロック保持
モード。[Object Lock] (オブジェクトロック) がオンの場合は、Mode を指定し、Days または Years
のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: COMPLIANCE | GOVERNANCE
Update requires: No interruption
Years
デフォルトの保持期間に指定する年数。[Object Lock] (オブジェクトロック) がオンの場合は、Mode
を指定し、Days または Years のいずれかを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket DeleteMarkerReplication
Amazon S3 が削除マーカーをレプリケートするかどうかを指定します。レプリケーション設定で Filter
を指定する場合は、DeleteMarkerReplication 要素も含める必要があります。Filter に Tag の要
素が含まれている場合は、DeleteMarkerReplication Status を [Disabled] に設定する必要がありま
す。これは、Amazon S3 はタグベースのルールの削除マーカーのレプリケートをサポートしていないため
です。設定例については、「基本ルール設定」を参照してください。
削除マーカーのレプリケーションの詳細については、「基本的なルール設定」を参照してください。

Note
以前のバージョンのレプリケーション設定を使用している場合、Amazon S3 は削除マーカーのレ
プリケーションを異なる方法で処理します。詳細については、「下位互換性」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Status" : String

YAML
Status: String
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プロパティ
Status
削除マーカーをレプリケートするかどうかを示します。

Note
削除マーカーをレプリケートするかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket Destination
Amazon S3 バケットの分析結果または構成結果を公開する場所に関する情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketAccountId" : String,
"BucketArn" : String,
"Format" : String,
"Prefix" : String

YAML
BucketAccountId: String
BucketArn: String
Format: String
Prefix: String

プロパティ
BucketAccountId
送信先 S3 バケットを所有するアカウント ID。アカウント ID が指定されていない場合、所有者はデー
タをエクスポートする前に検証されません。

Note
この値はオプションですが、送信先バケットの所有権が変更された場合に問題を回避できる
ように設定することを強くお勧めします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
BucketArn
データのエクスポート先のバケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Format
データを Amazon S3 にエクスポートするときに使用するファイル形式を指定します。
許容できる値: CSV | ORC | Parquet
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
データをエクスポートするときに使用するプレフィックス。プレフィックスはすべて結果の前に付加
されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket EncryptionConfiguration
レプリケートされたオブジェクトの送信先である Amazon S3 バケットの暗号化関連情報を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReplicaKmsKeyID" : String

YAML
ReplicaKmsKeyID: String

プロパティ
ReplicaKmsKeyID
送信先バケットの AWS Key Management Service (KMS) に保存されているカスタマーマネージド
AWS KMS キー (CMK) の ID (キー ARN またはエイリアス ARN) を指定します。Amazon S3 は、こ
のキーを使用してレプリカオブジェクトを暗号化します。Amazon S3 では、対称カスタマー管理の
KMS キーのみがサポートされます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパー
ガイドの Using symmetric and asymmetric keys を参照してください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket FilterRule
フィルタリングする Amazon S3 オブジェクトキー名と、キー名のサフィックスまたはプレフィックスで
フィルタリングするかどうかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
フィルタリングルールが適用される複数のオブジェクトを識別するオブジェクトキー名のプレフィッ
クスまたはサフィックス。最大長は 1,024 文字です。プレフィックスとサフィックスの重複はサポー
トされていません。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「イベント通知の設定」をご参照
ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: prefix | suffix
Update requires: No interruption
Value
フィルターがオブジェクトキー名で検索する値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket IntelligentTieringConfiguration
Amazon S3 バケットの S3 Intelligent-Tiering 設定を指定します。
S3 Intelligent-Tiering ストレージクラスの詳細については、「アクセスが頻繁なオブジェクトと頻繁ではな
いオブジェクトを自動的に最適化するストレージクラス」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Prefix" : String,
"Status" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5790), ... ],
"Tierings" : [ Tiering (p. 5791), ... ]

YAML
Id: String
Prefix: String
Status: String
TagFilters:
- TagFilter (p. 5790)
Tierings:
- Tiering (p. 5791)

プロパティ
Id
S3 Intelligent-Tiering 設定の識別に使用される ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
ルールの適用先となるオブジェクトのサブセットを特定するオブジェクトキー名のプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
設定のステータスを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
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Update requires: No interruption
TagFilters
キーと値のペアのコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790) のリスト
Update requires: No interruption
Tierings
設定内の S3 Intelligent-Tiering ストレージクラス層のリストを指定します。リストでは、少なくとも 1
つの層を定義する必要があります。リストでは、最大で 2 つの層を指定できます。指定できるのは、
利用可能な AccessTier ARCHIVE_ACCESS と DEEP_ARCHIVE_ACCESS それぞれに 1 つです。

Note
Intelligent-Tiering ストレージクラスに保存されたオブジェクトをアーカイブアクセス層
またはディープアーカイブアクセス層に自動的に移動する場合、必要なのはバケットで
Intelligent-Tiering 設定を有効にすることだけです。
必須: はい
タイプ: 階層 (p. 5791)のリスト
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket InventoryConfiguration
Amazon S3 バケットのインベントリ設定を指定します。詳細については、Amazon S3 API リファレン
スの「GET バケットインベントリ」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Destination" : Destination (p. 5725),
"Enabled" : Boolean,
"Id" : String,
"IncludedObjectVersions" : String,
"OptionalFields" : [ String, ... ],
"Prefix" : String,
"ScheduleFrequency" : String

YAML
Destination:
Destination (p. 5725)
Enabled: Boolean
Id: String
IncludedObjectVersions: String
OptionalFields:
- String
Prefix: String
ScheduleFrequency: String
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プロパティ
Destination
インベントリ結果を発行する場所に関する情報が含まれています。
必須: はい
タイプ: Destination (p. 5725)
Update requires: No interruption
Enabled
インベントリが有効か無効かを指定します。True に設定した場合、インベントリのリストが生成さ
れます。False に設定した場合、インベントリのリストは生成されません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Id
インベントリ設定を識別するために使用する ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IncludedObjectVersions
インベントリリストに含めるオブジェクトのバージョン。All に設定した場合、リスト
はすべてのオブジェクトバージョンを含みます。これにより、バージョン関連フィールド
VersionId、IsLatest、および DeleteMarker がリストに追加されます。Current に設定した場
合、リストにはこれらのバージョン関連のフィールドは含まれません。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: All | Current
Update requires: No interruption
OptionalFields
インベントリ結果に含まれるオプションのフィールドが含まれています。
有効な値: Size | LastModifiedDate | StorageClass | ETag | IsMultipartUploaded
| ReplicationStatus | EncryptionStatus | ObjectLockRetainUntilDate |
ObjectLockMode | ObjectLockLegalHoldStatus | IntelligentTieringAccessTier |
BucketKeyStatus
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Prefix
インベントリフィルターのプレフィックスを指定します。
API バージョン 2010-05-15
5730

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3

必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ScheduleFrequency
インベントリ結果の生成用のスケジュールを指定します。
許可される値: Daily | Weekly
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
S3 バケットの分析およびインベントリ設定の指定
次の例では、S3 バケットに対して生成される分析結果とインベントリ結果を指定します。これには、結果
の形式と宛先バケットが含まれます。インベントリのリストでは、各オブジェクトの現在のバージョンが
含まれるレポートが毎週生成されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations",
"Resources": {
"Helper": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AnalyticsConfigurations": [
{
"Id": "AnalyticsConfigurationId",
"StorageClassAnalysis": {
"DataExport": {
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
"Format": "CSV",
"Prefix": "AnalyticsDestinationPrefix"
},
"OutputSchemaVersion": "V_1"
}
},
"Prefix": "AnalyticsConfigurationPrefix",
"TagFilters": [
{
"Key": "AnalyticsTagKey",
"Value": "AnalyticsTagValue"
}
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}

}

}

}

}

]

],
"InventoryConfigurations": [
{
"Id": "InventoryConfigurationId",
"Destination": {
"BucketArn": {
"Fn::GetAtt": [
"Helper",
"Arn"
]
},
"Format": "CSV",
"Prefix": "InventoryDestinationPrefix"
},
"Enabled": true,
"IncludedObjectVersions": "Current",
"Prefix": "InventoryConfigurationPrefix",
"ScheduleFrequency": "Weekly"
}
]

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 Bucket with Inventory and Analytics Configurations
Resources:
Helper:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AnalyticsConfigurations:
- Id: AnalyticsConfigurationId
StorageClassAnalysis:
DataExport:
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
- Arn
Format: CSV
Prefix: AnalyticsDestinationPrefix
OutputSchemaVersion: V_1
Prefix: AnalyticsConfigurationPrefix
TagFilters:
- Key: AnalyticsTagKey
Value: AnalyticsTagValue
InventoryConfigurations:
- Id: InventoryConfigurationId
Destination:
BucketArn: !GetAtt
- Helper
- Arn
Format: CSV
Prefix: InventoryDestinationPrefix
Enabled: true
IncludedObjectVersions: Current
Prefix: InventoryConfigurationPrefix
ScheduleFrequency: Weekly
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AWS::S3::Bucket LambdaConfiguration
呼び出す AWS Lambda 関数と、関数を呼び出すイベントを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Event" : String,
"Filter" : NotificationFilter (p. 5742),
"Function" : String

YAML
Event: String
Filter:
NotificationFilter (p. 5742)
Function: String

プロパティ
Event
AWS Lambda 関数を呼び出す Amazon S3 バケットのイベント。詳細については、Amazon S3 ユー
ザーガイドの「サポートされるイベントタイプ」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Filter
AWS Lambda 関数を呼び出すオブジェクトを決定するフィルタリングルール。たとえば、Amazon S3
バケットにオブジェクトが追加されたとき、.jpg 拡張子を持つイメージファイルのみが関数を呼び
出すようにするフィルターを作成できます。
必須: いいえ
タイプ: NotificationFilter (p. 5742)
Update requires: No interruption
Function
AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) で、指定されたイベントタイプが発生すると
Amazon S3 が呼び出します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket LifecycleConfiguration
Amazon S3 バケットのオブジェクトのライフサイクル設定を指定します。詳細については、Amazon S3
ユーザーガイドの「オブジェクトのライフサイクル管理」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ Rule (p. 5778), ... ]

YAML
Rules:
- Rule (p. 5778)

プロパティ
Rules
Amazon S3 バケット内の各オブジェクトのライフサイクルルール。
必須: はい
タイプ: Rule (p. 5778) のリスト
Update requires: No interruption

例
S3 オブジェクトのライフサイクルの管理
以下のサンプルテンプレートは、ライフサイクル設定ルールを使用する S3 バケットを示します。この
ルールは、glacier キープレフィックスが付いているすべてのオブジェクトに適用されます。オブジェク
トは、1 日後に Glacier に移行され、1 年後に削除されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
{
"Id": "GlacierRule",
"Prefix": "glacier",
"Status": "Enabled",
"ExpirationInDays": 365,
"Transitions": [
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}

}

]

}

]

}

"TransitionInDays": 1,
"StorageClass": "GLACIER"

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
LifecycleConfiguration:
Rules:
- Id: GlacierRule
Prefix: glacier
Status: Enabled
ExpirationInDays: 365
Transitions:
- TransitionInDays: 1
StorageClass: GLACIER
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle configuration.

AWS::S3::Bucket LoggingConfiguration
ログの保管場所と Amazon S3 がバケットのすべてのログのオブジェクトキーに割り当てるプレフィック
スを記述します。詳細については、Amazon S3 API リファレンスの「PUT バケットのログ記録」をご参照
ください。

Note
AWS::S3::Bucket LoggingConfiguration リクエストを正常に完了するには、IAM 許可で
s3:PutObject および s3:PutObjectAcl が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DestinationBucketName" : String,
"LogFilePrefix" : String

YAML
DestinationBucketName: String
LogFilePrefix: String

プロパティ
DestinationBucketName
Amazon S3 がサーバーのアクセスログファイルを保存するバケットの名前。ログファイルは、自分が
所有する任意のバケットに保存できます。デフォルトでは、LoggingConfiguration プロパティが
定義されているバケットにログが保存されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LogFilePrefix
すべてログのオブジェクトキーのプレフィックス。複数の Amazon S3 バケットからのログファイル
を単一のバケットに保存した場合、どのログファイルがどのバケットから来たものかをプレフィック
スを使用して識別できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
特定の S3 バケットに対するログアクセスリクエスト
以下のサンプルテンプレートは 2 つの S3 バケットを作成します。LoggingBucket バケットに
は、S3Bucket バケットからのログを保存します。S3Bucket バケットからログを受け取るため、ログ記
録バケットはログ配信の書き込み許可が必要です。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"LoggingConfiguration": {
"DestinationBucketName": {
"Ref": "LoggingBucket"
},
"LogFilePrefix": "testing-logs"
}
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}
},
"LoggingBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "LogDeliveryWrite"
}
}

},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a logging
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
LoggingConfiguration:
DestinationBucketName: !Ref LoggingBucket
LogFilePrefix: testing-logs
LoggingBucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: LogDeliveryWrite
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a logging configuration.

AWS::S3::Bucket Metrics
レプリケーションメトリクスとイベントを有効にするレプリケーションメトリクス関連の設定を指定する
コンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EventThreshold" : ReplicationTimeValue (p. 5772),
"Status" : String

YAML
EventThreshold:
ReplicationTimeValue (p. 5772)
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Status: String

プロパティ
EventThreshold
s3:Replication:OperationMissedThreshold イベントの発行に関する時間しきい値を指定す
るコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: ReplicationTimeValue (p. 5772)
Update requires: No interruption
Status
レプリケーションメトリクスを有効にするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket MetricsConfiguration
Amazon S3 バケットからの CloudWatch リクエストメトリクス (メトリクス設定 ID で指定) のメトリクス
設定を指定します。既存のメトリック設定を更新する場合は、既存のメトリクス設定がこの設定に完全に
置き換わることに注意してください。保持する必要のある要素を含めなかった場合、それらの要素は消去
されます。例については、「AWS# S3#Bucket」を参照してください。詳細については、Amazon S3 API
リファレンスの「PUT バケットメトリクス」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Id" : String,
"Prefix" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5790), ... ]

YAML
Id: String
Prefix: String
TagFilters:
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- TagFilter (p. 5790)

プロパティ
Id
メトリクス設定を識別するために使用する ID。これは、メトリクス設定の識別に役立つ任意の値を選
択できます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
オブジェクトがメトリクスの結果に含まれるために必要なプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TagFilters
メトリクス設定のフィルターとして使用するタグフィルターのリストを指定します。メトリクス設定
には、フィルターの条件に一致するオブジェクトのみが含まれます。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790) のリスト
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket NoncurrentVersionTransition
最新でないオブジェクトがSTANDARD_IA、ONEZONE_IA、INTELLIGENT_TIERING、GLACIER、または
DEEP_ARCHIVE ストレージクラスに移行する時期を記述する移行ルールのコンテナ。バケットでバージョ
ニングが有効な場合 (またはバージョニングが停止している場合)、このアクションを設定して、オブジェ
クトの有効期限の特定のクラスで STANDARD_IA、ONEZONE_IA、INTELLIGENT_TIERING、GLACIER、
または DEEP_ARCHIVE ストレージクラスに Amazon S3 が最新ではないオブジェクトのバージョンを移行
するように要求できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StorageClass" : String,
"TransitionInDays" : Integer
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YAML
StorageClass: String
TransitionInDays: Integer

プロパティ
StorageClass
オブジェクトを保存するために使用される、ストレージのクラス。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DEEP_ARCHIVE | GLACIER | INTELLIGENT_TIERING | ONEZONE_IA |
STANDARD_IA
Update requires: No interruption
TransitionInDays
Amazon S3 で関連付けられたアクションが実行されるまでオブジェクトが最新でなくなってからの日
数を指定します。最新でなくなってからの日数の計算に関する詳細については、Amazon S3 ユーザー
ガイドの「オブジェクトが最新でなくなってからの期間を Amazon S3 が計算する方法」をご参照く
ださい。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket NotificationConfiguration
Amazon S3 バケットの通知設定を記述します。

Note
対象リソース、および同じテンプレートの関連するアクセス権限を作成すると、循環依存が発生
する場合があります。
例えば、AWS::Lambda::Permission リソースを使用してバケットに AWS Lambda 関数を呼
び出す許可を付与するとします。ただし、AWS CloudFormation は、バケットに関数を呼び出す
許可がない限り、バケットを作成できません (AWS CloudFormation はバケットが関数を呼び出せ
るかどうかを確認します)。Refs を使用してバケット名を渡すと、循環依存が発生します。
この循環依存を避けるには、通知設定を指定しないですべてのリソースを作成します。次に、通
知設定でスタックを更新します。
アクセス許可の詳細については、「AWS::Lambda::Permission」 および「送信先にイベント通知
メッセージを発行するためのアクセス許可の付与」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LambdaConfigurations" : [ LambdaConfiguration (p. 5733), ... ],
"QueueConfigurations" : [ QueueConfiguration (p. 5748), ... ],
"TopicConfigurations" : [ TopicConfiguration (p. 5792), ... ]
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YAML
LambdaConfigurations:
- LambdaConfiguration (p. 5733)
QueueConfigurations:
- QueueConfiguration (p. 5748)
TopicConfigurations:
- TopicConfiguration (p. 5792)

プロパティ
LambdaConfigurations
呼び出す AWS Lambda 関数と、関数を呼び出すイベントを記述します。
必須: いいえ
タイプ: LambdaConfiguration (p. 5733) のリスト
Update requires: No interruption
QueueConfigurations
メッセージを発行する Amazon Simple Queue Service キューと、メッセージを発行するイベント。
必須: いいえ
タイプ: QueueConfiguration (p. 5748) のリスト
Update requires: No interruption
TopicConfigurations
通知の送信先となるトピックと通知を生成するイベント。
必須: いいえ
タイプ: TopicConfiguration (p. 5792) のリスト
Update requires: No interruption

例
SNS トピックへの S3 バケット通知の受信
以下のサンプルテンプレートは、S3 がオブジェクトのレプリカをすべて失った場合に、指定した SNS ト
ピックにイベントを送信する通知設定を含む Amazon S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"NotificationConfiguration": {
"TopicConfigurations": [
{
"Topic": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic",
"Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject"
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}

}

]

}

}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
NotificationConfiguration:
TopicConfigurations:
- Topic: 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic'
Event: 's3:ReducedRedundancyLostObject'
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification configuration.

AWS::S3::Bucket NotificationFilter
オブジェクトキー名によるフィルタリングルールを指定します。キー名のフィルタリングの詳細について
は、Amazon S3 ユーザーガイドの「イベント通知の設定」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Key" : S3KeyFilter (p. 5783)

YAML
S3Key:
S3KeyFilter (p. 5783)

プロパティ
S3Key
ルールをフィルタリングするオブジェクトキュー名のプレフィックスとサフィックスのコンテナ。
必須: はい
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タイプ: S3KeyFilter (p. 5783)
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ObjectLockConfiguration
指定したバケットのオブジェクトロック設定を配置します。デフォルトでは、オブジェクトロック設定で
指定したルールが、指定したバケットに配置されたすべての新しいオブジェクトに適用されます。詳細に
ついては、「オブジェクトのロック」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ObjectLockEnabled" : String,
"Rule" : ObjectLockRule (p. 5744)

YAML
ObjectLockEnabled: String
Rule:
ObjectLockRule (p. 5744)

プロパティ
ObjectLockEnabled
このバケットでオブジェクトロック設定を有効にするかどうかを示します。バケットに
ObjectLockConfiguration を適用するときに、ObjectLockEnabled を有効にします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Enabled
Update requires: No interruption
Rule
指定したオブジェクトのオブジェクトロック規則を指定します。バケットに
ObjectLockConfiguration を適用するときに、このルールを有効にします。[Object Lock] (オブ
ジェクトロック) がオンになっている場合、バケット設定には Mode と、Days または Years のいず
れかの期間の両方が必要です。Days と Years を同時に指定することはできません。詳細について
は、ObjectLockRule および DefaultRetention を参照してください。
必須: 条件付き
タイプ: ObjectLockRule (p. 5744)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例
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AWS::S3::Bucket ObjectLockRule
指定したオブジェクトのオブジェクトロック規則を指定します。バケットに
ObjectLockConfiguration を適用するときに、このルールを有効にします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultRetention" : DefaultRetention (p. 5723)

YAML
DefaultRetention:
DefaultRetention (p. 5723)

プロパティ
DefaultRetention
指定したバケットに配置された新しいオブジェクトに適用するデフォルトのオブジェクトロック保
持モードと期間。[Object Lock] (オブジェクトロック) がオンになっている場合、バケット設定には
Mode と、Days または Years のいずれかの期間の両方が必要です。Days と Years を同時に指定す
ることはできません。モードと期間の許容値の詳細については、DefaultRetention を参照してくださ
い。
必須: 条件付き
タイプ: DefaultRetention (p. 5723)
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket OwnershipControls
オブジェクト所有権規則のコンテナ要素を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ OwnershipControlsRule (p. 5745), ... ]

YAML
Rules:
- OwnershipControlsRule (p. 5745)
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プロパティ
Rules
オブジェクト所有権規則のコンテナ要素を指定します。
必須: はい
タイプ: OwnershipControlsRule (p. 5745) の一覧
Update requires: No interruption

例
オブジェクトの所有権
次の例は、オブジェクトの所有権が BucketOwnerPreferred に設定されていることを示しています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"OwnershipControls": {
"Rules": [
{
"ObjectOwnership": "BucketOwnerPreferred"
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
OwnershipControls:
Rules:
- ObjectOwnership: BucketOwnerPreferred

AWS::S3::Bucket OwnershipControlsRule
オブジェクト所有権規則を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ObjectOwnership" : String

YAML
ObjectOwnership: String

プロパティ
ObjectOwnership
オブジェクト所有権規則を指定します。
許可される値: ObjectWriter | BucketOwnerPreferred
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
オブジェクトの所有権
次の例は、オブジェクトの所有権が BucketOwnerPreferred に設定されていることを示しています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"OwnershipControls": {
"Rules": [
{
"ObjectOwnership": "BucketOwnerPreferred"
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
OwnershipControls:
Rules:
- ObjectOwnership: BucketOwnerPreferred
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AWS::S3::Bucket PublicAccessBlockConfiguration
この Amazon S3 バケットに適用する PublicAccessBlock 設定。設定オプションは任意の組み合わせで
有効にできます。Amazon S3 がバケットまたはオブジェクトをパブリックとみなす場合の詳細について
は、Amazon S3 ユーザーガイドの「『パブリック』の意味」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockPublicAcls" : Boolean,
"BlockPublicPolicy" : Boolean,
"IgnorePublicAcls" : Boolean,
"RestrictPublicBuckets" : Boolean

YAML
BlockPublicAcls: Boolean
BlockPublicPolicy: Boolean
IgnorePublicAcls: Boolean
RestrictPublicBuckets: Boolean

プロパティ
BlockPublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリックアクセスコントロールリ
スト (ACL) をブロックするかどうかを指定します。この要素を TRUE に設定すると、次のように動作
します。
• 指定された ACL がパブリックの場合、PUT Bucket acl 呼び出しと PUT Object acl 呼び出しは失敗
します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Object 呼び出しは失敗します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Bucket 呼び出しは失敗します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーまたは ACL には影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
BlockPublicPolicy
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーをブロックするかどうかを指定します。
この要素を TRUE に設定すると、指定されたバケットポリシーでパブリックアクセスが許可されてい
る場合、Amazon S3 は PUT Bucket ポリシーへの呼び出しを拒否します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーには影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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IgnorePublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリック ACL を無視するかどう
かを指定します。この要素を TRUE に設定すると、Amazon S3 はこのバケットおよびこのバケットの
オブジェクトのすべてのパブリック ACL を無視します。
この設定を有効にしても、既存の ACL の永続性には影響せず、新しいパブリック ACL の設定も妨げ
られません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RestrictPublicBuckets
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーを制限するかどうかを指定します。この
要素を TRUE に設定すると、バケットにパブリックポリシーがある場合、このバケットへのアクセス
は、AWS のサービス プリンシパルとこのアカウント内の承認されたユーザーのみに制限されます。
この設定を有効にしても、特定のアカウントへのパブリックではない委任を含む、パブリックバケッ
トポリシー内のパブリックおよびクロスアカウントアクセスがブロックされることを除いて、以前に
保存されたバケットポリシーには影響しません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket QueueConfiguration
指定したイベントが Amazon S3 によって検出されたときに Amazon Simple Queue Service (Amazon
SQS) キューにメッセージを発行するための設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Event" : String,
"Filter" : NotificationFilter (p. 5742),
"Queue" : String

YAML
Event: String
Filter:
NotificationFilter (p. 5742)
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Queue: String

プロパティ
Event
メッセージを Amazon SQS に発行する Amazon S3 バケットのイベント。詳細については、Amazon
S3 ユーザーガイドの「サポートされるイベントタイプ」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Filter
通知がトリガーされるオブジェクトを決定するフィルタリングルール。例えば、.jpg 拡張子の画像
ファイルがバケットに追加された場合にのみ、Amazon S3 が通知を送信するようにフィルターを作成
できます。
必須: いいえ
タイプ: NotificationFilter (p. 5742)
Update requires: No interruption
Queue
指定されたタイプのイベントを検出したときに Amazon S3 がメッセージを発行する Amazon SQS
キューの Amazon リソースネーム (ARN)。SQS キューをイベント通知送信先として有効にする
と、FIFO キューは許可されません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket RedirectAllRequestsTo
Amazon S3 のウェブサイトエンドポイントに対するすべてのリクエストのリダイレクト動作を指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HostName" : String,
"Protocol" : String

YAML
HostName: String
Protocol: String
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プロパティ
HostName
リクエストがリダイレクトされるホストの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Protocol
リクエストをリダイレクトするときに使用するプロトコル。デフォルトでは、元のリクエストのプロ
トコルが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: http | https
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket RedirectRule
リクエストがリダイレクトされる方法を指定します。別途エラーが発生した場合に返されるエラーコード
を指定できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HostName" : String,
"HttpRedirectCode" : String,
"Protocol" : String,
"ReplaceKeyPrefixWith" : String,
"ReplaceKeyWith" : String

YAML
HostName: String
HttpRedirectCode: String
Protocol: String
ReplaceKeyPrefixWith: String
ReplaceKeyWith: String

プロパティ
HostName
リダイレクトリクエストで使用するホスト名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption
HttpRedirectCode
レスポンス時に使用する HTTP リダイレクトコード。同レベルの要素の 1 つが存在する場合は省略可
能です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Protocol
リクエストをリダイレクトするときに使用するプロトコル。デフォルトでは、元のリクエストのプロ
トコルが使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: http | https
Update requires: No interruption
ReplaceKeyPrefixWith
リダイレクトリクエストで使用するオブジェクトキープレフィックス。例えば、プレフィッ
クス docs/ (docs/ フォルダ内のオブジェクト) を持つすべてのページのリクエストを
documents/ にリダイレクトするには、KeyPrefixEquals を docs/ に、リダイレクトセット
ReplaceKeyPrefixWith を /documents に設定してブロックの条件を設定できます。同レベルの
要素の 1 つが存在する場合は省略可能です。ReplaceKeyWith が指定されていない場合にのみ存在
することができます。

Important
XML リクエストを使用するときは、特殊文字 (改行など) を含むオブジェクトキーを置き換え
る必要があります。詳細については、「XML 関連のオブジェクトキーの制約」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ReplaceKeyWith
リダイレクトリクエストで実際に使用するオブジェクトキー。例えば、リクエストを
error.html にリダイレクトします。同レベルの要素の 1 つが存在する場合は省略可能で
す。ReplaceKeyPrefixWith が指定されていない場合にのみ存在することができます。

Important
XML リクエストを使用するときは、特殊文字 (改行など) を含むオブジェクトキーを置き換え
る必要があります。詳細については、「XML 関連のオブジェクトキーの制約」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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例
ルーティングルールを使用した静的ウェブサイトの設定
この例では、AWS::S3::Bucket's Fn::GetAtt 値を使用して出力を行います。HTTP 404 エラー
イベントが発生した場合、ルーティングルールは EC2 インスタンスにリクエストをリダイレクト
し、そのリダイレクトの report-404/ にオブジェクトキープレフィックスを挿入します。たとえ
ば、ExamplePage.html というページをリクエストした結果が HTTP 404 エラーとなった場合、そのリ
クエストは、指定されたインスタンスの report-404/ExamplePage.html というページにルーティン
グされます。他のすべての HTTP エラーコードの場合、error.html が返されます。
この例では、バケットレベルで CloudWatch リクエストメトリクスを有効にする EntireBucket という
メトリクス設定も指定しています。

JSON
{

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"BucketName": "public-bucket",
"MetricsConfigurations": [
{
"Id": "EntireBucket"
}
],
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html",
"RoutingRules": [
{
"RoutingRuleCondition": {
"HttpErrorCodeReturnedEquals": "404",
"KeyPrefixEquals": "out1/"
},
"RedirectRule": {
"HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
"ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
}
}
]
}
},
"DeletionPolicy": "Retain"
}
},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
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]

}

}

}

]

"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}

},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
BucketName: public-bucket
MetricsConfigurations:
- Id: EntireBucket
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
RoutingRules:
- RoutingRuleCondition:
HttpErrorCodeReturnedEquals: '404'
KeyPrefixEquals: out1/
RedirectRule:
HostName: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com
ReplaceKeyPrefixWith: report-404/
DeletionPolicy: Retain
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

AWS::S3::Bucket ReplicaModifications
レプリカの変更を選択するために指定できるフィルタ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Status" : String

YAML
Status: String

プロパティ
Status
Amazon S3 がレプリカに変更をレプリケートするかどうかを指定します。
許可される値: Enabled | Disabled
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ReplicationConfiguration
レプリケーションルールのコンテナ。最大 1,000 個のルールを追加できます。レプリケーション設定の最
大サイズは 2 MB です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Role" : String,
"Rules" : [ ReplicationRule (p. 5762), ... ]

YAML
Role: String
Rules:
- ReplicationRule (p. 5762)

プロパティ
Role
オブジェクトのレプリケーション時に Amazon S3 が取得する AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「レ
プリケーションの設定方法」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Rules
1 つ以上のレプリケーションルールのコンテナ。レプリケーション設定には最低 1 つのルールが存在
する必要があり、最大 1,000 件のルールを含めることができます。
必須: はい
タイプ: ReplicationRule (p. 5762) のリスト
Update requires: No interruption

例
レプリケーション設定 IAM ロールと S3 バケットの関連付け
次の例では、S3 バケットを作成し、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用してレプ
リケーションバケットに書き込む許可を与えます。循環依存を避けるため、ロールのポリシーは別個の
リソースとして宣言されています。バケットは WorkItemBucketBackupRole ロールによって異なりま
す。ポリシーがロールに含まれる場合、ロールもバケットによって異なります。

JSON
{

"Resources": {
"RecordServiceS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"ReplicationConfiguration": {
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"WorkItemBucketBackupRole",
"Arn"
]
},
"Rules": [
{
"Destination": {
"Bucket": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"
]
]
}
]
]
},
"StorageClass": "STANDARD"
},
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]

}

"Id": "Backup",
"Prefix": "",
"Status": "Enabled"

},
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
}

}
},
"WorkItemBucketBackupRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"s3.amazonaws.com"
]
}
}
]
}
}
},
"BucketBackupPolicy": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetReplicationConfiguration",
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
}
]
]
}
]
},
{
"Action": [
"s3:GetObjectVersion",
"s3:GetObjectVersionAcl"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
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[

},
{

]

}

}

}

}

}

}

]

]

]

"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
},
"/*"

"Action": [
"s3:ReplicateObject",
"s3:ReplicateDelete"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"
]
]
},
"/*"
]
]
}
]

},
"PolicyName": "BucketBackupPolicy",
"Roles": [
{
"Ref": "WorkItemBucketBackupRole"
}
]

YAML
Resources:
RecordServiceS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
ReplicationConfiguration:
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Role: !GetAtt
- WorkItemBucketBackupRole
- Arn
Rules:
- Destination:
Bucket: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
- replicationbucket
StorageClass: STANDARD
Id: Backup
Prefix: ''
Status: Enabled
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
WorkItemBucketBackupRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
Service:
- s3.amazonaws.com
BucketBackupPolicy:
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 's3:GetReplicationConfiguration'
- 's3:ListBucket'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- Action:
- 's3:GetObjectVersion'
- 's3:GetObjectVersionAcl'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- /*
- Action:
- 's3:ReplicateObject'
- 's3:ReplicateDelete'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
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- replicationbucket
- /*
PolicyName: BucketBackupPolicy
Roles:
- !Ref WorkItemBucketBackupRole

バージョニングを有効にしてオブジェクトを複製する
次の例では、バージョン管理と 2 つのレプリケーションルールを有効にします。ルールは、プレフィック
ス MyPrefix と MyOtherPrefix のいずれかが付いたオブジェクトをコピーし、コピーされたオブジェ
クトを my-replication-bucket という名前のバケットに格納します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
},
"ReplicationConfiguration": {
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role",
"Rules": [
{
"Id": "MyRule1",
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket",
"StorageClass": "STANDARD"
}
},
{
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyOtherPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket"
}
}
]
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
ReplicationConfiguration:
Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role'
Rules:
- Id: MyRule1
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Status: Enabled
Prefix: MyPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'
StorageClass: STANDARD
- Status: Enabled
Prefix: MyOtherPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'

AWS::S3::Bucket ReplicationDestination
S3 レプリケーション時間コントロール (S3 RTC) の有効化など、レプリケーション送信先とその設定に関
する情報のコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccessControlTranslation" : AccessControlTranslation (p. 5712),
"Account" : String,
"Bucket" : String,
"EncryptionConfiguration" : EncryptionConfiguration (p. 5726),
"Metrics" : Metrics (p. 5737),
"ReplicationTime" : ReplicationTime (p. 5771),
"StorageClass" : String

YAML
AccessControlTranslation:
AccessControlTranslation (p. 5712)
Account: String
Bucket: String
EncryptionConfiguration:
EncryptionConfiguration (p. 5726)
Metrics:
Metrics (p. 5737)
ReplicationTime:
ReplicationTime (p. 5771)
StorageClass: String

プロパティ
AccessControlTranslation
これは、クロスアカウントのシナリオ (送信元および送信先バケットの所有者が同じでない) でのみ指
定します。また、レプリカの所有権を、送信先バケットを所有している AWS アカウント に変更しま
す。レプリケーション設定でこれを指定しない場合、レプリカはソースオブジェクトを所有している
同じ AWS アカウント によって所有されます。
必須: いいえ
タイプ: AccessControlTranslation (p. 5712)
Update requires: No interruption
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Account
送信先バケット所有者のアカウント ID。クロスアカウントシナリオで
は、AccessControlTranslation プロパティを指定して、レプリカの所有権を、送信先バケット
を所有している AWS account に変更するように Amazon S3 に指示する場合、これは送信先バケッ
ト所有者のアカウント ID になります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「クロスリー
ジョンレプリケーション追加設定: レプリカの所有者の変更」をご参照ください。
AccessControlTranslation プロパティを指定した場合、Account プロパティが必要になりま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Bucket
Amazon S3 で結果を保存するバケットの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
EncryptionConfiguration
暗号化関連情報を指定します。
必須: いいえ
タイプ: EncryptionConfiguration (p. 5726)
Update requires: No interruption
Metrics
レプリケーションメトリクスとイベントを有効にするレプリケーションメトリクス関連の設定を指定
するコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: メトリクス (p. 5737)
Update requires: No interruption
ReplicationTime
S3 RTC が有効かどうか、すべてのオブジェクト、およびオブジェクトに対するオペレーションを
レプリケートする必要がある時間など、S3 Replication Time Control (S3 RTC) を指定するコンテ
ナ。Metrics ブロックと一緒に指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ReplicationTime (p. 5771)
Update requires: No interruption
StorageClass
S3 標準や低冗長化など、オブジェクトをレプリケーションするときに使用するストレージクラス。デ
フォルトでは、Amazon S3 はコピー元オブジェクトのストレージクラスを使用してオブジェクトレプ
リカを作成します。
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有効な値については、Amazon S3 API リファレンスの「PUT バケットレプリケーション」アクション
の StorageClass 要素をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DEEP_ARCHIVE | GLACIER | INTELLIGENT_TIERING | ONEZONE_IA |
OUTPOSTS | REDUCED_REDUNDANCY | STANDARD | STANDARD_IA
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ReplicationRule
レプリケートする Amazon S3 オブジェクトとそれらを保存する場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DeleteMarkerReplication" : DeleteMarkerReplication (p. 5724),
"Destination" : ReplicationDestination (p. 5760),
"Filter" : ReplicationRuleFilter (p. 5770),
"Id" : String,
"Prefix" : String,
"Priority" : Integer,
"SourceSelectionCriteria" : SourceSelectionCriteria (p. 5788),
"Status" : String

YAML
DeleteMarkerReplication:
DeleteMarkerReplication (p. 5724)
Destination:
ReplicationDestination (p. 5760)
Filter:
ReplicationRuleFilter (p. 5770)
Id: String
Prefix: String
Priority: Integer
SourceSelectionCriteria:
SourceSelectionCriteria (p. 5788)
Status: String

プロパティ
DeleteMarkerReplication
Amazon S3 が削除マーカーをレプリケートするかどうかを指定します。レプリケーション設定で
Filter を指定する場合は、DeleteMarkerReplication 要素も含める必要があります。Filter
に Tag の要素が含まれている場合は、DeleteMarkerReplication Status を [Disabled] に設定す
る必要があります。これは、Amazon S3 はタグベースのルールの削除マーカーのレプリケートをサ
ポートしていないためです。設定例については、「基本ルール設定」を参照してください。
削除マーカーのレプリケーションの詳細については、「基本的なルール設定」を参照してください。
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Note
以前のバージョンのレプリケーション設定を使用している場合、Amazon S3 は削除マーカー
のレプリケーションを異なる方法で処理します。詳細については、「下位互換性」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: DeleteMarkerReplication (p. 5724)
Update requires: No interruption
Destination
S3 レプリケーション時間コントロール (S3 RTC) の有効化など、レプリケーション送信先とその設定
に関する情報のコンテナ。
必須: はい
タイプ: ReplicationDestination (p. 5760)
Update requires: No interruption
Filter
レプリケーションルールが適用されるオブジェクトのサブセットを特定するフィルタ。Filter に
は、Prefix、TagFilter、または And 子要素を 1 つのみ指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: ReplicationRuleFilter (p. 5770)
Update requires: No interruption
Id
ルール用の一意の識別子。最大値は 255 文字です。値を指定しない場合、AWS CloudFormation によ
りランダムな ID が生成されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
ルールの適用先となる 1 つまたは複数のオブジェクトを特定するオブジェクトキー名のプレフィック
ス。プレフィックスの最大長は 1,024 文字です。バケット内のすべてのオブジェクトを含めるには、
空の文字列を指定します。

Important
XML リクエストを使用するときは、特殊文字 (改行など) を含むオブジェクトキーを置き換え
る必要があります。詳細については、「XML 関連のオブジェクトキーの制約」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Priority
優先度は、複数のレプリケーションルールが競合する際に優先するルールを示します。Amazon S3
は、すべてのレプリケーションルールに従ってオブジェクトをレプリケートしようと試みます。ただ
し、同じレプリケート先バケットを持つルールが 2 つ以上ある場合は、優先度が最も高いルールに
従ってオブジェクトがレプリケートされます。数値が大きいほど、優先度が高くなります。
詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「レプリケーション」 をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
SourceSelectionCriteria
レプリケートするソースオブジェクトの識別で追加のフィルターを記述するコンテナ。これらのオブ
ジェクトのレプリケーションを有効または無効にする選択ができます。
必須: いいえ
タイプ: SourceSelectionCriteria (p. 5788)
Update requires: No interruption
Status
ルールが有効かどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption

例
レプリケーション設定 IAM ロールと S3 バケットの関連付け
次の例では、S3 バケットを作成し、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用してレプ
リケーションバケットに書き込む許可を与えます。循環依存を避けるため、ロールのポリシーは別個の
リソースとして宣言されています。バケットは WorkItemBucketBackupRole ロールによって異なりま
す。ポリシーがロールに含まれる場合、ロールもバケットによって異なります。

JSON
{

"Resources": {
"RecordServiceS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"DeletionPolicy": "Retain",
"Properties": {
"ReplicationConfiguration": {
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"WorkItemBucketBackupRole",
"Arn"
]
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},
"Rules": [
{
"Destination": {
"Bucket": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"
]
]
}
]
]
},
"StorageClass": "STANDARD"
},
"Id": "Backup",
"Prefix": "",
"Status": "Enabled"
}
]

},
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
}

}
},
"WorkItemBucketBackupRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"s3.amazonaws.com"
]
}
}
]
}
}
},
"BucketBackupPolicy": {
"Type": "AWS::IAM::Policy",
"Properties": {
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
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"s3:GetReplicationConfiguration",
"s3:ListBucket"

},
{

},
{

],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
}
]
]
}
]
"Action": [
"s3:GetObjectVersion",
"s3:GetObjectVersionAcl"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "RecordServiceS3Bucket"
},
"/*"
]
]
}
]
"Action": [
"s3:ReplicateObject",
"s3:ReplicateDelete"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
{
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Fn::Join": [
"-",
[
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"replicationbucket"
]
]
},
"/*"
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]

}

}

}

}

}

]

}

]

]

},
"PolicyName": "BucketBackupPolicy",
"Roles": [
{
"Ref": "WorkItemBucketBackupRole"
}
]

YAML
Resources:
RecordServiceS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
DeletionPolicy: Retain
Properties:
ReplicationConfiguration:
Role: !GetAtt
- WorkItemBucketBackupRole
- Arn
Rules:
- Destination:
Bucket: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
- replicationbucket
StorageClass: STANDARD
Id: Backup
Prefix: ''
Status: Enabled
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
WorkItemBucketBackupRole:
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 'sts:AssumeRole'
Effect: Allow
Principal:
Service:
- s3.amazonaws.com
BucketBackupPolicy:
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- 's3:GetReplicationConfiguration'
- 's3:ListBucket'
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Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- Action:
- 's3:GetObjectVersion'
- 's3:GetObjectVersionAcl'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref RecordServiceS3Bucket
- /*
- Action:
- 's3:ReplicateObject'
- 's3:ReplicateDelete'
Effect: Allow
Resource:
- !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Join
- '-'
- - !Ref 'AWS::Region'
- !Ref 'AWS::StackName'
- replicationbucket
- /*
PolicyName: BucketBackupPolicy
Roles:
- !Ref WorkItemBucketBackupRole

バージョニングを有効にしてオブジェクトを複製する
次の例では、バージョン管理と 2 つのレプリケーションルールを有効にします。ルールは、プレフィック
ス MyPrefix と MyOtherPrefix のいずれかが付いたオブジェクトをコピーし、コピーされたオブジェ
クトを my-replication-bucket という名前のバケットに格納します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
},
"ReplicationConfiguration": {
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role",
"Rules": [
{
"Id": "MyRule1",
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket",
"StorageClass": "STANDARD"
}
},
{
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}

}

}

}

}

]

}

"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyOtherPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket"
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
ReplicationConfiguration:
Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role'
Rules:
- Id: MyRule1
Status: Enabled
Prefix: MyPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'
StorageClass: STANDARD
- Status: Enabled
Prefix: MyOtherPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'

AWS::S3::Bucket ReplicationRuleAndOperator
ルールフィルタを指定するためのコンテナ。フィルタにより、ルールが適用されるオブジェクトのサブ
セットが特定されます。この要素は、複数のフィルタを指定する場合にのみ必要です。
以下に例を示します。
• Prefix と TagFilter の両方を指定する場合は、これらのフィルタを And タグで囲みます。
• 複数のタグに基づいてフィルタを指定する場合は、TagFilter 要素を And タグで囲みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Prefix" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5790), ... ]

YAML
Prefix: String
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TagFilters:
- TagFilter (p. 5790)

プロパティ
Prefix
ルールの適用先となるオブジェクトのサブセットを特定するオブジェクトキー名のプレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TagFilters
キーと値のペアを含むタグの配列。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ReplicationRuleFilter
レプリケーションルールが適用されるオブジェクトのサブセットを特定するフィルタ。Filter に
は、Prefix、TagFilter、または And 子要素を 1 つのみ指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"And" : ReplicationRuleAndOperator (p. 5769),
"Prefix" : String,
"TagFilter" : TagFilter (p. 5790)

YAML
And:
ReplicationRuleAndOperator (p. 5769)
Prefix: String
TagFilter:
TagFilter (p. 5790)

プロパティ
And
ルールフィルタを指定するためのコンテナ。フィルタにより、ルールが適用されるオブジェクトのサ
ブセットが特定されます。この要素は、複数のフィルタを指定する場合にのみ必要です。以下に例を
示します。
• Prefix と TagFilter の両方を指定する場合は、これらのフィルタを And タグで囲みます。
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• 複数のタグに基づいてフィルタを指定する場合は、TagFilter 要素を And タグで囲みます。
必須: いいえ
タイプ: ReplicationRuleAndOperator (p. 5769)
Update requires: No interruption
Prefix
ルールの適用先となるオブジェクトのサブセットを特定するオブジェクトキー名のプレフィックス。

Important
XML リクエストを使用するときは、特殊文字 (改行など) を含むオブジェクトキーを置き換え
る必要があります。詳細については、「XML 関連のオブジェクトキーの制約」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TagFilter
タグのキーと値を指定するためのコンテナ。
ルールは、タグセットにタグが含まれるオブジェクトにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790)
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ReplicationTime
S3 RTC が有効かどうか、すべてのオブジェクト、およびオブジェクトに対するオペレーションをレプ
リケートする必要がある時間など、S3 Replication Time Control (S3 RTC) 関連の情報を指定するコンテ
ナ。Metrics ブロックと一緒に指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Status" : String,
"Time" : ReplicationTimeValue (p. 5772)

YAML
Status: String
Time:
ReplicationTimeValue (p. 5772)

API バージョン 2010-05-15
5771

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3

プロパティ
Status
レプリケーション時間を有効にするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption
Time
すべてのオブジェクト、およびオブジェクトに対するオペレーションのレプリケーションが完了する
までの時間を指定するコンテナ。
必須: はい
タイプ: ReplicationTimeValue (p. 5772)
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket ReplicationTimeValue
S3 Replication Time Control (S3 RTC) およびレプリケーションメトリクス EventThreshold の時間値を
指定するコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Minutes" : Integer

YAML
Minutes: Integer

プロパティ
Minutes
時間を分単位で指定する整数が含まれています。
有効な値: 15
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket RoutingRule
リダイレクトの動作と、リダイレクトが適用されるタイミングを指定します。ルーティングルールの詳細
については、Amazon S3 ユーザーガイドの「高度な条件付きリダイレクトの設定」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RedirectRule" : RedirectRule (p. 5750),
"RoutingRuleCondition" : RoutingRuleCondition (p. 5775)

YAML
RedirectRule:
RedirectRule (p. 5750)
RoutingRuleCondition:
RoutingRuleCondition (p. 5775)

プロパティ
RedirectRule
リダイレクト情報のコンテナ。リクエストを別のホストまたはページにリダイレクトするか、または
別のプロトコルを使用してリダイレクトできます。別途エラーが発生した場合に返されるエラーコー
ドを指定できます。
必須: はい
タイプ: RedirectRule (p. 5750)
Update requires: No interruption
RoutingRuleCondition
条件を記述するためのコンテナ。この条件が満たされているときに、指定されたリダイレクトが適
用されます。たとえば、1 を選択します。リクエストが /docs フォルダのページに必要な場合、/
documents フォルダにリダイレクトします。2.リクエストの結果が HTTP エラー 4xx になった場
合、リクエストを別のホストにリダイレクトして、エラーを処理する可能性があります。
必須: いいえ
タイプ: RoutingRuleCondition (p. 5775)
Update requires: No interruption

例
ルーティングルールを使用した静的ウェブサイトの設定
この例では、AWS::S3::Bucket's Fn::GetAtt 値を使用して出力を行います。HTTP 404 エラー
イベントが発生した場合、ルーティングルールは EC2 インスタンスにリクエストをリダイレクト
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し、そのリダイレクトの report-404/ にオブジェクトキープレフィックスを挿入します。たとえ
ば、ExamplePage.html というページをリクエストした結果が HTTP 404 エラーとなった場合、そのリ
クエストは、指定されたインスタンスの report-404/ExamplePage.html というページにルーティン
グされます。他のすべての HTTP エラーコードの場合、error.html が返されます。
この例では、バケットレベルで CloudWatch リクエストメトリクスを有効にする EntireBucket という
メトリクス設定も指定しています。

JSON
{

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"BucketName": "public-bucket",
"MetricsConfigurations": [
{
"Id": "EntireBucket"
}
],
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html",
"RoutingRules": [
{
"RoutingRuleCondition": {
"HttpErrorCodeReturnedEquals": "404",
"KeyPrefixEquals": "out1/"
},
"RedirectRule": {
"HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
"ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
}
}
]
}
},
"DeletionPolicy": "Retain"
}
},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}

API バージョン 2010-05-15
5774

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3

]

}

}

}

]

},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
BucketName: public-bucket
MetricsConfigurations:
- Id: EntireBucket
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
RoutingRules:
- RoutingRuleCondition:
HttpErrorCodeReturnedEquals: '404'
KeyPrefixEquals: out1/
RedirectRule:
HostName: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com
ReplaceKeyPrefixWith: report-404/
DeletionPolicy: Retain
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

AWS::S3::Bucket RoutingRuleCondition
条件を記述するためのコンテナ。この条件が満たされているときに、指定されたリダイレクトが適用され
ます。たとえば、1 を選択します。リクエストが /docs フォルダのページに必要な場合、/documents
フォルダにリダイレクトします。2.リクエストの結果が HTTP エラー 4xx になった場合、リクエストを別
のホストにリダイレクトして、エラーを処理する可能性があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"HttpErrorCodeReturnedEquals" : String,
"KeyPrefixEquals" : String
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YAML
HttpErrorCodeReturnedEquals: String
KeyPrefixEquals: String

プロパティ
HttpErrorCodeReturnedEquals
リダイレクトが適用される際の HTTP エラーコード。エラーが発生した場合に、エラーコードがこの
値と等しい場合は、指定されたリダイレクトが適用されます。
親エレメント Condition が指定され、同レベルの要素 KeyPrefixEquals が指定されていない場合
に必須です。両方を指定した場合、リダイレクトが適用されるためには両方が真である必要がありま
す。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KeyPrefixEquals
リダイレクトが適用されるオブジェクトキー名のプレフィックス。たとえば、ExamplePage.html
のリクエストをリダイレクトするには、キープレフィックスを ExamplePage.html に設定します。
プレフィックスが docs/ であるすべてのページのリクエストをリダイレクトするには、キープレ
フィックスは /docs になります。この場合、ドキュメント/フォルダ内のすべてのオブジェクトが対
象となります。
親エレメント Condition が指定され、同レベルの要素 HttpErrorCodeReturnedEquals が指定
されていない場合に必須です。両方の条件を指定した場合、リダイレクトが適用されるためには両方
が真である必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
ルーティングルールを使用した静的ウェブサイトの設定
この例では、AWS::S3::Bucket's Fn::GetAtt 値を使用して出力を行います。HTTP 404 エラー
イベントが発生した場合、ルーティングルールは EC2 インスタンスにリクエストをリダイレクト
し、そのリダイレクトの report-404/ にオブジェクトキープレフィックスを挿入します。たとえ
ば、ExamplePage.html というページをリクエストした結果が HTTP 404 エラーとなった場合、そのリ
クエストは、指定されたインスタンスの report-404/ExamplePage.html というページにルーティン
グされます。他のすべての HTTP エラーコードの場合、error.html が返されます。
この例では、バケットレベルで CloudWatch リクエストメトリクスを有効にする EntireBucket という
メトリクス設定も指定しています。

JSON
{

"Resources": {
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"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"BucketName": "public-bucket",
"MetricsConfigurations": [
{
"Id": "EntireBucket"
}
],
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html",
"RoutingRules": [
{
"RoutingRuleCondition": {
"HttpErrorCodeReturnedEquals": "404",
"KeyPrefixEquals": "out1/"
},
"RedirectRule": {
"HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
"ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
}
}
]
}
},
"DeletionPolicy": "Retain"
}

}

},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}
]
]
},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"
}
}

YAML
Resources:
S3Bucket:
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Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
BucketName: public-bucket
MetricsConfigurations:
- Id: EntireBucket
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
RoutingRules:
- RoutingRuleCondition:
HttpErrorCodeReturnedEquals: '404'
KeyPrefixEquals: out1/
RedirectRule:
HostName: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com
ReplaceKeyPrefixWith: report-404/
DeletionPolicy: Retain
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

AWS::S3::Bucket Rule
Amazon S3 バケットのライフサイクルルールを指定します。詳細については、Amazon S3 API リファレ
ンスの「PUT バケットのライフサイクルの設定」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AbortIncompleteMultipartUpload" : AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5711),
"ExpirationDate" : Timestamp,
"ExpirationInDays" : Integer,
"ExpiredObjectDeleteMarker" : Boolean,
"Id" : String,
"NoncurrentVersionExpirationInDays" : Integer,
"NoncurrentVersionTransition" : NoncurrentVersionTransition (p. 5739),
"NoncurrentVersionTransitions" : [ NoncurrentVersionTransition (p. 5739), ... ],
"Prefix" : String,
"Status" : String,
"TagFilters" : [ TagFilter (p. 5790), ... ],
"Transition" : Transition (p. 5793),
"Transitions" : [ Transition (p. 5793), ... ]

YAML
AbortIncompleteMultipartUpload:
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AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5711)
ExpirationDate: Timestamp
ExpirationInDays: Integer
ExpiredObjectDeleteMarker: Boolean
Id: String
NoncurrentVersionExpirationInDays: Integer
NoncurrentVersionTransition:
NoncurrentVersionTransition (p. 5739)
NoncurrentVersionTransitions:
- NoncurrentVersionTransition (p. 5739)
Prefix: String
Status: String
TagFilters:
- TagFilter (p. 5790)
Transition:
Transition (p. 5793)
Transitions:
- Transition (p. 5793)

プロパティ
AbortIncompleteMultipartUpload
Amazon S3 バケットへの不完全なマルチパートアップロードを停止するライフサイクルルールを指定
します。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5711)
Update requires: No interruption
ExpirationDate
Amazon S3 と Amazon S3 Glacier からオブジェクトが削除される時期を示します。日付値は ISO
8601 形式であることが必要です。この時刻は常に午前 0 時 (UTC) となります。有効期限および移行
時期を指定する場合には、どちらのプロパティにも同じ時間単位 (日数または日付) を使用する必要が
あります。このほか、有効期限は、移行時期よりも後にする必要があります。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: タイムスタンプ
Update requires: No interruption
ExpirationInDays
オブジェクトが作成されてから、Amazon S3 および Amazon S3 Glacier から削除されるまでの日数を
示します。有効期限および移行時期を指定する場合には、どちらのプロパティにも同じ時間単位 (日数
または日付) を使用する必要があります。このほか、有効期限は、移行時期よりも後にする必要があり
ます。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
ExpiredObjectDeleteMarker
Amazon S3 が、最新でないバージョンなしで、削除マーカーを削除するかどうかを示しま
す。true に設定すると、最新でないバージョンがない場合、削除マーカーが削除されます。これは
ExpirationInDays、ExpirationDate、または TagFilters で指定することはできません 。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Id
ルール用の一意の識別子。値は 255 文字未満にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NoncurrentVersionExpirationInDays
バージョニングが有効な (または一時停止された) バケットでは、オブジェクトの新しいバージョンが
バケットにアップロードされてから、オブジェクトの旧バージョンが期限切れになるまでの時間を日
単位で指定します。オブジェクトバージョンが期限切れになると、Amazon S3 により完全に削除され
ます。移行時期と有効期限を指定する場合、有効期限を移行時期の後にする必要があります。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
NoncurrentVersionTransition
(廃止) バージョニングが有効な (または一時停止された) バケットでは、以前のオブジェクト
が指定されたストレージクラスに移行する時期を移行指定します。移行時期と有効期限を指
定する場合、有効期限を移行時期の後にする必要があります。このプロパティを指定した場
合、NoncurrentVersionTransitions プロパティを指定しないでください。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: NoncurrentVersionTransition (p. 5739)
Update requires: No interruption
NoncurrentVersionTransitions
バージョニングが有効な (または一時停止された) バケットの場合、以前のオブジェクトが指定
されたストレージクラスに移行する時期を指定する 1 つ以上の移行ルール。移行時期と有効期限
を指定する場合、有効期限を移行時期の後にする必要があります。このプロパティを指定した場
合、NoncurrentVersionTransition プロパティを指定しないでください。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
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必須: 条件付き
タイプ: NoncurrentVersionTransition (p. 5739) のリスト
Update requires: No interruption
Prefix
このルールを適用するオブジェクトを 1 つ以上特定するオブジェクトキープレフィックス。

Important
XML リクエストを使用するときは、特殊文字 (改行など) を含むオブジェクトキーを置き換え
る必要があります。詳細については、「XML 関連のオブジェクトキーの制約」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
Enabled の場合は、ルールが現在適用中です。Disabled の場合は、ルールが現在適用されていませ
ん。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption
TagFilters
ライフサイクルルールが適用されるオブジェクトのサブセットを識別するために使用するタグ。
必須: いいえ
タイプ: TagFilter (p. 5790) のリスト
Update requires: No interruption
Transition
(廃止) オブジェクトが指定されたストレージクラスに移行する時期を指定します。有効期限および移
行時期を指定する場合には、どちらのプロパティにも同じ時間単位 (日数または日付) を使用する必要
があります。このほか、有効期限は、移行時期よりも後にする必要があります。このプロパティを指
定した場合、Transitions プロパティを指定しないでください。

AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: Transition (p. 5793)
Update requires: No interruption
Transitions
オブジェクトが指定されたストレージクラスにいつ移行するかを指定する 1 つ以上の移行ルール。有
効期限および移行時期を指定する場合には、どちらのプロパティにも同じ時間単位 (日数または日付)
を使用する必要があります。このほか、有効期限は、移行時期よりも後にする必要があります。この
プロパティを指定した場合、Transition プロパティを指定しないでください。
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AbortIncompleteMultipartUpload、ExpirationDate、ExpirationInDays、NoncurrentVersionExpi
のプロパティのうち、少なくとも 1 つは指定が必要です。
必須: 条件付き
タイプ: Transition (p. 5793) のリスト
Update requires: No interruption

例
S3 オブジェクトのライフサイクルの管理
以下のサンプルテンプレートは、ライフサイクル設定ルールを使用する S3 バケットを示します。この
ルールは、glacier キープレフィックスが付いているすべてのオブジェクトに適用されます。オブジェク
トは、1 日後に Glacier に移行され、1 年後に削除されます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
{
"Id": "GlacierRule",
"Prefix": "glacier",
"Status": "Enabled",
"ExpirationInDays": 365,
"Transitions": [
{
"TransitionInDays": 1,
"StorageClass": "GLACIER"
}
]
}
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
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S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
LifecycleConfiguration:
Rules:
- Id: GlacierRule
Prefix: glacier
Status: Enabled
ExpirationInDays: 365
Transitions:
- TransitionInDays: 1
StorageClass: GLACIER
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a lifecycle configuration.

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket S3KeyFilter
ルールをフィルタリングするオブジェクトキュー名のプレフィックスとサフィックスのコンテナ。

Note
同じタイプのフィルタルールを複数回使用することはできません。たとえば、2 つのプレフィッ
クスルールを指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ FilterRule (p. 5727), ... ]

YAML
Rules:
- FilterRule (p. 5727)

プロパティ
Rules
フィルタリングルールの基準を定義するキーと値のペアのコンテナのリスト。
必須: はい
タイプ: FilterRule (p. 5727) のリスト
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket ServerSideEncryptionByDefault
デフォルトのサーバー側の暗号化を記述して、バケット内の新しいオブジェクトに適用します。PUT
Object リクエストでサーバー側の暗号化が指定されない場合は、このデフォルトのサーバー側の暗号化が
適用されます。詳細については、Amazon S3 API リファレンスの「PUT バケットの暗号化」をご参照くだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KMSMasterKeyID" : String,
"SSEAlgorithm" : String

YAML
KMSMasterKeyID: String
SSEAlgorithm: String

プロパティ
KMSMasterKeyID
デフォルトの暗号化に使用する KMS マスターキー ID。このパラメータは、SSEAlgorithm が
aws:kms の場合に使用できます。
CMK のキー ID または Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ただし、クロスアカウント操作
で暗号化を使用する場合は、完全修飾 CMK ARN を使用する必要があります。詳細については、「ク
ロスアカウント操作での暗号化の使用」を参照してください。
以下に例を示します。
• キー ID: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• キー ARN: arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Important
Amazon S3 では、対称 KMS キーのみがサポートされ、非対称 KMS キーはサポートされま
せん。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの対称キーと非
対称キーの使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SSEAlgorithm
デフォルト暗号化に使用するサーバー側の暗号化アルゴリズム。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AES256 | aws:kms
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Update requires: No interruption

例
デフォルト暗号化を備えたバケットの作成
次の例では、サーバー側のバケット暗号化が設定されたバケットを作成します。この例では、KMS マネー
ジド型キーを使用します。代わりに、Amazon S3 Bucket ServerSideEncryptionByDefault プロパティを変
更して、S3 マネージド型キーを使用することもできます。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 bucket with default encryption",
"Resources": {
"EncryptedS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": {
"Fn::Sub": "encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}"
},
"BucketEncryption": {
"ServerSideEncryptionConfiguration": [
{
"ServerSideEncryptionByDefault": {
"SSEAlgorithm": "aws:kms",
"KMSMasterKeyID": "KMS-KEY-ARN"
}
}
]
}
},
"DeletionPolicy": "Delete"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 bucket with default encryption
Resources:
EncryptedS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
BucketName: !Sub 'encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}'
BucketEncryption:
ServerSideEncryptionConfiguration:
- ServerSideEncryptionByDefault:
SSEAlgorithm: 'aws:kms'
KMSMasterKeyID: KMS-KEY-ARN
DeletionPolicy: Delete

AWS::S3::Bucket ServerSideEncryptionRule
デフォルトのサーバー側の暗号化設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"BucketKeyEnabled" : Boolean,
"ServerSideEncryptionByDefault" : ServerSideEncryptionByDefault (p. 5784)

YAML
BucketKeyEnabled: Boolean
ServerSideEncryptionByDefault:
ServerSideEncryptionByDefault (p. 5784)

プロパティ
BucketKeyEnabled
Amazon S3 が、バケット内の新しいオブジェクトに対して KMS (SSE-KMS) を使用したサーバー側の
暗号化で S3 バケットキーを使用すべきかどうかを指定します。既存のオブジェクトは影響を受けま
せん。BucketKeyEnabled 要素を true に設定すると、Amazon S3 は S3 バケットキーを使用しま
す。デフォルトでは、S3 バケットキーは有効になっていません。
詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「Amazon S3 バケットキー」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ServerSideEncryptionByDefault
デフォルトのサーバー側の暗号化を指定して、バケット内の新しいオブジェクトに適用します。PUT
Object リクエストでサーバー側の暗号化が指定されない場合は、このデフォルトのサーバー側の暗号
化が適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ServerSideEncryptionByDefault (p. 5784)
Update requires: No interruption

例
デフォルト暗号化を備えたバケットの作成
次の例では、サーバー側のバケット暗号化が設定されたバケットを作成します。この例では、KMS マネー
ジド型キーを使用します。代わりに、Amazon S3 Bucket ServerSideEncryptionByDefault プロパティを変
更して、S3 マネージド型キーを使用することもできます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 bucket with default encryption",
"Resources": {
"EncryptedS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": {
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"Fn::Sub": "encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}"
},
"BucketEncryption": {
"ServerSideEncryptionConfiguration": [
{
"ServerSideEncryptionByDefault": {
"SSEAlgorithm": "aws:kms",
"KMSMasterKeyID": "KMS-KEY-ARN"
}
}
]
}

}

}

}

},
"DeletionPolicy": "Delete"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 bucket with default encryption
Resources:
EncryptedS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
BucketName: !Sub 'encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}'
BucketEncryption:
ServerSideEncryptionConfiguration:
- ServerSideEncryptionByDefault:
SSEAlgorithm: 'aws:kms'
KMSMasterKeyID: KMS-KEY-ARN
DeletionPolicy: Delete

S3 バケットキーでの KMS サーバー側の暗号化を使用したバケットの作成
次の例では、S3 バケットキーで AWS KMS サーバー側の暗号化を使用して、デフォルトの暗号化を指定
するバケットを作成します。この例では、カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "S3 bucket with default encryption using SSE-KMS with an S3 Bucket Key",
"Resources": {
"EncryptedS3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": {
"Fn::Sub": "encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}"
},
"BucketEncryption": {
"ServerSideEncryptionConfiguration": [
{
"ServerSideEncryptionByDefault": {
"SSEAlgorithm": "aws:kms",
"KMSMasterKeyID": "KMS-KEY-ARN"
},
"BucketKeyEnabled": true
}
]
}
},
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}

}

}

"DeletionPolicy": "Delete"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: S3 bucket with default encryption using SSE-KMS with an S3 Bucket Key
Resources:
EncryptedS3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
BucketName: !Sub 'encryptedbucket-${AWS::Region}-${AWS::AccountId}'
BucketEncryption:
ServerSideEncryptionConfiguration:
- ServerSideEncryptionByDefault:
SSEAlgorithm: 'aws:kms'
KMSMasterKeyID: KMS-KEY-ARN
BucketKeyEnabled: true
DeletionPolicy: Delete

AWS::S3::Bucket SourceSelectionCriteria
レプリケートするソースオブジェクトの識別で追加のフィルターを記述するコンテナ。これらのオブジェ
クトのレプリケーションを有効または無効にする選択ができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ReplicaModifications" : ReplicaModifications (p. 5753),
"SseKmsEncryptedObjects" : SseKmsEncryptedObjects (p. 5789)

YAML
ReplicaModifications:
ReplicaModifications (p. 5753)
SseKmsEncryptedObjects:
SseKmsEncryptedObjects (p. 5789)

プロパティ
ReplicaModifications
レプリカの変更を選択するために指定できるフィルタ。
必須: いいえ
タイプ: ReplicaModifications (p. 5753)
Update requires: No interruption
SseKmsEncryptedObjects
AWS KMS で暗号化された Amazon S3 オブジェクトの選択に関するフィルター情報のコンテナ。
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必須: いいえ
タイプ: SseKmsEncryptedObjects (p. 5789)
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket SseKmsEncryptedObjects
AWS KMS で暗号化された S3 オブジェクトの選択に関するフィルター情報のコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Status" : String

YAML
Status: String

プロパティ
Status
Amazon S3 が AWS Key Management Service に保存されている AWS KMS キーを使用してサーバー
側の暗号化で作成されたオブジェクトをレプリケートするかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption

AWS::S3::Bucket StorageClassAnalysis
Amazon S3 バケットの異なるストレージクラス間でのトレードオフを分析するために収集され、利用可能
になるアクセスパターンに関連するデータを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DataExport" : DataExport (p. 5722)

YAML
DataExport:
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DataExport (p. 5722)

プロパティ
DataExport
Amazon S3 バケット対し、ストレージクラス分析に関連するデータをエクスポートする方法を指定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: DataExport (p. 5722)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket TagFilter
プロパティタイプで、Amazon S3 バケット内のオブジェクトのサブセットを識別するために使用するタグ
を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグ値。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket Tiering
S3 Intelligent-Tiering ストレージクラスは、オペレーション上のオーバーヘッドを追加で発生させることな
く、最もコスト効率の高いストレージアクセス階層に自動的にデータを移動することで、ストレージコス
トを最小限に抑えるように設計されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AccessTier" : String,
"Days" : Integer

YAML
AccessTier: String
Days: Integer

プロパティ
AccessTier
S3 Intelligent-Tiering アクセス層。S3 Intelligent-Tiering ストレージクラスのアクセス層の一覧につい
ては、「アクセスが頻繁なオブジェクトと頻繁ではないオブジェクトを自動的に最適化するストレー
ジクラス」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ARCHIVE_ACCESS | DEEP_ARCHIVE_ACCESS
Update requires: No interruption
Days
オブジェクトが、対応する階層に移行する資格が与えられるまでのアクセスなしの連続日数。アーカ
イブアクセス層に指定する最小日数は 90 日以上、ディープアーカイブアクセス層は 180 日以上にす
る必要があります。最大は2年 (730日) までです。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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AWS::S3::Bucket TopicConfiguration
指定したイベントが Amazon S3 によって検出されたときに Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) トピックにメッセージを発行するための設定を指定するためのコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Event" : String,
"Filter" : NotificationFilter (p. 5742),
"Topic" : String

YAML
Event: String
Filter:
NotificationFilter (p. 5742)
Topic: String

プロパティ
Event
通知の送信先に関する Amazon S3 バケットイベント。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイ
ドの「サポートされるイベントタイプ」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Filter
通知を送信するオブジェクトを決定するフィルタリングルール。たとえば、.jpg 拡張子の画像ファ
イルがバケットに追加された場合にのみ、Amazon S3 が通知を送信するようにフィルターを作成でき
ます。
必須: いいえ
タイプ: NotificationFilter (p. 5742)
Update requires: No interruption
Topic
指定されたタイプのイベントを検出したときに Amazon S3 がメッセージを発行する Amazon SNS ト
ピックの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

例
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SNS トピックへの S3 バケット通知の受信
以下のサンプルテンプレートは、S3 がオブジェクトのレプリカをすべて失った場合に、指定した SNS ト
ピックにイベントを送信する通知設定を含む Amazon S3 バケットを示します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "Private",
"NotificationConfiguration": {
"TopicConfigurations": [
{
"Topic": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic",
"Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject"
}
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"BucketName": {
"Value": {
"Ref": "S3Bucket"
},
"Description": "Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification
configuration."
}
}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: Private
NotificationConfiguration:
TopicConfigurations:
- Topic: 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TestTopic'
Event: 's3:ReducedRedundancyLostObject'
Outputs:
BucketName:
Value: !Ref S3Bucket
Description: Name of the sample Amazon S3 bucket with a notification configuration.

AWS::S3::Bucket Transition
オブジェクトが指定されたストレージクラスに移行する時期を指定します。Amazon S3 ライフサイクル設
定ルールの詳細については、Amazon S3 ユーザーガイド の 「Amazon S3 Lifecycle を使用したオブジェク
トの移行」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"StorageClass" : String,
"TransitionDate" : Timestamp,
"TransitionInDays" : Integer

YAML
StorageClass: String
TransitionDate: Timestamp
TransitionInDays: Integer

プロパティ
StorageClass
オブジェクトの移行先となるストレージクラス。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: DEEP_ARCHIVE | GLACIER | INTELLIGENT_TIERING | ONEZONE_IA |
STANDARD_IA
Update requires: No interruption
TransitionDate
指定されたストレージクラスにオブジェクトがいつ移行するかを示します。日付値は ISO 8601 形式
であることが必要です。この時刻は常に午前 0 時 (UTC) となります。
必須: 条件付き
タイプ: タイムスタンプ
Update requires: No interruption
TransitionInDays
オブジェクトが、その作成後、指定されたストレージクラスに移行するまでの日数を示します。値は
正の整数である必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::S3::Bucket 例

AWS::S3::Bucket VersioningConfiguration
Amazon S3 bucket バケットリソースのバージョニング状態を記述します。詳細については、Amazon S3
API リファレンスの「PUT バケットのバージョニング」をご参照ください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Status" : String

YAML
Status: String

プロパティ
Status
バケットのバージョニング状態。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Enabled | Suspended
Update requires: No interruption

例
バージョニングを有効にしてオブジェクトを複製する
次の例では、バージョン管理と 2 つのレプリケーションルールを有効にします。ルールは、プレフィック
ス MyPrefix と MyOtherPrefix のいずれかが付いたオブジェクトをコピーし、コピーされたオブジェ
クトを my-replication-bucket という名前のバケットに格納します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"VersioningConfiguration": {
"Status": "Enabled"
},
"ReplicationConfiguration": {
"Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role",
"Rules": [
{
"Id": "MyRule1",
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket",
"StorageClass": "STANDARD"
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},
{

}

}

}

}

}

]

}

}
"Status": "Enabled",
"Prefix": "MyOtherPrefix",
"Destination": {
"Bucket": "arn:aws:s3:::my-replication-bucket"
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
VersioningConfiguration:
Status: Enabled
ReplicationConfiguration:
Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/replication_role'
Rules:
- Id: MyRule1
Status: Enabled
Prefix: MyPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'
StorageClass: STANDARD
- Status: Enabled
Prefix: MyOtherPrefix
Destination:
Bucket: 'arn:aws:s3:::my-replication-bucket'

AWS::S3::Bucket WebsiteConfiguration
Amazon S3 バケットのウェブサイト設定パラメータを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ErrorDocument" : String,
"IndexDocument" : String,
"RedirectAllRequestsTo" : RedirectAllRequestsTo (p. 5749),
"RoutingRules" : [ RoutingRule (p. 5773), ... ]

YAML
ErrorDocument: String
IndexDocument: String
RedirectAllRequestsTo:
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RedirectAllRequestsTo (p. 5749)
RoutingRules:
- RoutingRule (p. 5773)

プロパティ
ErrorDocument
ウェブサイトのエラードキュメントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IndexDocument
ウェブサイトのインデックスドキュメントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RedirectAllRequestsTo
このバケットのウェブサイトエンドポイントに対するすべてのリクエストのリダイレクト動作。

Important
このプロパティを指定した場合、他のプロパティは指定できません。
必須: いいえ
タイプ: RedirectAllRequestsTo (p. 5749)
Update requires: No interruption
RoutingRules
リダイレクトが適用されるタイミングとリダイレクト動作を定義するルール。
必須: いいえ
タイプ: RoutingRule (p. 5773) のリスト
Update requires: No interruption

例
ルーティングルールを使用した静的ウェブサイトの設定
この例では、AWS::S3::Bucket's Fn::GetAtt 値を使用して出力を行います。HTTP 404 エラー
イベントが発生した場合、ルーティングルールは EC2 インスタンスにリクエストをリダイレクト
し、そのリダイレクトの report-404/ にオブジェクトキープレフィックスを挿入します。たとえ
ば、ExamplePage.html というページをリクエストした結果が HTTP 404 エラーとなった場合、そのリ
クエストは、指定されたインスタンスの report-404/ExamplePage.html というページにルーティン
グされます。他のすべての HTTP エラーコードの場合、error.html が返されます。
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この例では、バケットレベルで CloudWatch リクエストメトリクスを有効にする EntireBucket という
メトリクス設定も指定しています。

JSON
{

"Resources": {
"S3Bucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"AccessControl": "PublicRead",
"BucketName": "public-bucket",
"MetricsConfigurations": [
{
"Id": "EntireBucket"
}
],
"WebsiteConfiguration": {
"IndexDocument": "index.html",
"ErrorDocument": "error.html",
"RoutingRules": [
{
"RoutingRuleCondition": {
"HttpErrorCodeReturnedEquals": "404",
"KeyPrefixEquals": "out1/"
},
"RedirectRule": {
"HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
"ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
}
}
]
}
},
"DeletionPolicy": "Retain"
}
},
"Outputs": {
"WebsiteURL": {
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"WebsiteURL"
]
},
"Description": "URL for website hosted on S3"
},
"S3BucketSecureURL": {
"Value": {
"Fn::Join": [
"",
[
"https://",
{
"Fn::GetAtt": [
"S3Bucket",
"DomainName"
]
}
]
]
},
"Description": "Name of S3 bucket to hold website content"
}
}
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}

YAML
Resources:
S3Bucket:
Type: 'AWS::S3::Bucket'
Properties:
AccessControl: PublicRead
BucketName: public-bucket
MetricsConfigurations:
- Id: EntireBucket
WebsiteConfiguration:
IndexDocument: index.html
ErrorDocument: error.html
RoutingRules:
- RoutingRuleCondition:
HttpErrorCodeReturnedEquals: '404'
KeyPrefixEquals: out1/
RedirectRule:
HostName: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com
ReplaceKeyPrefixWith: report-404/
DeletionPolicy: Retain
Outputs:
WebsiteURL:
Value: !GetAtt
- S3Bucket
- WebsiteURL
Description: URL for website hosted on S3
S3BucketSecureURL:
Value: !Join
- ''
- - 'https://'
- !GetAtt
- S3Bucket
- DomainName
Description: Name of S3 bucket to hold website content

AWS::S3::BucketPolicy
Amazon S3 バケットポリシーを Amazon S3 バケットに適用します。バケットを所有する AWS アカウン
ト のルートユーザー以外の ID を使用している場合、このオペレーションを使用するには、呼び出し元ア
イデンティティが指定されたバケットに対する PutBucketPolicy 許可を持ち、バケット所有者のアカウ
ントに属している必要があります。
PutBucketPolicy アクセス許可がない場合、Amazon S3 は 403 Access Denied エラーを返します。
正しいアクセス許可があるが、バケット所有者のアカウントに属する ID を使用していない場合、Amazon
S3 は 405 Method Not Allowed エラーを返します。

Important
セキュリティ上の予防策として、バケットを所有する AWS アカウント のルートユーザーは、ポ
リシーがこのアクションの実行をルートユーザーに明示的に拒否している場合でも、常にこのオ
ペレーションを使用できます。
詳細については、バケットポリシーの例を参照してください。
以下のオペレーションは PutBucketPolicy に関連しています。
• CreateBucket
• DeleteBucket
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties" : {
"Bucket" : String,
"PolicyDocument" : Json
}

YAML
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
Bucket: String
PolicyDocument: Json

プロパティ
Bucket
ポリシーが適用される Amazon S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PolicyDocument
指定されたバケットに追加する許可を含むポリシードキュメント。IAM では、ポリシードキュメン
トを JSON 形式で指定する必要があります。ただし、CloudFormation では、IAM に送信する前に
YAML を JSON に変換するため、ポリシーを JSON または YAML 形式で指定できます。詳細につい
ては、このガイドの AWS::IAM::Policy PolicyDocument リソースの説明、および Amazon S3 ユーザー
ガイドの「アクセスポリシー言語の概要」をご参照ください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

例
特定のリファラからの GET リクエストを許可するバケットポリシー
以下は、DOC-EXAMPLE-BUCKET バケットにアタッチされ、www.example.com および example.net から
の GET リクエストを許可するバケットポリシーの例です。

Important
このキーは慎重に使用する必要があります。一般に知られている参照子のヘッダー値を含める
のは危険です。不正な当事者は、変更されたブラウザまたはカスタムブラウザを使用して任意
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の aws:referer 値を提供することができます。そのため aws:referer は、不正な当事者か
ら AWS にリクエストが直接行われることを防止するために使用しないでください。このキー
は、Amazon S3 に保存されているデジタルコンテンツなど、不正なサードパーティサイトで参
照されることから保護するためにのみ、お客様に提供されています。詳細については、IAM ユー
ザーガイド の aws:referer を参照してください。

JSON
{

}

"SampleBucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": {
"Fn::Join": [
"",
[
"arn:aws:s3:::",
{
"Ref": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
},
"/*"
]
]
},
"Principal": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:Referer": [
"http://www.example.com/*",
"http://example.net/*"
]
}
}
}
]
}
}
}

YAML
SampleBucketPolicy:
Type: AWS::S3::BucketPolicy
Properties:
Bucket: !Ref DOC-EXAMPLE-BUCKET
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Action:
- 's3:GetObject'
Effect: Allow
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Resource: !Join
- ''
- - 'arn:aws:s3:::'
- !Ref DOC-EXAMPLE-BUCKET
- /*
Principal: '*'
Condition:
StringLike:
'aws:Referer':
- 'http://www.example.com/*'
- 'http://example.net/*'

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint リソースは Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイント
を作成します。マルチリージョンアクセスポイントの詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの
「Amazon S3 のマルチリージョンアクセスポイント」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3::MultiRegionAccessPoint",
"Properties" : {
"Name" : String,
"PublicAccessBlockConfiguration" : PublicAccessBlockConfiguration (p. 5803),
"Regions" : [ Region (p. 5805), ... ]
}

YAML
Type: AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
Properties:
Name: String
PublicAccessBlockConfiguration:
PublicAccessBlockConfiguration (p. 5803)
Regions:
- Region (p. 5805)

プロパティ
Name
マルチリージョンアクセスポイントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PublicAccessBlockConfiguration
このマルチリージョンアクセスポイントに適用する PublicAccessBlock 設定。設定オプションは任意
の組み合わせで有効にできます。Amazon S3 がオブジェクトをパブリックとみなす場合の詳細につい
ては、Amazon S3 ユーザーガイドの「『パブリック』の意味」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: PublicAccessBlockConfiguration (p. 5803)
Update requires: Replacement
Regions
マルチリージョンアクセスポイントに関連付けられたリージョンとバケットのコレクション。
必須: はい
タイプ: リージョン (p. 5805)のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: マルチリージョンアクセス
ポイントの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Alias
マルチリージョンアクセスポイントのエイリアス。マルチリージョンアクセスポイントの名前とエイ
リアスの違いの詳細については、 Amazon S3 ユーザーガイドの「マルチリージョンアクセスポイン
トの管理」を参照してください。
CreatedAt
マルチリージョンアクセスポイントの作成時点のタイムスタンプ。

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint PublicAccessBlockConfiguration
この Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントに適用する PublicAccessBlock 設定。設定オプショ
ンは任意の組み合わせで有効にできます。Amazon S3 がオブジェクトをパブリックとみなす場合の詳細に
ついては、Amazon S3 ユーザーガイドの「『パブリック』の意味」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BlockPublicAcls" : Boolean,
"BlockPublicPolicy" : Boolean,
"IgnorePublicAcls" : Boolean,
"RestrictPublicBuckets" : Boolean
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YAML
BlockPublicAcls: Boolean
BlockPublicPolicy: Boolean
IgnorePublicAcls: Boolean
RestrictPublicBuckets: Boolean

プロパティ
BlockPublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリックアクセスコントロールリ
スト (ACL) をブロックするかどうかを指定します。この要素を TRUE に設定すると、次のように動作
します。
• 指定された ACL がパブリックの場合、PUT Bucket acl 呼び出しと PUT Object acl 呼び出しは失敗
します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Object 呼び出しは失敗します。
• リクエストにパブリック ACL が含まれていると、PUT Bucket 呼び出しは失敗します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーまたは ACL には影響しません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
BlockPublicPolicy
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーをブロックするかどうかを指定します。
この要素を TRUE に設定すると、指定されたバケットポリシーでパブリックアクセスが許可されてい
る場合、Amazon S3 は PUT Bucket ポリシーへの呼び出しを拒否します。
この設定を有効にしても、既存のバケットポリシーには影響しません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
IgnorePublicAcls
Amazon S3 がこのバケットおよびこのバケットのオブジェクトのパブリック ACL を無視するかどう
かを指定します。この要素を TRUE に設定すると、Amazon S3 はこのバケットおよびこのバケットの
オブジェクトのすべてのパブリック ACL を無視します。
この設定を有効にしても、既存の ACL の永続性には影響せず、新しいパブリック ACL の設定も妨げ
られません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
RestrictPublicBuckets
Amazon S3 が、このバケットのパブリックバケットポリシーを制限するかどうかを指定します。この
要素を TRUE に設定すると、バケットにパブリックポリシーがある場合、このバケットへのアクセス
は、AWS のサービス プリンシパルとこのアカウント内の承認されたユーザーのみに制限されます。
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この設定を有効にしても、特定のアカウントへのパブリックではない委任を含む、パブリックバケッ
トポリシー内のパブリックおよびクロスアカウントアクセスがブロックされることを除いて、以前に
保存されたバケットポリシーには影響しません。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement

AWS::S3::MultiRegionAccessPoint Region
マルチリージョンアクセスポイントの作成時に特定のリージョンに関連付けられたバケット。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Bucket" : String

YAML
Bucket: String

プロパティ
Bucket
リージョンの関連付けられたバケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy
Amazon S3 アクセスポリシーを Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントに適用します。
マルチリージョンアクセスポイントのアクセスポリシーを CloudFormation テンプレートから削除するこ
とはできません。ポリシーを削除しようとすると、CloudFormation は DeletionPolicy:Retain および
UpdateReplacePolicy:Retain を使用してポリシーを更新します。CloudFormation は、バケットを作
成したアカウントへのアクセスのみを許可するようにポリシーを更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy",
"Properties" : {
"MrapName" : String,
"Policy" : Json
}

YAML
Type: AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy
Properties:
MrapName: String
Policy: Json

プロパティ
MrapName
マルチリージョンアクセスポイントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Policy
マルチリージョンアクセスポイントに関連付けられたアクセスポリシー。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: マルチリージョンアクセス
ポイントの名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
シンプルなマルチリージョンアクセスポイントポリシー
次の例では、CloudWatch にアクセス許可を付与します。
マルチリージョンアクセスポイントの名前とエイリアスのどちらを使用する必要があるかに注意する
ことが非常に重要です。次の例では、名前は DOC-EXAMPLE-MULTI-REGION-ACCESS-POINT で、
マルチリージョンアクセスポイントのエイリアスは mfzwi23gnjvgw.mrap で、AWS アカウントは
123456789012 です。マルチリージョンアクセスポイントの ARN の仕組みの詳細については、Amazon
S3 ユーザーガイドの「マルチリージョンアクセスポイントを使用したリクエストの作成」を参照してくだ
さい。
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JSON
{

"SampleMultiRegionAccessPointPolicy": {
"Type": "AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy",
"DeletionPolicy" : "Retain",
"UpdateReplacePolicy" : "Retain",
"Properties": {
"MrapName": {
"Ref": "DOC-EXAMPLE-MULTI-REGION-ACCESS-POINT"
},
"PolicyDocument": {
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": {
"Fn::Sub": [
"arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap/
object/*",
{
"mrapalias": {
"Fn::GetAtt": [
"mfzwi23gnjvgw.mrap",
"Alias"
]
}
}
]
},
"Principal": {
"Service": "cloudwatch.amazonaws.com"
}
}
]
}
}
}
}

YAML
SampleMultiRegionAccessPointPolicy:
Type: AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy
DeletionPolicy: Retain
UpdateReplacePolicy: Retain
Properties:
MrapName:
Ref: DOC-EXAMPLE-MULTI-REGION-ACCESS-POINT
PolicyDocument:
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Effect: Allow
Resource:
Fn::Sub:
- arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap/object/*
- mrapalias:
Fn::GetAtt:
- mfzwi23gnjvgw.mrap
- Alias
Principal:
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Service: cloudwatch.amazonaws.com

AWS::S3::StorageLens
AWS#S3#StorageLens リソースは、Amazon S3 ストレージレンズ設定のインスタンスを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3::StorageLens",
"Properties" : {
"StorageLensConfiguration" : StorageLensConfiguration (p. 5816),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::S3::StorageLens
Properties:
StorageLensConfiguration:
StorageLensConfiguration (p. 5816)
Tags:
- Tag

プロパティ
StorageLensConfiguration
このリソースには、Amazon S3 ストレージレンズ設定の詳細が含まれています。
必須: はい
タイプ: StorageLensConfiguration (p. 5816)
Update requires: No interruption
Tags
ストレージレンズ設定に関連付ける一連のタグ (キーと値のペア)。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID が Ref 組み込み関数に提供されると、Ref は your-storage-lensconfiguration-id などの S3 ストレージレンズ設定 ID を返します。Ref 関数の使用方法の詳細につい
ては、「Ref」を参照してください。
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。詳細については、「Fn::GetAtt」を参照して
ください。以下には、利用可能な属性とサンプル戻り値のリストが示されます。
StorageLensConfiguration.StorageLensArn
このプロパティには、S3 Storage Lens 設定の ARN の詳細が含まれています。このプロパティは読み
取り専用です。

AWS::S3::StorageLens AccountLevel
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens のアカウントレベルのメトリクスの詳細が含まれていま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActivityMetrics" : ActivityMetrics (p. 5810),
"BucketLevel" : BucketLevel (p. 5811)

YAML
ActivityMetrics:
ActivityMetrics (p. 5810)
BucketLevel:
BucketLevel (p. 5811)

プロパティ
ActivityMetrics
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens のアカウントレベルのアクティビティメトリクスの
詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: ActivityMetrics (p. 5810)
Update requires: No interruption
BucketLevel
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens のアカウントレベルのバケットレベルの設定の詳細
が含まれています。
必須: はい
タイプ: BucketLevel (p. 5811)
Update requires: No interruption
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AWS::S3::StorageLens ActivityMetrics
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens のアクティビティメトリクスの詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IsEnabled" : Boolean

YAML
IsEnabled: Boolean

プロパティ
IsEnabled
アクティビティメトリクスが有効かどうかを示すプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens AwsOrg
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens の AWS Organization の詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String

YAML
Arn: String

プロパティ
Arn
このリソースには、AWS Organization の ARN が含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens BucketLevel
Amazon S3 Storage Lens のバケットレベルのストレージメトリクスのプロパティ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ActivityMetrics" : ActivityMetrics (p. 5810),
"PrefixLevel" : PrefixLevel (p. 5813)

YAML
ActivityMetrics:
ActivityMetrics (p. 5810)
PrefixLevel:
PrefixLevel (p. 5813)

プロパティ
ActivityMetrics
Amazon S3 Storage Lens のバケットレベルのアクティビティメトリクスのプロパティです。
必須: いいえ
タイプ: ActivityMetrics (p. 5810)
Update requires: No interruption
PrefixLevel
S3 Storage Lens のバケットレベルのプレフィクスレベルのストレージメトリクスのプロパティ。
必須: いいえ
タイプ: PrefixLevel (p. 5813)
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens BucketsAndRegions
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens 設定のバケットとリージョンの詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Buckets" : [ String, ... ],
"Regions" : [ String, ... ]
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}

YAML
Buckets:
- String
Regions:
- String

プロパティ
Buckets
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens 設定のバケットの詳細が含まれています。これは、
バケットの Amazon リソースネーム (ARN) である必要があります。有効な値については、Amazon
S3 API リファレンスの「バケット ARN 形式」をご参照ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Regions
このプロパティには、S3 Storage Lens 設定のリージョンの詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens DataExport
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens メトリクスのエクスポートの詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3BucketDestination" : S3BucketDestination (p. 5814)

YAML
S3BucketDestination:
S3BucketDestination (p. 5814)

プロパティ
S3BucketDestination
このプロパティには、S3 Storage Lens メトリクスエクスポートが配置されるバケットの詳細が含ま
れています。
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必須: はい
タイプ: S3BucketDestination (p. 5814)
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens Encryption
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens で使用されるサーバー側の暗号化のタイプが含まれていま
す。有効な値については、Amazon S3 API リファレンスの「StorageLensDataExportEncryption」をご参
照ください。

AWS::S3::StorageLens PrefixLevel
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens のプレフィクスレベルの詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"StorageMetrics" : PrefixLevelStorageMetrics (p. 5813)

YAML
StorageMetrics:
PrefixLevelStorageMetrics (p. 5813)

プロパティ
StorageMetrics
Amazon S3 Storage Lens のプレフィクスレベルのストレージメトリクスのプロパティ。
必須: はい
タイプ: PrefixLevelStorageMetrics (p. 5813)
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens PrefixLevelStorageMetrics
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens のプレフィクスレベルのストレージメトリクスの詳細が含
まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IsEnabled" : Boolean,
"SelectionCriteria" : SelectionCriteria (p. 5816)
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YAML
IsEnabled: Boolean
SelectionCriteria:
SelectionCriteria (p. 5816)

プロパティ
IsEnabled
このプロパティは、S3 Storage Lens のプレフィクスレベルのストレージメトリクスの詳細が有効か
どうかを識別します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SelectionCriteria
このプロパティは、S3 Storage Lens のプレフィクスレベルのストレージメトリクスの詳細が有効か
どうかを識別します。
必須: いいえ
タイプ: SelectionCriteria (p. 5816)
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens S3BucketDestination
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens メトリクスエクスポートが配置されるバケットの詳細が含
まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccountId" : String,
"Arn" : String,
"Encryption" : Encryption (p. 5813),
"Format" : String,
"OutputSchemaVersion" : String,
"Prefix" : String

YAML
AccountId: String
Arn: String
Encryption:
Encryption (p. 5813)
Format: String
OutputSchemaVersion: String
Prefix: String

API バージョン 2010-05-15
5814

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3

プロパティ
AccountId
このプロパティには、S3 Storage Lens エクスポートバケットの送信先の AWS account ID の詳細が含
まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Arn
このプロパティには、S3 Storage Lens エクスポートのバケット送信先の ARN の詳細が含まれていま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Encryption
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens メトリクスエクスポートのバケット送信先の暗号化
の詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 暗号化 (p. 5813)
Update requires: No interruption
Format
このプロパティには、S3 Storage Lens エクスポートバケットの送信先の形式の詳細が含まれていま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
OutputSchemaVersion
このプロパティには、S3 Storage Lens エクスポートバケットの送信先の出力スキーマバージョンの
詳細が含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Prefix
このプロパティには、S3 Storage Lens エクスポートのバケット送信先のプレフィックスの詳細が含
まれています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens SelectionCriteria
このリソースには、Amazon S3 Storage Lens の選択基準の詳細が含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Delimiter" : String,
"MaxDepth" : Integer,
"MinStorageBytesPercentage" : Double

YAML
Delimiter: String
MaxDepth: Integer
MinStorageBytesPercentage: Double

プロパティ
Delimiter
このプロパティには、使用されている S3 Storage Lens の区切り記号の詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaxDepth
このプロパティには、S3 Storage Lens がメトリクスを収集する最大深度の詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MinStorageBytesPercentage
このプロパティには、S3 Storage Lens がメトリクスを収集する最小ストレージバイト数のパーセン
テージしきい値の詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption

AWS::S3::StorageLens StorageLensConfiguration
これは、Amazon S3 Storage Lens 設定のプロパティです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AccountLevel" : AccountLevel
"AwsOrg" : AwsOrg (p. 5810),
"DataExport" : DataExport (p.
"Exclude" : BucketsAndRegions
"Id" : String,
"Include" : BucketsAndRegions
"IsEnabled" : Boolean,
"StorageLensArn" : String

(p. 5809),
5812),
(p. 5811),
(p. 5811),

YAML
AccountLevel:
AccountLevel (p. 5809)
AwsOrg:
AwsOrg (p. 5810)
DataExport:
DataExport (p. 5812)
Exclude:
BucketsAndRegions (p. 5811)
Id: String
Include:
BucketsAndRegions (p. 5811)
IsEnabled: Boolean
StorageLensArn: String

プロパティ
AccountLevel
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens 設定のアカウントレベルのメトリクスの詳細が含ま
れています。
必須: はい
タイプ: AccountLevel (p. 5809)
Update requires: No interruption
AwsOrg
このプロパティには、S3 Storage Lens 設定の AWS Organization の詳細が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: AwsOrg (p. 5810)
Update requires: No interruption
DataExport
このプロパティには、この S3 Storage Lens 設定のメトリクスエクスポートの詳細が含まれていま
す。
必須: いいえ
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タイプ: DataExport (p. 5812)
Update requires: No interruption
Exclude
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens 設定で除外されたバケットおよびリージョンの詳細
が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: BucketsAndRegions (p. 5811)
Update requires: No interruption
Id
このプロパティには、S3 Storage Lens 設定の ID の詳細が含まれています。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Include
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens 設定に含まれるバケットおよびリージョンの詳細が
含まれています。
必須: いいえ
タイプ: BucketsAndRegions (p. 5811)
Update requires: No interruption
IsEnabled
このプロパティには、Amazon S3 Storage Lens 設定が有効になっているかどうかの詳細が含まれて
います。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
StorageLensArn
このプロパティには、S3 Storage Lens 設定の ARN の詳細が含まれています。このプロパティは読み
取り専用です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

Amazon Simple Storage Service Object Lambda リ
ソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
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• AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint (p. 5819)
• AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy (p. 5822)

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint リソースは、バケットへのアクセスに使用する Object Lambda
Access Point を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint",
"Properties" : {
"Name" : String,
"ObjectLambdaConfiguration" : ObjectLambdaConfiguration (p. 5820)
}

YAML
Type: AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Properties:
Name: String
ObjectLambdaConfiguration:
ObjectLambdaConfiguration (p. 5820)

プロパティ
Name
このアクセスポイントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ObjectLambdaConfiguration
Object Lambda Access Point を作成するときに使用される設定。
必須: いいえ
タイプ: ObjectLambdaConfiguration (p. 5820)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
Object Lambda Access Point の ARN を指定します。
CreationDate
指定された Object Lambda Access Point が作成された日時。

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint ObjectLambdaConfiguration
Object Lambda Access Point を作成するときに使用される設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllowedFeatures" : [ String, ... ],
"CloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"SupportingAccessPoint" : String,
"TransformationConfigurations" : [ TransformationConfiguration (p. 5821), ... ]

YAML
AllowedFeatures:
- String
CloudWatchMetricsEnabled: Boolean
SupportingAccessPoint: String
TransformationConfigurations:
- TransformationConfiguration (p. 5821)

プロパティ
AllowedFeatures
許可された機能のコンテナ。有効な入力は、GetObject-Range と GetObject-PartNumber で
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
CloudWatchMetricsEnabled
CloudWatch メトリクス設定が有効かどうかを示すコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: No interruption
SupportingAccessPoint
Object Lambda Access Point に関連付けられた標準アクセスポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TransformationConfigurations
Object Lambda Access Point の変換設定のコンテナ。
必須: はい
タイプ: TransformationConfiguration (p. 5821) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint TransformationConfiguration
Object Lambda Access Point 変換の作成時に使用される設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Actions" : [ String, ... ],
"ContentTransformation" : Json

YAML
Actions:
- String
ContentTransformation: Json

プロパティ
Actions
Object Lambda Access Point 設定のアクションのコンテナ。有効な入力は GetObject です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ContentTransformation
Object Lambda Access Point 設定のコンテンツ変換用のコンテナ。FunctionArn と
FunctionPayload を含めることができます。詳細については、Amazon S3 API リファレンスの
AwsLambdaTransformation をご参照ください。
必須: いいえ
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タイプ: Json
Update requires: No interruption

AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy リソースは、Object Lambda Access Point リソースポ
リシードキュメントを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy",
"Properties" : {
"ObjectLambdaAccessPoint" : String,
"PolicyDocument" : Json
}

YAML
Type: AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
Properties:
ObjectLambdaAccessPoint: String
PolicyDocument: Json

プロパティ
ObjectLambdaAccessPoint
Amazon S3 バケットから変換されたデータにアクセスするために使用される AWS Lambda 関数がア
タッチされたアクセスポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PolicyDocument
Object Lambda Access Point リソースポリシードキュメント。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Amazon Simple Storage Service on Outposts リソース
タイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::S3Outposts::AccessPoint (p. 5823)
• AWS::S3Outposts::Bucket (p. 5827)
• AWS::S3Outposts::BucketPolicy (p. 5836)
• AWS::S3Outposts::Endpoint (p. 5839)

AWS::S3Outposts::AccessPoint
AWS::S3Outposts::AccessPoint リソースはアクセスポイントを指定し、指定された Amazon S3 on
Outposts バケットにそのアクセスポイントを関連付けます。詳細については、Amazon S3 アクセスポイ
ントを使用したデータアクセスの管理を参照してください。

Note
S3 on Outposts は、VPC スタイルのアクセスポイントのみをサポートします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3Outposts::AccessPoint",
"Properties" : {
"Bucket" : String,
"Name" : String,
"Policy" : Json,
"VpcConfiguration" : VpcConfiguration (p. 5826)
}

YAML
Type: AWS::S3Outposts::AccessPoint
Properties:
Bucket: String
Name: String
Policy: Json
VpcConfiguration:
VpcConfiguration (p. 5826)

プロパティ
Bucket
このアクセスポイントに関連付けられた、S3 on Outposts バケットの Amazon リソースネーム
(ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
5823

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon S3 on Outposts

Update requires: Replacement
Name
このアクセスポイントの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Policy
このアクセスポイントに関連付けられたアクセスポイントポリシー。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
VpcConfiguration
このアクセスポイントの仮想プライベートクラウド (VPC) 設定 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: VpcConfiguration (p. 5826)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アクセスポイント ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
このリソースには、S3 on Outposts バケットのアクセスポイント ARN の詳細が含まれます。このリ
ソースは読み取り専用です。

例
CloudFormation を使用して Amazon S3 on Outposts のアクセスポイントポリシーを使用したアク
セスポイントの作成
次の例は、同じ CFN スタック内に、S3 on Outposts バケットと S3 on Outposts アクセスポイントを作成
する方法を示しています。

Note
アクセスポイントを作成するには、S3 on Outposts バケット ARN を既に有している必要があ
ります。これは、アクセスポイントを作成する前か、アクセスポイントを作成するのと同時
に、Outposts バケットを作成する必要があるということを意味します。
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JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Bucket, no tags, no lifecycle configuration with access point",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsBucket": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232904"
}
},
"ExampleS3OutpostsAccessPoint": {
"Type": "AWS::S3Outposts::AccessPoint",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
},
"Name": "ExampleAccessPoint",
"VpcConfiguration": {
"VpcID": "vpc-12345"
},
"Policy": {
"Version":"2012-10-17",
"ID":"AccessPointPolicy",
"Statement":[{
"Sid":"st1",
"Effect":"Allow",
"Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::123456789012:root"},
"Action":"s3-outposts:*",
"Resource": "arn:aws:s3-outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-01ac5d28a6a232904/accesspoint/ExampleAccessPoint"
}]
}
}

}

}

},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsBucketARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsBucket",
"Value": { "Ref": "ExampleS3OutpostsBucket" }
},
"ExampleS3OutpostsAccessPointARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsAccessPoint",
"Value": {"Ref": "ExampleS3OutpostsAccessPoint" }
},
"ExampleS3OutpostsStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": { "Ref": "AWS::StackID" },
"Export": { "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"}}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Bucket, no tags, no lifecycle configuration with access point
Resources:
ExampleS3OutpostsBucket:
Type: AWS::S3Outposts::Bucket
Properties:
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BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET
OutpostID: op-01ac5d28a6a232904
ExampleS3OutpostsAccessPoint:
Type: AWS::S3Outposts::AccessPoint
Properties:
Bucket:
Ref: ExampleS3OutpostsBucket
Name: ExampleAccessPoint
VpcConfiguration:
VpcID: vpc-12345
Policy:
Version: '2012-10-17'
ID: AccessPointPolicy
Statement:
- Sid: st1
Effect: Allow
Principal:
AWS: arn:aws:iam::123456789012:root
Action: s3-outposts:*
Resource: arn:aws:s3-outposts:us-east-1:1234567890:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
accesspoint/ExampleAccessPoint
Outputs:
ExampleS3OutpostsBucketARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsBucket
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsBucket
ExampleS3OutpostsAccessPointARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsAccessPoint
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsAccessPoint
ExampleS3OutpostsStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"

AWS::S3Outposts::AccessPoint VpcConfiguration
指定されたアクセスポイントの仮想プライベートクラウド (VPC) 設定が含まれます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VpcId" : String

YAML
VpcId: String

プロパティ
VpcId
VPC 設定の ID。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::S3Outposts::Bucket
AWS::S3Outposts::Bucket リソースは、新しい Amazon S3 on Outposts バケットを指定します。S3 on
Outposts バケットを作成するには、S3 on Outposts キャパシティーが Outpost でプロビジョニングされる
ようにする必要があります。詳細については、Amazon S3 on Outposts の使用 をご参照ください。
S3 on Outposts バケットは、次のことをサポートしています。
• タグ
• 失効したオブジェクトを削除するためのライフサイクル設定ルール
S3 on Outposts における制約と Amazon S3 の機能の制限の一覧については、「Amazon S3 on Outposts
の制約と制限」をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties" : {
"BucketName" : String,
"LifecycleConfiguration" : LifecycleConfiguration (p. 5834),
"OutpostId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::S3Outposts::Bucket
Properties:
BucketName: String
LifecycleConfiguration:
LifecycleConfiguration (p. 5834)
OutpostId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
BucketName
S3 on Outposts バケットの名前。名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の ID を生成
し、その ID をバケット名として使用します。バケット名には、小文字、数字、ピリオド (.)、ダッ
シュ (-) のみを含めることができ、Amazon S3 バケットの制約と制限 に従う必要があります。詳細に
ついては、「バケットの命名規則」をご参照ください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える場合は、新
しい名前を指定します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LifecycleConfiguration
バケットの新しいライフサイクル設定を作成するか、既存のライフサイクル設定を置き換えま
す。Outposts バケットは、一定期間後にオブジェクトを削除し/失効させ、不完全なマルチパートアッ
プロードを中止するライフサイクル設定のみをサポートします。
必須: いいえ
タイプ: LifecycleConfiguration (p. 5834)
Update requires: No interruption
OutpostId
指定されたバケットの Outpost の ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
S3 on Outposts バケットのタグを設定します。詳細については、「Amazon S3 on Outposts の使用」
を参照してください。
タグを使用して AWS 請求書を整理し、自分のコスト構造を反映します。そのためには、サインアッ
プして、タグキー値が含まれた AWS account の請求書を取得する必要があります。次に、結合した
リソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。たとえ
ば、複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数
のサービスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。詳細について
は、「コスト配分とタグ」をご参照ください。

Note
既存のタグと同じキーを持つタグをバケットに追加した場合、古い値は新しい値によって上
書きされます。詳細については、「コスト配分とバケットタグの使用」をご参照ください。
このリソースを使用するには、s3-outposts:PutBucketTagging を実行するためのアクセス権限
が必要です。S3 on Outposts バケット所有者はデフォルトでこのアクセス権限を持ち、このアクセス
権限を他のユーザーに付与できます。アクセス権限の詳細については、「バケットサブリソースオペ
レーションに関連するアクセス権限」および「Amazon S3 リソースへのアクセス権限の管理」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: S3 on Outposts バケット
の Amazon リソースネーム (ARN)。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
指定されたバケットの ARN を返します。
例: arn:aws:s3Outposts:::DOC-EXAMPLE-BUCKET

例
次の例では、AWS CloudFormation を使用して Amazon S3 on Outposts バケットを作成します

S3 on Outposts バケットを作成する
次の例では、タグまたはライフサイクル設定を使用せずに、S3 on Outposts バケットを作成します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Bucket, no tags, no lifecycle configuration",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsBucket": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232904"
}
}
},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsBucketARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsBucket",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
}
},
"ExampleS3OutpostsStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
"Export": {
"Name": {
"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
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Description: Bucket, no tags, no lifecycle configuration
Resources:
ExampleS3OutpostsBucket:
Type: AWS::S3Outposts::Bucket
Properties:
BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET
OutpostID: op-01ac5d28a6a232904
Outputs:
ExampleS3OutpostsBucketARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsBucket
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsBucket
ExampleS3OutpostsStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"

タグ付きの S3 on Outposts バケットを作成します
次の例では、タグを使用し、かつ、ライフサイクル設定を使用せずに、S3 on Outposts バケットを作成し
ます。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Bucket, tags, no lifecycle configuration",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsBucket": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232904",
"Tags": [
{
"Key": "stage",
"Value": "beta"
},
{
"Key": "purpose",
"Value": "testing"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsBucketARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsBucket",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
}
},
"ExampleS3OutpostsStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
"Export": {
"Name": {
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}

}

}

}

}

"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Bucket, tags, no lifecycle configuration
Resources:
ExampleS3OutpostsBucket:
Type: AWS::S3Outposts::Bucket
Properties:
BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET
OutpostID: op-01ac5d28a6a232904
Tags:
- Key: stage
Value: beta
- Key: purpose
Value: testing
Outputs:
ExampleS3OutpostsBucketARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsBucket
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsBucket
ExampleS3OutpostsStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"

タグとライフサイクル設定を使用して、S3 on Outposts バケットを作成します
次の例では、タグと 4 つのライフサイクル設定ルールを使用して、S3 on Outposts バケットを作成しま
す。4 つのライフサイクルルールのうち 3 つが無効になっています。

Note
有効にするには、すべてのライフサイクルルールが、AbortIncompleteMultipartUpload に
ついて ExpirationInDays、ExpirationDate、または DaysAfterInitiation の値を持っ
ている必要があります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Bucket, tags, lifecycle configuration",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsBucket": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232904",
"Tags": [
{
"Key": "stage",
"Value": "beta"
},
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{

}

}

"Key": "purpose",
"Value": "testing"

}
],
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
{
"ExpirationInDays": 2,
"ID": "rule1",
"Status": "Enabled"
},
{
"AbortIncompleteMultipartUpload": {
"DaysAfterInitiation": 2
},
"ID": "rule2",
"Status": "Disabled",
"Filter": {
"AndOperator": {
"Prefix": "st",
"Tags": [
{
"Key": "purpose",
"Value": "testing"
}
]
}
}
},
{
"ExpirationDate": "2020-02-25T00:00:00Z",
"ID": "rule3",
"Status": "Disabled",
"Filter": {
"Tag": {
"Key": "stage",
"Value": "beta"
}
}
},
{
"ExpirationInDays": 4,
"ID": "rule4",
"Status": "Disabled",
"Filter": {
"Prefix": "st"
}
}
]
}

},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsBucketARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsBucket",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
}
},
"ExampleStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
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}

}

}

"Export": {
"Name": {
"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"
}
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Bucket, tags, lifecycle configuration
Resources:
ExampleS3OutpostsBucket:
Type: AWS::S3Outposts::Bucket
Properties:
BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET
OutpostID: op-01ac5d28a6a232904
Tags:
- Key: stage
Value: beta
- Key: purpose
Value: testing
LifecycleConfiguration:
Rules:
- ExpirationInDays: 2
ID: rule1
Status: Enabled
- AbortIncompleteMultipartUpload:
DaysAfterInitiation: 2
ID: rule2
Status: Disabled
Filter:
AndOperator:
Prefix: st
Tags:
- Key: purpose
Value: testing
- ExpirationDate: '2020-02-25T00:00:00Z'
ID: rule3
Status: Disabled
Filter:
Tag:
Key: stage
Value: beta
- ExpirationInDays: 4
ID: rule4
Status: Disabled
Filter:
Prefix: st
Outputs:
ExampleS3OutpostsBucketARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsBucket
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsBucket
ExampleStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"
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AWS::S3Outposts::Bucket AbortIncompleteMultipartUpload
アップロードのすべての部分を完全に削除する前に Amazon S3 on Outposts によって待機される、不完全
なマルチパートアップロードの開始からの日数を指定します。詳細については、バケットライフサイクル
ポリシーを使用した不完全なマルチパートアップロードの中止 をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DaysAfterInitiation" : Integer

YAML
DaysAfterInitiation: Integer

プロパティ
DaysAfterInitiation
開始後何日が経過すると Amazon S3 on Outposts が不完全なマルチパートアップロードを中止するか
を指定します。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::S3Outposts::Bucket LifecycleConfiguration
S3 on Outposts バケットに格納されたオブジェクトのライフサイクル設定のコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Rules" : [ Rule (p. 5835), ... ]

YAML
Rules:
- Rule (p. 5835)

プロパティ
Rules
S3 on Outposts バケットに格納されたオブジェクトのライフサイクル設定ルールのコンテナ。
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必須: はい
タイプ: Rule (p. 5835) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::S3Outposts::Bucket Rule
Amazon S3 on Outposts バケットライフサイクルルールのコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AbortIncompleteMultipartUpload" : AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5834),
"ExpirationDate" : String,
"ExpirationInDays" : Integer,
"Filter" : Json,
"Id" : String,
"Status" : String

YAML
AbortIncompleteMultipartUpload:
AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5834)
ExpirationDate: String
ExpirationInDays: Integer
Filter: Json
Id: String
Status: String

プロパティ
AbortIncompleteMultipartUpload
不完全なマルチパートアップロードルールを中止するためのコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: AbortIncompleteMultipartUpload (p. 5834)
Update requires: No interruption
ExpirationDate
失効日を指定して、オブジェクトのライフサイクルの有効期限を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ExpirationInDays
オブジェクトのライフサイクルの有効期限を、オブジェクトが S3 on Outposts バケットに存在する日
数によって指定します。
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必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
Filter
ライフサイクルルールのフィルターのコンテナ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Id
ライフサイクルルールの一意の識別子。値は 255 文字未満にする必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Status
Enabled の場合は、ルールが現在適用中です。Disabled の場合は、ルールが現在適用されていませ
ん。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::S3Outposts::BucketPolicy
このリソースは、Amazon S3 on Outposts バケットにバケットポリシーを適用します。
S3 on Outposts バケットを所有する AWS account のルートユーザー以外のアイデンティティを使用して
いる場合、このリソースを使用するには、呼び出し元アイデンティティが指定された Outposts バケットに
対する s3-outposts:PutBucketPolicy 許可を持ち、バケット所有者のアカウントに属している必要
があります。
s3-outposts:PutBucketPolicy アクセス権限がない場合、S3 on Outposts は 403 Access Denied
エラーを返します。

Important
Outposts バケットを所有する AWS account のルートユーザーは、ルートユーザーがこのリソー
スでアクションを実行するための権限をポリシーが明示的に拒否する場合でも、常にこのリソー
スを使用できます。
詳細については、このガイドの AWS::IAM::Policy PolicyDocument リソースの説明および アクセスポリ
シー言語の概要 をご参照ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3Outposts::BucketPolicy",
"Properties" : {
"Bucket" : String,
"PolicyDocument" : Json
}

YAML
Type: AWS::S3Outposts::BucketPolicy
Properties:
Bucket: String
PolicyDocument: Json

プロパティ
Bucket
ポリシーが適用される Amazon S3 Outposts バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
PolicyDocument
指定されたバケットに追加する許可を含むポリシードキュメント。IAM では、ポリシードキュメン
トを JSON 形式で指定する必要があります。ただし、CloudFormation では、IAM に送信する前に
YAML を JSON に変換するため、ポリシーを JSON または YAML 形式で指定できます。詳細につい
ては、このガイドの AWS::IAM::Policy PolicyDocument リソースの説明および アクセスポリシー言語
の概要 をご参照ください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: S3 on Outposts バケット
の Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
バケットポリシーを使用して、Amazon S3 on Outposts バケットを作成する
次の例では、Amazon S3 on Outposts バケットを作成し、そのバケットにバケットポリシーを追加しま
す。
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Note
バケットポリシーをバケットに追加するには、バケットポリシーを追加する前に、またはバケッ
トポリシーを追加するのと同時に、Outposts バケットを作成する必要があります。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Bucket with no tags + Bucket Policy",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsBucket": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Bucket",
"Properties": {
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232904"
}
},
"ExampleS3OutpostsBucketPolicy": {
"Type": "AWS::S3Outposts::BucketPolicy",
"Properties": {
"Bucket": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
},
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"ID": "BucketPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "st1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
},
"Action": "s3-outposts:*",
"Resource": "arn:aws:s3-outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET"
}
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsBucketARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsBucket",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucket"
}
},
"ExampleS3OutpostsBucketPolicyARN": {
"Description": "The ARN of the BucketPolicy",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsBucketPolicy"
}
},
"ExampleS3OutpostsStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
"Export": {
"Name": {
"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"
}
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}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Bucket with no tags + Bucket Policy
Resources:
ExampleS3OutpostsBucket:
Type: 'AWS::S3Outposts::Bucket'
Properties:
BucketName: DOC-EXAMPLE-BUCKET
OutpostID: op-01ac5d28a6a232904
ExampleS3OutpostsBucketPolicy:
Type: 'AWS::S3Outposts::BucketPolicy'
Properties:
Bucket: !Ref ExampleS3OutpostsBucket
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
ID: BucketPolicy
Statement:
- Sid: st1
Effect: Allow
Principal:
AWS: 'arn:aws:iam::123456789012:root'
Action: 's3-outposts:*'
Resource: >arn:aws:s3-outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-01ac5d28a6a232904/
bucket/DOC-EXAMPLE-BUCKET
Outputs:
ExampleS3OutpostsBucketARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsBucket
Value: !Ref ExampleS3OutpostsBucket
ExampleS3OutpostsBucketPolicyARN:
Description: The ARN of the BucketPolicy
Value: !Ref ExampleS3OutpostsBucketPolicy
ExampleS3OutpostsStackID:
Description: The stack ID
Value: !Ref 'AWS::StackID'
Export:
Name: !Sub '${AWS::StackName}-StackID'

AWS::S3Outposts::Endpoint
この AWS::S3Outposts::Endpoint リソースは、エンドポイントを指定し、指定された Outpost に関連付け
ます。
Amazon S3 on Outposts アクセスポイントは、S3 on Outposts の共有データセットへの大規模なデータア
クセスの管理を簡素化します。S3 on Outposts は、仮想プライベートクラウド (VPC) 内でアクションを実
行できるようにするために、エンドポイントを使用して S3 on Outposts バケットに接続します。詳細につ
いては、Accessing S3 on Outposts using VPC-only access points を参照してください。

Note
このリソースが作成されるまでに最大 5 分かかる場合があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::S3Outposts::Endpoint",
"Properties" : {
"AccessType" : String,
"CustomerOwnedIpv4Pool" : String,
"OutpostId" : String,
"SecurityGroupId" : String,
"SubnetId" : String
}

YAML
Type: AWS::S3Outposts::Endpoint
Properties:
AccessType: String
CustomerOwnedIpv4Pool: String
OutpostId: String
SecurityGroupId: String
SubnetId: String

プロパティ
AccessType
Amazon S3 on Outposts エンドポイントへのアクセスに使用される接続タイプのためのコンテ
ナ。Amazon VPC を使用するには、Private を選択します。オンプレミスネットワークでエンドポ
イントを使用するには、CustomerOwnedIp を選択します。CustomerOwnedIp を選択する場合は、
カスタマー所有の IP アドレスプール (CoIP プール) も指定する必要があります。

Note
Private は、デフォルトのアクセスタイプ値です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CustomerOwnedIp | Private
Update requires: Replacement
CustomerOwnedIpv4Pool
エンドポイント用のカスタマー所有の IPv4 アドレスプール (CoIP プール) の ID。IP アドレスは、こ
のプールからエンドポイントに割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^ipv4pool-coip-([0-9a-f]{17})$
Update requires: Replacement
OutpostId
Outpost の ID。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SecurityGroupId
エンドポイントで使用するセキュリティグループの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetId
サブネットの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: エンドポイントの Amazon
リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Arn
エンドポイントの ARN。
CidrBlock
このエンドポイントによってコミットされた VPC CIDR ブロック。
CreationTime
エンドポイントが作成された時刻。
Id
エンドポイントの ID.
NetworkInterfaces
エンドポイントのネットワークインターフェイス。
Status
エンドポイントのステータス。

例
CloudFormation を使用した Outpost のエンドポイントの作成
この例では、Outpost のエンドポイントを作成します。
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JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Endpoint",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsEndpoint": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Endpoint",
"Properties": {
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232977",
"SecurityGroupID": "sg-0eada697f44597077",
"SubnetID": "subnet-0e866e469c4ec9b77"
}
}
},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsEndpointARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsEndpoint",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsEndpoint"
}
},
"ExampleS3OutpostsEndpointID": {
"Description": "The ID of ExampleS3OutpostsEndpoint",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"ExampleS3OutpostsEndpoint",
"ID"
]
}
},
"ExampleS3OutpostsEndpointStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
"Export": {
"Name": {
"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Endpoint
Resources:
ExampleS3OutpostsEndpoint:
Type: AWS::S3Outposts::Endpoint
Properties:
OutpostID: op-01ac5d28a6a232977
SecurityGroupID: sg-0eada697f44597077
SubnetID: subnet-0e866e469c4ec9b77
Outputs:
ExampleS3OutpostsEndpointARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsEndpoint
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsEndpoint
ExampleS3OutpostsEndpointID:
Description: The ID of ExampleS3OutpostsEndpoint
Value:
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Fn::GetAtt:
- ExampleS3OutpostsEndpoint
- ID
ExampleS3OutpostsEndpointStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"

CloudFormation を使用した Outpost のオンプレミスエンドポイントの作成
この例では、カスタマー所有の IP (CoIP) アドレスを使用して Outpost 用のオンプレミスエンドポイント
を作成します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Endpoint",
"Resources": {
"ExampleS3OutpostsEndpoint": {
"Type": "AWS::S3Outposts::Endpoint",
"Properties": {
"OutpostID": "op-01ac5d28a6a232977",
"SecurityGroupID": "sg-0eada697f44597077",
"SubnetID": "subnet-0e866e469c4ec9b77",
"AccessType": "CustomerOwnedIp",
"CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-coip-12345678901234567"
}
}
},
"Outputs": {
"ExampleS3OutpostsEndpointARN": {
"Description": "The ARN of ExampleS3OutpostsEndpoint",
"Value": {
"Ref": "ExampleS3OutpostsEndpoint"
}
},
"ExampleS3OutpostsEndpointID": {
"Description": "The ID of ExampleS3OutpostsEndpoint",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"ExampleS3OutpostsEndpoint",
"ID"
]
}
},
"ExampleS3OutpostsEndpointStackID": {
"Description": "The stack ID",
"Value": {
"Ref": "AWS::StackID"
},
"Export": {
"Name": {
"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-StackID"
}
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Endpoint
Resources:
ExampleS3OutpostsEndpoint:
Type: AWS::S3Outposts::Endpoint
Properties:
OutpostID: op-01ac5d28a6a232977
SecurityGroupID: sg-0eada697f44597077
SubnetID: subnet-0e866e469c4ec9b77
AccessType: CustomerOwnedIp
CustomerOwnedIpv4Pool: ipv4pool-coip-12345678901234567
Outputs:
ExampleS3OutpostsEndpointARN:
Description: The ARN of ExampleS3OutpostsEndpoint
Value:
Ref: ExampleS3OutpostsEndpoint
ExampleS3OutpostsEndpointID:
Description: The ID of ExampleS3OutpostsEndpoint
Value:
Fn::GetAtt:
- ExampleS3OutpostsEndpoint
- ID
ExampleS3OutpostsEndpointStackID:
Description: The stack ID
Value:
Ref: AWS::StackID
Export:
Name:
Fn::Sub: "${AWS::StackName}-StackID"

AWS::S3Outposts::Endpoint NetworkInterface
ネットワークインターフェイスのコンテナ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"NetworkInterfaceId" : String

YAML
NetworkInterfaceId: String

プロパティ
NetworkInterfaceId
ネットワークインターフェイスの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

Amazon SageMaker リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::SageMaker::App (p. 5845)
• AWS::SageMaker::AppImageConfig (p. 5849)
• AWS::SageMaker::CodeRepository (p. 5853)
• AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition (p. 5856)
• AWS::SageMaker::Device (p. 5877)
• AWS::SageMaker::DeviceFleet (p. 5879)
• AWS::SageMaker::Domain (p. 5882)
• AWS::SageMaker::Endpoint (p. 5892)
• AWS::SageMaker::EndpointConfig (p. 5903)
• AWS::SageMaker::FeatureGroup (p. 5917)
• AWS::SageMaker::Image (p. 5921)
• AWS::SageMaker::ImageVersion (p. 5923)
• AWS::SageMaker::Model (p. 5925)
• AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition (p. 5938)
• AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition (p. 5959)
• AWS::SageMaker::ModelPackageGroup (p. 5979)
• AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition (p. 5981)
• AWS::SageMaker::MonitoringSchedule (p. 6003)
• AWS::SageMaker::NotebookInstance (p. 6029)
• AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig (p. 6036)
• AWS::SageMaker::Pipeline (p. 6040)
• AWS::SageMaker::Project (p. 6044)
• AWS::SageMaker::UserProfile (p. 6046)
• AWS::SageMaker::Workteam (p. 6055)

AWS::SageMaker::App
指定した UserProfile に対して実行中のアプリを作成します。サポートされているアプリは
JupyterServer と KernelGateway です。この操作は、関連付けられたドメインへのアクセス時、およ
びユーザーが新しいカーネル設定を選択したときに、Amazon SageMaker Studio によって自動的に呼び出
されます。ユーザーは、複数のアプリを同時にアクティブにできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::App",
"Properties" : {
"AppName" : String,
"AppType" : String,
"DomainId" : String,
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}

}

"ResourceSpec" : ResourceSpec (p. 5847),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserProfileName" : String

YAML
Type: AWS::SageMaker::App
Properties:
AppName: String
AppType: String
DomainId: String
ResourceSpec:
ResourceSpec (p. 5847)
Tags:
- Tag
UserProfileName: String

プロパティ
AppName
アプリの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
AppType
アプリの種類。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: JupyterServer | KernelGateway | TensorBoard
Update requires: Replacement
DomainId
ドメイン ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
Update requires: Replacement
ResourceSpec
SageMaker イメージと SageMaker イメージバージョンの ARN と、そのバージョンが実行されるイ
ンスタンスタイプを指定します。
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必須: いいえ
タイプ: ResourceSpec (p. 5847)
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
UserProfileName
ユーザープロファイル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: アプリのタイプ、アプリ
名、ドメイン ID、およびユーザープロファイル名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AppArn
arn:aws:sagemaker:us-west-2:account-id:app/my-app-name など、アプリの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。

AWS::SageMaker::App ResourceSpec
SageMaker イメージと SageMaker イメージバージョンの ARN と、そのバージョンが実行されるインス
タンスタイプを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"InstanceType" : String,
"SageMakerImageArn" : String,
"SageMakerImageVersionArn" : String

YAML
InstanceType: String
SageMakerImageArn: String
SageMakerImageVersionArn: String

プロパティ
InstanceType
イメージバージョンが実行されるインスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ml.c5.12xlarge | ml.c5.18xlarge | ml.c5.24xlarge | ml.c5.2xlarge
| ml.c5.4xlarge | ml.c5.9xlarge | ml.c5.large | ml.c5.xlarge |
ml.g4dn.12xlarge | ml.g4dn.16xlarge | ml.g4dn.2xlarge | ml.g4dn.4xlarge
| ml.g4dn.8xlarge | ml.g4dn.xlarge | ml.m5.12xlarge | ml.m5.16xlarge |
ml.m5.24xlarge | ml.m5.2xlarge | ml.m5.4xlarge | ml.m5.8xlarge | ml.m5.large
| ml.m5.xlarge | ml.m5d.12xlarge | ml.m5d.16xlarge | ml.m5d.24xlarge
| ml.m5d.2xlarge | ml.m5d.4xlarge | ml.m5d.8xlarge | ml.m5d.large
| ml.m5d.xlarge | ml.p3.16xlarge | ml.p3.2xlarge | ml.p3.8xlarge |
ml.p3dn.24xlarge | ml.r5.12xlarge | ml.r5.16xlarge | ml.r5.24xlarge |
ml.r5.2xlarge | ml.r5.4xlarge | ml.r5.8xlarge | ml.r5.large | ml.r5.xlarge
| ml.t3.2xlarge | ml.t3.large | ml.t3.medium | ml.t3.micro | ml.t3.small |
ml.t3.xlarge | system
Update requires: No interruption
SageMakerImageArn
イメージバージョンが属する SageMaker イメージの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image/[a-z0-9]([-.]?[az0-9])*$
Update requires: No interruption
SageMakerImageVersionArn
インスタンスに作成されたイメージバージョンの ARN。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image-version/[a-z0-9]
([-.]?[a-z0-9])*/[0-9]+$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::AppImageConfig
SageMaker イメージを KernelGateway アプリとして実行するための設定を作成します。この設定では、
イメージ上の Amazon Elastic File System (EFS) ストレージボリュームと、イメージ内のカーネルのリス
トを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::AppImageConfig",
"Properties" : {
"AppImageConfigName" : String,
"KernelGatewayImageConfig" : KernelGatewayImageConfig (p. 5851),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::AppImageConfig
Properties:
AppImageConfigName: String
KernelGatewayImageConfig:
KernelGatewayImageConfig (p. 5851)
Tags:
- Tag

プロパティ
AppImageConfigName
AppImageConfig の名前。アカウントで一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
KernelGatewayImageConfig
SageMaker イメージ内のファイルシステムとカーネルの設定。
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必須: いいえ
タイプ: KernelGatewayImageConfig (p. 5851)
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: AppImageConfig の名前。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AppImageConfigArn
AppImageConfig の Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:sagemaker:us-west-2:accountid:app-image-config/my-app-image-config-name など)。

AWS::SageMaker::AppImageConfig FileSystemConfig
SageMaker イメージの Amazon Elastic File System (EFS) ストレージ設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultGid" : Integer,
"DefaultUid" : Integer,
"MountPath" : String

YAML
DefaultGid: Integer
DefaultUid: Integer
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MountPath: String

プロパティ
DefaultGid
デフォルトの POSIX グループ ID (GID)。指定されない場合、デフォルトは 100 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption
DefaultUid
デフォルトの POSIX ユーザー ID (UID)。指定されない場合、デフォルトは 1000 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 65535
Update requires: No interruption
MountPath
ユーザーの EFS ホームディレクトリをマウントするためのイメージ内のパス。ディレクトリは空でな
ければなりません。指定しない場合、デフォルトは /home/sagemaker-user になります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^\/.*
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::AppImageConfig KernelGatewayImageConfig
KernelGateway アプリとして実行される SageMaker イメージ内のファイルシステムとカーネルの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FileSystemConfig" : FileSystemConfig (p. 5850),
"KernelSpecs" : [ KernelSpec (p. 5852), ... ]
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YAML
FileSystemConfig:
FileSystemConfig (p. 5850)
KernelSpecs:
- KernelSpec (p. 5852)

プロパティ
FileSystemConfig
SageMaker イメージの Amazon Elastic File System (EFS) ストレージ設定。
必須: いいえ
タイプ: FileSystemConfig (p. 5850)
Update requires: No interruption
KernelSpecs
イメージ内の Jupyter カーネルの仕様。
必須: はい
タイプ: KernelSpec (p. 5852) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::AppImageConfig KernelSpec
Jupyter カーネルの仕様。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DisplayName" : String,
"Name" : String

YAML
DisplayName: String
Name: String

プロパティ
DisplayName
カーネルの表示名。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
イメージ内の Jupyter カーネルの名前。この値は大文字と小文字が区別されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::CodeRepository
Amazon SageMaker アカウントのリソースとして Git リポジトリを作成します。作成するノートブック
に Git ソース管理を使用できるよう、リポジトリをノートブックインスタンスに関連付けることができま
す。Git リポジトリは Amazon SageMaker アカウントのリソースであるため、複数のノートブックインス
タンスに関連付けることができ、関連付けられているノートブックインスタンスのライフサイクルとは無
関係に持続します。
リポジトリは AWS CodeCommit またはその他の Git リポジトリのいずれかでホストできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::CodeRepository",
"Properties" : {
"CodeRepositoryName" : String,
"GitConfig" : GitConfig (p. 5854),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::CodeRepository
Properties:
CodeRepositoryName: String
GitConfig:
GitConfig (p. 5854)
Tags:
- Tag

プロパティ
CodeRepositoryName
Git リポジトリの名前。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: Replacement
GitConfig
Git リポジトリの設定の詳細 (ロケーションの URL、リポジトリへのアクセスに使用される認証情報を
含む AWS Secrets Manager シークレットの ARN など)。
必須: はい
タイプ: GitConfig (p. 5854)
Update requires: No interruption
Tags
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: コードリポジトリの
Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
CodeRepositoryName
コードリポジトリの名前 (myCodeRepo など)。

AWS::SageMaker::CodeRepository GitConfig
AWS アカウントの Git リポジトリの設定の詳細を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Branch" : String,
"RepositoryUrl" : String,
"SecretArn" : String

YAML
Branch: String
RepositoryUrl: String
SecretArn: String

プロパティ
Branch
Git リポジトリのデフォルトブランチ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: [^ ~^:?*\[]+
Update requires: Replacement
RepositoryUrl
Git リポジトリが配置されている URL。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^https://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
SecretArn
git リポジトリにアクセスするために使用される認証情報を含む AWS Secrets Manager シークレット
の Amazonリソースネーム (ARN)。シークレットのステージングラベルは AWSCURRENT で、フォー
マットは次のとおりです。
{"username": UserName, "password": Password}
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
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パターン: arn:aws[a-z\-]*:secretsmanager:[a-z0-9\-]*:[0-9]{12}:secret:.*
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
データ品質とドリフトをモニタリングするジョブの定義を作成します。モデルモニターの詳細について
は、「Amazon SageMaker Model Monitor」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition",
"Properties" : {
"DataQualityAppSpecification" : DataQualityAppSpecification (p. 5866),
"DataQualityBaselineConfig" : DataQualityBaselineConfig (p. 5868),
"DataQualityJobInput" : DataQualityJobInput (p. 5869),
"DataQualityJobOutputConfig" : MonitoringOutputConfig (p. 5871),
"JobDefinitionName" : String,
"JobResources" : MonitoringResources (p. 5872),
"NetworkConfig" : NetworkConfig (p. 5872),
"RoleArn" : String,
"StoppingCondition" : StoppingCondition (p. 5875),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
Properties:
DataQualityAppSpecification:
DataQualityAppSpecification (p. 5866)
DataQualityBaselineConfig:
DataQualityBaselineConfig (p. 5868)
DataQualityJobInput:
DataQualityJobInput (p. 5869)
DataQualityJobOutputConfig:
MonitoringOutputConfig (p. 5871)
JobDefinitionName: String
JobResources:
MonitoringResources (p. 5872)
NetworkConfig:
NetworkConfig (p. 5872)
RoleArn: String
StoppingCondition:
StoppingCondition (p. 5875)
Tags:
- Tag

プロパティ
DataQualityAppSpecification
モニタリングジョブを実行するコンテナを指定します。
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必須: はい
タイプ: DataQualityAppSpecification (p. 5866)
Update requires: Replacement
DataQualityBaselineConfig
モニタリングジョブの制約とベースラインを設定します。
必須: いいえ
タイプ: DataQualityBaselineConfig (p. 5868)
Update requires: Replacement
DataQualityJobInput
モニタリングジョブの入力のリスト。現在、モニタリング入力としてエンドポイントをサポートして
います。
必須: はい
タイプ: DataQualityJobInput (p. 5869)
Update requires: Replacement
DataQualityJobOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutputConfig (p. 5871)
Update requires: Replacement
JobDefinitionName
モニタリングジョブ定義の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
JobResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringResources (p. 5872)
Update requires: Replacement
NetworkConfig
モニタリングジョブのネットワーク設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfig (p. 5872)
Update requires: Replacement
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RoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行するために引き受けることができる IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StoppingCondition
停止する前にモニタリングジョブを実行できる時間の制限。
必須: いいえ
タイプ: StoppingCondition (p. 5875)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
ジョブ定義が作成された時刻。
JobDefinitionArn
ジョブ定義の Amazon リソースネーム (ARN)。

例
SageMaker DataQualityJobDefinition の例
次の例では、データ品質モニタリングジョブ定義を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Basic SageMaker Hosting entities to create a data quality job
definition",
"Mappings": {
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"RegionMap": {
"us-west-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": {
"Fn::GetAtt": [
"EndpointConfigWithDataCapture",
"EndpointConfigName"
]
}

}

},
"EndpointConfigWithDataCapture": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": {
"Fn::GetAtt": [
"Model",
"ModelName"
]
},

"VariantName": {
"Fn::GetAtt": [
"Model",
"ModelName"
]

}
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}
],
"DataCaptureConfig": {
"EnableCapture": true,
"InitialSamplingPercentage": 100,
"DestinationS3Uri": "s3://bucket/prefix",
"KmsKeyId": "kmskeyid",
"CaptureOptions": [
{
"CaptureMode": "Input"
},
{
"CaptureMode": "Output"
}
],
"CaptureContentTypeHeader": {
"CsvContentTypes": [
"text/csv"
],
"JsonContentTypes": [
"appplication/json"
]
}
}

}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": { "Fn::FindInMap": [
"RegionMap",
{"Ref": "AWS::Region"},
"MyModelImage"
]
}
},
"ExecutionRoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"ExecutionRole",
"Arn"
]
}

}

},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
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"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

}
},
"JobDefinitionExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
}
]
}
},
"DataQualityJobDefinition": {
"Type": "AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition",
"Properties": {
"DataQualityAppSpecification": {
"ImageUri": {
"Fn::Sub": "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/
sagemaker-model-monitor-analyzer:latest"
}
},
"DataQualityJobInput": {
"EndpointInput": {
"EndpointName": {
"Fn::GetAtt": [
"Endpoint",
"EndpointName"
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]
},
}

},
"DataQualityJobOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://data-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/

output"

]

}

}

}

"LocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata"

}

}

}

}

},
"JobResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.large",
"VolumeSizeInGB": 50
}
},
"RoleArn": null,
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 2000
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Basic SageMaker Hosting entities to create a data quality job definition
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"MyModelImage":
"us-east-2":
"MyModelImage":
"us-east-1":
"MyModelImage":
"eu-west-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-2":
"MyModelImage":
"ap-southeast-2":
"MyModelImage":
"eu-central-1":
"MyModelImage":

"123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"

Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
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Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfigWithDataCapture.EndpointConfigName
EndpointConfigWithDataCapture:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
DataCaptureConfig:
EnableCapture: true
InitialSamplingPercentage: 100
DestinationS3Uri: s3://bucket/prefix
KmsKeyId: kmskeyid
CaptureOptions:
- CaptureMode: Input
- CaptureMode: Output
CaptureContentTypeHeader:
CsvContentTypes:
- "text/csv"
JsonContentTypes:
- "appplication/json"
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "MyModelImage"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
JobDefinitionExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
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Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
DataQualityJobDefinition:
Type: AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
Properties:
DataQualityAppSpecification:
ImageUri:
Fn::Sub: "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/sagemaker-modelmonitor-analyzer:latest"
DataQualityJobInput:
EndpointInput:
EndpointName: !GetAtt Endpoint.EndpointName
LocalPath: "/opt/ml/processing/endpointdata"
DataQualityJobOutputConfig:
MonitoringOutputs:
- S3Output:
LocalPath: "/opt/ml/processing/localpath"
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://data-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/output"
JobResources:
ClusterConfig:
InstanceCount: 1
InstanceType: ml.m5.large
VolumeSizeInGB: 50
RoleArn: !GetAtt JobDefinitionExecutionRole.Arn
StoppingCondition:
MaxRuntimeInSeconds: 2000

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用されるリソースのクラスターの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"VolumeKmsKeyId" : String,
"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
VolumeKmsKeyId: String
VolumeSizeInGB: Integer
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プロパティ
InstanceCount
モデルモニタリングジョブで使用する ML コンピューティングインスタンスの数。分散処理ジョブの
場合は、1 より大きい値を指定します。デフォルト値は 1 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
InstanceType
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeKmsKeyId
モデルモニタリングジョブを実行する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされた
ストレージボリュームのデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeSizeInGB
プロビジョニングする ML ストレージボリュームのサイズ (ギガバイト単位)。状況に合わせて十分な
ML ストレージを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Uri" : String
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YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition DataQualityAppSpecification
データ品質モニタリングジョブが実行するコンテナに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerArguments" : [ String, ... ],
"ContainerEntrypoint" : [ String, ... ],
"Environment" : Environment (p. 5870),
"ImageUri" : String,
"PostAnalyticsProcessorSourceUri" : String,
"RecordPreprocessorSourceUri" : String

YAML
ContainerArguments:
- String
ContainerEntrypoint:
- String
Environment:
Environment (p. 5870)
ImageUri: String
PostAnalyticsProcessorSourceUri: String
RecordPreprocessorSourceUri: String

プロパティ
ContainerArguments
モニタリングジョブが実行されるコンテナに送信される引数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
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Update requires: Replacement
ContainerEntrypoint
モニタリングジョブを実行するために使用されるコンテナのエントリポイント。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: Replacement
Environment
モニタリングジョブが実行されるコンテナ内の環境変数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 環境 (p. 5870)
Update requires: Replacement
ImageUri
データ品質モニタリングジョブが実行されるコンテナイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: .*
Update requires: Replacement
PostAnalyticsProcessorSourceUri
分析の実行後に呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。組み込みの (ファーストパーティー) コン
テナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
RecordPreprocessorSourceUri
分析の実行前に行ごとに呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。base64 でペイロードをデコード
して、これをフラット化された json に変換し、組み込みのコンテナが変換済みデータを使用できるよ
うにします。組み込みの (ファーストパーティー) コンテナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
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Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition DataQualityBaselineConfig
制約をモニタリングし、統計情報をモニタリングするための設定。これらの基準リソースは、定期的に
データを収集するようにスケジュールされている一連のジョブの現在のジョブの結果と比較されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BaseliningJobName" : String,
"ConstraintsResource" : ConstraintsResource (p. 5865),
"StatisticsResource" : StatisticsResource (p. 5874)

YAML
BaseliningJobName: String
ConstraintsResource:
ConstraintsResource (p. 5865)
StatisticsResource:
StatisticsResource (p. 5874)

プロパティ
BaseliningJobName
データ品質モニタリングジョブ用のベースラインを実行するジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。
必須: いいえ
タイプ: ConstraintsResource (p. 5865)
Update requires: Replacement
StatisticsResource
制約をモニタリングし、統計情報をモニタリングするための設定。これらの基準リソースは、定期的
にデータを収集するようにスケジュールされている一連のジョブの現在のジョブの結果と比較されま
す。
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必須: いいえ
タイプ: StatisticsResource (p. 5874)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition DataQualityJobInput
データ品質モニタリングジョブの入力値。現在、エンドポイントは入力をサポートしています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointInput" : EndpointInput (p. 5869)

YAML
EndpointInput:
EndpointInput (p. 5869)

プロパティ
EndpointInput
Property description not available.
必須: はい
タイプ: EndpointInput (p. 5869)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointName" : String,
"LocalPath" : String,
"S3DataDistributionType" : String,
"S3InputMode" : String

YAML
EndpointName: String
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LocalPath: String
S3DataDistributionType: String
S3InputMode: String

プロパティ
EndpointName
DataCaptureConfig が有効になっているお客様のアカウントのエンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
LocalPath
コンテナがエンドポイントデータを使用できるファイルシステムへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: Replacement
S3DataDistributionType
Amazon S3 で配布する入力データを S3 キーで完全にレプリケートするか、シャードするか。デフォ
ルトは FullyReplicated です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FullyReplicated | ShardedByS3Key
Update requires: Replacement
S3InputMode
モニタリングジョブのデータを転送するための入力モードとして Pipe を使用するか、File を使用
するか。大きいデータセットには Pipe モードが推奨されます。メモリ内に収まる小さなファイルに
は、File モードが便利です。デフォルトは File です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: File | Pipe
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition Environment
モニタリングジョブが実行されるコンテナ内の環境変数を設定します。
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AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition MonitoringOutput
モニタリングジョブの出力オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Output" : S3Output (p. 5873)

YAML
S3Output:
S3Output (p. 5873)

プロパティ
S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。
必須: はい
タイプ: S3Output (p. 5873)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition MonitoringOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MonitoringOutputs" : [ MonitoringOutput (p. 5871), ... ]

YAML
KmsKeyId: String
MonitoringOutputs:
- MonitoringOutput (p. 5871)

プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化で保管時のモデルアーティファクトを暗号化
する際に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
MonitoringOutputs
モニタリングジョブのモニタリング出力。ここに定期的なモニタリングジョブの出力をアップロード
します。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutput (p. 5871) のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterConfig" : ClusterConfig (p. 5864)

YAML
ClusterConfig:
ClusterConfig (p. 5864)

プロパティ
ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ClusterConfig (p. 5864)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition NetworkConfig
コンテナ間のネットワークトラフィックの暗号化、コンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウン
ドのネットワーク呼び出しを許可するかどうか、VPC 対応ジョブに使用する VPC サブネットとセキュリ
ティグループなど、ジョブのネットワークオプション。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EnableInterContainerTrafficEncryption" : Boolean,
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 5876)

YAML
EnableInterContainerTrafficEncryption: Boolean
EnableNetworkIsolation: Boolean
VpcConfig:
VpcConfig (p. 5876)

プロパティ
EnableInterContainerTrafficEncryption
分散処理ジョブ間のすべての通信を暗号化するかどうか。通信を暗号化するには、True を選択しま
す。暗号化により、分散処理ジョブのセキュリティが強化されますが、処理に時間がかかることがあ
ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EnableNetworkIsolation
処理ジョブに使用するコンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウンドのネットワーク呼び出し
を許可するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設
定することにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 5876)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"LocalPath" : String,
"S3UploadMode" : String,
"S3Uri" : String

YAML
LocalPath: String
S3UploadMode: String
S3Uri: String

プロパティ
LocalPath
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージ場所へのローカ
ルパス。LocalPath は、出力データの絶対パスです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3UploadMode
モニタリングジョブの結果を継続的にアップロードするか、ジョブの完了後にアップロードするか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所を識別す
る URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition StatisticsResource
モニタリングジョブの統計リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
統計リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition StoppingCondition
モデルトレーニングジョブ、モデルコンパイルジョブ、または hyperparameter チューニングジョブを実
行できる時間の制限を指定します。また、マネージドスポットトレーニングジョブが完了する期間も指定
します。ジョブが制限時間に達すると、Amazon SageMaker はトレーニングジョブまたはコンパイルジョ
ブを終了します。この API を使用して、モデルトレーニングのコストを制限します。
トレーニングジョブを停止するために、Amazon SageMaker はアルゴリズムに SIGTERM シグナルを送信
します。これにより、ジョブの終了が 120 秒遅延します。アルゴリズムでは、この 120 秒のウィンドウ
を使用してモデルのアーティファクトを保存できるため、トレーニングの結果が失われることはありませ
ん。
Amazon SageMaker が提供するトレーニングアルゴリズムは、可能であれば、モデルトレーニングジョ
ブの中間結果を自動的に保存します。モデルが保存できる状態ではない可能性があるため、アーティファ
クトの保存は最善を尽くして試行されますが、保証はされません。例えば、トレーニングの開始直後は、
モデルが保存できる状態でない場合があります。保存されると、この中間データは有効なモデルアーティ
ファクトになります。これにより、CreateModel を使用してモデルを作成できます。

Note
ニューラルトピックモデル (NTM) は現在、中間モデルアーティファクトの保存をサポートしてい
ません。NTM をトレーニングする場合は、最大ランタイムがトレーニングジョブの完了に十分で
あることを確認してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRuntimeInSeconds" : Integer

YAML
MaxRuntimeInSeconds: Integer
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プロパティ
MaxRuntimeInSeconds
トレーニングジョブまたはコンパイルジョブを実行できる時間の最大長 (秒単位)。
コンパイルジョブでは、この間にジョブが完了しないと、TimeOut エラーが発生します。900 秒から
開始し、モデルに基づいて必要に応じて引き上げることをお勧めします。
他のすべてのジョブでは、この時間内にジョブが完了しない場合、Amazon SageMaker はジョ
ブを終了します。RetryStrategy がジョブ要求でが指定されている場合、個々の試行ではな
く、MaxRuntimeInSeconds がすべての試行の合計の最大時間を指定します。デフォルト値は 1 日
間です。最大値は 28 日間です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
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Update requires: Replacement
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Device
AWS::SageMaker::Device リソースは Amazon SageMaker リソースタイプで、既存の SageMaker
Edge Manager DeviceFleet に対してデバイスを登録できます。各デバイスは、CFN 仕様に個別にリスト
する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::Device",
"Properties" : {
"Device" : Device (p. 5878),
"DeviceFleetName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::Device
Properties:
Device:
Device (p. 5878)
DeviceFleetName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Device
作成するエッジデバイス。
必須: いいえ
タイプ: デバイス (p. 5878)
Update requires: No interruption
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DeviceFleetName
デバイスが属するフリートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: Replacement
Tags
デバイスの分類と整理に役立つメタデータを含むキーと値のペアの配列。タグはそれぞれ、1 つの
キーと 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: このリソースの論理 ID を
組み込みの `Ref` 関数に渡すと、Ref は DeviceFleetName を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::SageMaker::Device Device
特定のデバイスの情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Description" : String,
"DeviceName" : String,
"IotThingName" : String

YAML
Description: String
DeviceName: String
IotThingName: String
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プロパティ
Description
デバイスの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 40
パターン: [\S\s]+
Update requires: No interruption
DeviceName
デバイスの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: No interruption
IotThingName
AWS モノのインターネット (IoT) オブジェクト名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9:_-]+
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::DeviceFleet
AWS::SageMaker::DeviceFleet リソースは Amazon SageMaker リソースタイプで、SageMaker
Edge Manager Device を管理する DeviceFleet を作成できます。DeviceFleet に対してデバイスを個別
に登録する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::DeviceFleet",
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}

"Properties" : {
"Description" : String,
"DeviceFleetName" : String,
"OutputConfig" : EdgeOutputConfig (p. 5881),
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::DeviceFleet
Properties:
Description: String
DeviceFleetName: String
OutputConfig:
EdgeOutputConfig (p. 5881)
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
フリートの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DeviceFleetName
デバイスフリートの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: Replacement
OutputConfig
フリートによって収集されたサンプルデータを保存するための出力設定。
必須: はい
タイプ: EdgeOutputConfig (p. 5881)
Update requires: No interruption
RoleArn
AWS モノのインターネット (IoT) にアクセスできる Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
Tags
デバイスフリートの分類と整理に役立つメタデータを含むキーと値のペアの配列。タグはそれぞれ、1
つのキーと 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: このリソースの論理 ID を
組み込みの `Ref` 関数に渡すと、Ref は DeviceFleetName を返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::SageMaker::DeviceFleet EdgeOutputConfig
フリートによって収集されたサンプルデータを保存するための出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"S3OutputLocation" : String

YAML
KmsKeyId: String
S3OutputLocation: String

プロパティ
KmsKeyId
コンパイルジョブ後にストレージボリューム上のデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使
用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。KMS キー ID を指定しない場合、Amazon
SageMaker はロールのアカウントに Amazon S3 のデフォルト KMS キーを使用します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3OutputLocation
Amazon Simple Storage (S3) バケット URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Domain
Amazon SageMaker スタジオで使用される Domain を作成します。ドメインは、関連付けられた Amazon
Elastic File System (EFS) ボリューム、承認されたユーザーのリスト、さまざまなセキュリティ、アプリ
ケーション、ポリシー、および Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 設定で構成されます。AWS アカウン
トは、リージョンごとに 1 つのドメインに制限されます。ドメイン内のユーザーは、ノートブックファイ
ルやその他のアーティファクトを互いに共有できます。
EFS ストレージ
ドメインが作成されると、そのドメイン内のすべてのユーザーが使用する EFS ボリュームが作成されま
す。各ユーザーは、ノートブック、Git リポジトリ、およびデータファイル用の EFS ボリューム内のプラ
イベートホームディレクトリを受け取ります。
SageMaker は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、デフォルトで AWS マネージド
キーを使用してドメインにアタッチされた EFS ボリュームを暗号化します。より詳細な制御のために、カ
スタマーマネージドキーを指定できます。詳細については、「暗号化を使用した保存データの保護」を参
照してください。
VPC の設定
ドメインと EFS ボリューム間のすべての SageMaker Studio トラフィックは、指定された VPC とサブ
ネットを経由します。他の Studioトラフィックの場合は、AppNetworkAccessType パラメータを指定で
きます。AppNetworkAccessType は、Studio へのオンボード時に選択したネットワークアクセスタイプ
に対応します。以下のオプションが利用できます。
• PublicInternetOnly - EFS 以外のトラフィックは、Amazon SageMaker によって管理される VPC
を経由し、インターネットアクセスを許可します。これは、デフォルト値です。
• VpcOnly - すべての Studio トラフィックは、指定された VPC およびサブネットを経由します。イ
ンターネットアクセスはデフォルトで無効になっています。インターネットアクセスを許可するに
は、NAT ゲートウェイを指定する必要があります。
インターネットアクセスが無効になっている場合、VPC に SageMaker API とランタイムまたは NAT
ゲートウェイへのインターフェイスエンドポイントがあり、セキュリティグループでアウトバウンド接
続を許可しない限り、Studio ノートブックを実行したり、モデルをトレーニングまたはホストしたりす
ることはできません。
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Important
SageMaker Studio アプリケーションを正常に起動するには、ポート 2049 上の TCP 経由の NFS
トラフィックがインバウンドルールとアウトバウンドルールの両方で許可されている必要があり
ます。
詳細については、「SageMaker Studio ノートブックを VPC 内のリソースに接続する 」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::Domain",
"Properties" : {
"AppNetworkAccessType" : String,
"AuthMode" : String,
"DefaultUserSettings" : UserSettings (p. 5891),
"DomainName" : String,
"KmsKeyId" : String,
"SubnetIds" : [ String, ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcId" : String
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::Domain
Properties:
AppNetworkAccessType: String
AuthMode: String
DefaultUserSettings:
UserSettings (p. 5891)
DomainName: String
KmsKeyId: String
SubnetIds:
- String
Tags:
- Tag
VpcId: String

プロパティ
AppNetworkAccessType
EFS 以外のトラフィックに使用する VPC を指定します。デフォルト値は PublicInternetOnly で
す。
• PublicInternetOnly - EFS 以外のトラフィックは、Amazon SageMaker によって管理される
VPC を経由し、直接インターネットにアクセスできます
• VpcOnly - すべての Studio トラフィックは、指定された VPC とサブネットを経由します
有効な値: PublicInternetOnly | VpcOnly
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: Replacement
AuthMode
メンバーがドメインにアクセスするために使用する認証モード。
有効な値: SSO | IAM
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
DefaultUserSettings
デフォルトのユーザー設定。
必須: はい
タイプ: UserSettings (p. 5891)
Update requires: No interruption
DomainName
ドメイン名です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
KmsKeyId
SageMaker は、AWS KMS を使用して、AWS マネージドカスタマーマスターキー (CMK) でドメイン
にアタッチされた EFS ボリュームをデフォルトで暗号化します。より詳細に制御するには、カスタ
マー管理の CMK を指定します。
長さの制限: 最大長は 2,048 です。
パターン: .*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SubnetIds
Studio が通信に使用する VPC サブネット。
長さの制限: 最大長は 32 です。
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 16 項目です。
パターン: [-0-9a-zA-Z]+
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
5884

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Replacement
Tags
ドメインに関連付けられたタグ。各タグはキーとオプションの値で構成されます。タグキーはリソー
スごとに一意である必要があります。タグは、検索 API を使用して検索できます。
ドメインに指定したタグは、ドメイン内で起動されるすべてのアプリにも追加されます。
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 50 項目です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
VpcId
Studio が通信に使用する Amazon Virtual Private Cloud (VPC) の ID。
長さの制限: 最大長は 32 です。
パターン: [-0-9a-zA-Z]+
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ドメイン ID (dxxxxxxxxxxxx など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
DomainArn
ドメインの Amazon リソースネーム (ARN) (arn:aws:sagemaker:us-west-2:accountid:domain/my-domain-name など)。
DomainId
ドメイン ID。
HomeEfsFileSystemId
このドメインによって管理される Amazon Elastic File System (EFS) の ID。
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SingleSignOnManagedApplicationInstanceId
AWS SSO マネージドアプリケーションインスタンス ID。
Url
ドメインの URL。

AWS::SageMaker::Domain CustomImage
カスタム SageMaker イメージ。詳細については、「独自の SageMaker イメージを取り込む」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AppImageConfigName" : String,
"ImageName" : String,
"ImageVersionNumber" : Integer

YAML
AppImageConfigName: String
ImageName: String
ImageVersionNumber: Integer

プロパティ
AppImageConfigName
AppImageConfig の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
ImageName
CustomImage の名前。アカウントで一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-.]?[a-zA-Z0-9]){0,62}$
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Update requires: No interruption
ImageVersionNumber
CustomImage のバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Domain JupyterServerAppSettings
JupyterServer アプリの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultResourceSpec" : ResourceSpec (p. 5888)

YAML
DefaultResourceSpec:
ResourceSpec (p. 5888)

プロパティ
DefaultResourceSpec
JupyterServer アプリで使用されるデフォルトの SageMaker イメージの、デフォルトのインスタンス
タイプと Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: ResourceSpec (p. 5888)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Domain KernelGatewayAppSettings
KernelGateway アプリの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"CustomImages" : [ CustomImage (p. 5886), ... ],
"DefaultResourceSpec" : ResourceSpec (p. 5888)

YAML
CustomImages:
- CustomImage (p. 5886)
DefaultResourceSpec:
ResourceSpec (p. 5888)

プロパティ
CustomImages
KernelGateway アプリとして実行するように設定されたカスタム SageMaker イメージのリスト。
必須: いいえ
タイプ: CustomImage (p. 5886) のリスト
最大: 30
Update requires: No interruption
DefaultResourceSpec
KernelGateway アプリで使用されるデフォルトの SageMaker イメージのデフォルトのインスタンス
タイプと Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: ResourceSpec (p. 5888)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Domain ResourceSpec
SageMaker イメージと SageMaker イメージバージョンの ARN と、そのバージョンが実行されるインス
タンスタイプを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceType" : String,
"SageMakerImageArn" : String,
"SageMakerImageVersionArn" : String

YAML
InstanceType: String
SageMakerImageArn: String
SageMakerImageVersionArn: String
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プロパティ
InstanceType
イメージバージョンが実行されるインスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ml.c5.12xlarge | ml.c5.18xlarge | ml.c5.24xlarge | ml.c5.2xlarge
| ml.c5.4xlarge | ml.c5.9xlarge | ml.c5.large | ml.c5.xlarge |
ml.g4dn.12xlarge | ml.g4dn.16xlarge | ml.g4dn.2xlarge | ml.g4dn.4xlarge
| ml.g4dn.8xlarge | ml.g4dn.xlarge | ml.m5.12xlarge | ml.m5.16xlarge |
ml.m5.24xlarge | ml.m5.2xlarge | ml.m5.4xlarge | ml.m5.8xlarge | ml.m5.large
| ml.m5.xlarge | ml.m5d.12xlarge | ml.m5d.16xlarge | ml.m5d.24xlarge
| ml.m5d.2xlarge | ml.m5d.4xlarge | ml.m5d.8xlarge | ml.m5d.large
| ml.m5d.xlarge | ml.p3.16xlarge | ml.p3.2xlarge | ml.p3.8xlarge |
ml.p3dn.24xlarge | ml.r5.12xlarge | ml.r5.16xlarge | ml.r5.24xlarge |
ml.r5.2xlarge | ml.r5.4xlarge | ml.r5.8xlarge | ml.r5.large | ml.r5.xlarge
| ml.t3.2xlarge | ml.t3.large | ml.t3.medium | ml.t3.micro | ml.t3.small |
ml.t3.xlarge | system
Update requires: No interruption
SageMakerImageArn
イメージバージョンが属する SageMaker イメージの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image/[a-z0-9]([-.]?[az0-9])*$
Update requires: No interruption
SageMakerImageVersionArn
インスタンスに作成されたイメージバージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image-version/[a-z0-9]
([-.]?[a-z0-9])*/[0-9]+$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Domain SharingSettings
Amazon SageMaker Studio ノートブックを共有するときのオプションを指定します。これらの設
定は、CreateDomain API が呼び出されたときの DefaultUserSettings の一部として、また
CreateUserProfile API が呼び出されたときの UserSettings の一部として指定されます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"NotebookOutputOption" : String,
"S3KmsKeyId" : String,
"S3OutputPath" : String

YAML
NotebookOutputOption: String
S3KmsKeyId: String
S3OutputPath: String

プロパティ
NotebookOutputOption
ノートブックを共有するときに、ノートブックセルの出力を含めるかどうかを指定します。デフォル
ト: Disabled。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Allowed | Disabled
Update requires: No interruption
S3KmsKeyId
NotebookOutputOption が Allowed の場合、AWS Key Management Service (KMS) 暗号化キー
ID は、Amazon S3 バケット内のノートブックセル出力の暗号化に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3OutputPath
NotebookOutputOptionが Allowed の場合に、共有ノートブックのスナップショットを保存する
ために使用される Amazon S3 バケットです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: No interruption
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AWS::SageMaker::Domain UserSettings
Amazon SageMaker Studio のユーザーに適用される設定のコレクション。これらの設定
は、CreateUserProfile API が呼び出されたときと、CreateDomain API が呼び出されたときに
DefaultUserSettings として指定されます。
SecurityGroups は、両方の呼び出しで指定されたときに集約されます。UserSettings の他のすべ
ての設定では、CreateUserProfile で指定した値は、CreateDomain で指定した値よりも優先されま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ExecutionRole" : String,
"JupyterServerAppSettings" : JupyterServerAppSettings (p. 5887),
"KernelGatewayAppSettings" : KernelGatewayAppSettings (p. 5887),
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SharingSettings" : SharingSettings (p. 5889)

YAML
ExecutionRole: String
JupyterServerAppSettings:
JupyterServerAppSettings (p. 5887)
KernelGatewayAppSettings:
KernelGatewayAppSettings (p. 5887)
SecurityGroups:
- String
SharingSettings:
SharingSettings (p. 5889)

プロパティ
ExecutionRole
ユーザーの実行ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
JupyterServerAppSettings
Jupyter サーバーのアプリ設定。
必須: いいえ
タイプ: JupyterServerAppSettings (p. 5887)
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Update requires: No interruption
KernelGatewayAppSettings
カーネルゲートウェイアプリの設定。
必須: いいえ
タイプ: KernelGatewayAppSettings (p. 5887)
Update requires: No interruption
SecurityGroups
Studio が通信に使用する Amazon Virtual Private Cloud (VPC) のセキュリティグループ。
CreateDomain.AppNetworkAccessType パラメータが PublicInternetOnly に設定されている
場合は任意です。
CreateDomain.AppNetworkAccessType パラメータが VpcOnly に設定されている場合は必須で
す。
Amazon SageMaker はセキュリティグループを追加して、SageMaker Studio からの NFS トラフィッ
クを許可します。したがって、指定できるセキュリティグループの数は、表示される最大数より 1 少
なくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
SharingSettings
SageMaker Studio ノートブックを共有するためのオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: SharingSettings (p. 5889)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint
リクエストで指定した設定を使用してエンドポイントを作成するには、AWS::SageMaker::Endpoint
リソースを使用します。Amazon SageMaker は、エンドポイントを使用してリソースをプロビジョニング
し、モデルをデプロイします。AWS::SageMaker::EndpointConfig リソースを使用してエンドポイント設定
を作成します。詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「Amazon SageMaker ホスティン
グサービスでモデルをデプロイする」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties" : {
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}

}

"DeploymentConfig" : DeploymentConfig (p. 5901),
"EndpointConfigName" : String,
"EndpointName" : String,
"ExcludeRetainedVariantProperties" : [ VariantProperty (p. 5902), ... ],
"RetainAllVariantProperties" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::SageMaker::Endpoint
Properties:
DeploymentConfig:
DeploymentConfig (p. 5901)
EndpointConfigName: String
EndpointName: String
ExcludeRetainedVariantProperties:
- VariantProperty (p. 5902)
RetainAllVariantProperties: Boolean
Tags:
- Tag

プロパティ
DeploymentConfig
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: DeploymentConfig (p. 5901)
Update requires: No interruption
EndpointConfigName
エンドポイントの設定を指定する AWS::SageMaker::EndpointConfig リソースの名前。詳細について
は、「CreateEndpointConfig」をご覧ください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
EndpointName
エンドポイントの名前。この名前は AWS アカウントの AWS リージョン内で一意であるこ
とが必要です。CreateEndpoint では、名前の大文字と小文字が区別されませんが、大
文字と小文字は保持され、https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_runtime_InvokeEndpoint.html で一致する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
API バージョン 2010-05-15
5893

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
ExcludeRetainedVariantProperties
値が true に設定されている RetainAllVariantProperties でエンドポイントリソースを更新する
場合、ExcludeRetainedVariantProperties は VariantProperty タイプのリストを指定し
て、EndpointConfig によって提供された値で上書きします。ExcludeAllVariantProperties
に値を指定しない場合、バリアントプロパティは上書きされません。新しいエンドポイントリソース
を作成する場合、または RetainAllVariantProperties が false に設定されている場合は、こ
のプロパティを使用しないでください。
必須: いいえ
タイプ: VariantProperty (p. 5902) のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
RetainAllVariantProperties
エンドポイントリソースを更新するときに、インスタンス数やバリアントの重量などのバリアント
プロパティの保持を有効または無効にします。更新時にエンドポイントのバリアントプロパティを
保持するには、RetainAllVariantProperties を true に設定します。エンドポイントを更新
するときに、新しい EndpointConfig 呼び出しで指定されたバリアントプロパティを使用するに
は、RetainAllVariantProperties を false に設定します。このプロパティは、エンドポイント
リソースを更新する場合にのみ使用し、新しいエンドポイントリソースを作成するときには使用しな
いでください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
詳細については、AWS 請求およびコスト管理のユーザーガイドの Resource Tag および Using Cost
Allocation Tags を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:sagemaker:us-west-2:012345678901:endpoint/myendpoint など、エンドポイントの
Amazon リソースネーム (ARN) をこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返
します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
EndpointName
エンドポイントの名前 (MyEndpoint など)。

例
SageMaker エンドポイントの例
次の例では、トレーニングを受けたモデルからエンドポイント構成を作成し、エンドポイントを作成しま
す。

JSON
{

"Description": "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint
configs.",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
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"EndpointConfigName": { "Fn::GetAtt" : ["EndpointConfig", "EndpointConfigName" ] }
}
},
"EndpointConfig": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] },
"VariantName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] }
}
]
}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": { "Fn::FindInMap" : [ "AWS::Region", "NullTransformer"] }
},
"ExecutionRoleArn": { "Fn::GetAtt" : [ "ExecutionRole", "Arn" ] }
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
}

},
"Outputs": {
"EndpointId": {
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"Value": { "Ref" : "Endpoint" }
},
"EndpointName": {
"Value": { "Fn::GetAtt" : [ "Endpoint", "EndpointName" ] }
}
}
}

YAML
Description: "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint configs."
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-west-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-southeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-central-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfig.EndpointConfigName
EndpointConfig:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "NullTransformer"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
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- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
Outputs:
EndpointId:
Value: !Ref Endpoint
EndpointName:
Value: !GetAtt Endpoint.EndpointName

AWS::SageMaker::Endpoint Alarm
この API はサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AlarmName" : String

YAML
AlarmName: String

プロパティ
AlarmName
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^(?!\s*$).+
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint AutoRollbackConfig
現在、AutoRollbackConfig API はサポートされていません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Alarms" : [ Alarm (p. 5898), ... ]

YAML
Alarms:
- Alarm (p. 5898)

プロパティ
Alarms
必須: はい
タイプ: Alarm (p. 5898) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint BlueGreenUpdatePolicy
現在、BlueGreenUpdatePolicy API はサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MaximumExecutionTimeoutInSeconds" : Integer,
"TerminationWaitInSeconds" : Integer,
"TrafficRoutingConfiguration" : TrafficRoutingConfig (p. 5901)

YAML
MaximumExecutionTimeoutInSeconds: Integer
TerminationWaitInSeconds: Integer
TrafficRoutingConfiguration:
TrafficRoutingConfig (p. 5901)

プロパティ
MaximumExecutionTimeoutInSeconds
必須: いいえ
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タイプ: 整数
最小: 600
最大: 14400
Update requires: No interruption
TerminationWaitInSeconds
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 3600
Update requires: No interruption
TrafficRoutingConfiguration
必須: はい
タイプ: TrafficRoutingConfig (p. 5901)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint CapacitySize
現在、CapacitySize API はサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : Integer

YAML
Type: String
Value: Integer

プロパティ
Type
この API はサポートされていません。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: CAPACITY_PERCENT | INSTANCE_COUNT
Update requires: No interruption
Value
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint DeploymentConfig
現在、DeploymentConfig API はサポートされていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AutoRollbackConfiguration" : AutoRollbackConfig (p. 5898),
"BlueGreenUpdatePolicy" : BlueGreenUpdatePolicy (p. 5899)

YAML
AutoRollbackConfiguration:
AutoRollbackConfig (p. 5898)
BlueGreenUpdatePolicy:
BlueGreenUpdatePolicy (p. 5899)

プロパティ
AutoRollbackConfiguration
必須: いいえ
タイプ: AutoRollbackConfig (p. 5898)
Update requires: No interruption
BlueGreenUpdatePolicy
必須: はい
タイプ: BlueGreenUpdatePolicy (p. 5899)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint TrafficRoutingConfig
現在、TrafficRoutingConfig API はサポートされていません。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CanarySize" : CapacitySize (p. 5900),
"Type" : String,
"WaitIntervalInSeconds" : Integer

YAML
CanarySize:
CapacitySize (p. 5900)
Type: String
WaitIntervalInSeconds: Integer

プロパティ
CanarySize
必須: いいえ
タイプ: CapacitySize (p. 5900)
Update requires: No interruption
Type
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_AT_ONCE | CANARY
Update requires: No interruption
WaitIntervalInSeconds
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 3600
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Endpoint VariantProperty
エンドポイントの本番稼働用バリアントプロパティタイプを指定します。
RetainAllVariantProperties オプションを true に設定してエンドポイントを更新する場
合、ExcludeRetainedVariantProperties にリストされている VarientProperty オブジェクトによって、
エンドポイントの既存のバリアントプロパティが上書きされます。
API バージョン 2010-05-15
5902

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"VariantPropertyType" : String

YAML
VariantPropertyType: String

プロパティ
VariantPropertyType
バリアントプロパティのタイプ。サポートされている値には以下があります。
• DesiredInstanceCount: ProductionVariants の InitialInstanceCount 値を使用して、既存のバリア
ントインスタンス数を上書きします。
• DesiredWeight: ProductionVariants の InitialVariantWeight 値を使用して、既存のバリアントの重
量を上書きします。
• DataCaptureConfig: (現在サポートされていません。)
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::EndpointConfig
AWS::SageMaker::EndpointConfig リソースは、Amazon SageMaker エンドポイントの設定を作成
します。詳細については、SageMaker 開発者ガイドの「CreateEndpointConfig」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties" : {
"AsyncInferenceConfig" : AsyncInferenceConfig (p. 5909),
"DataCaptureConfig" : DataCaptureConfig (p. 5913),
"EndpointConfigName" : String,
"KmsKeyId" : String,
"ProductionVariants" : [ ProductionVariant (p. 5915), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::EndpointConfig
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Properties:
AsyncInferenceConfig:
AsyncInferenceConfig (p. 5909)
DataCaptureConfig:
DataCaptureConfig (p. 5913)
EndpointConfigName: String
KmsKeyId: String
ProductionVariants:
- ProductionVariant (p. 5915)
Tags:
- Tag

プロパティ
AsyncInferenceConfig
エンドポイントがどのように非同期推論を実行するかについての設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AsyncInferenceConfig (p. 5909)
Update requires: Replacement
DataCaptureConfig
Model Monitor のエンドポイントデータをキャプチャする方法を指定します。データキャプチャ設定
は、エンドポイントでホストされているすべてのプロダクションバリアントに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: DataCaptureConfig (p. 5913)
Update requires: Replacement
EndpointConfigName
エンドポイント設定の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
KmsKeyId
エンドポイントをホストする ML コンピュートインスタンスにアタッチされたストレージボリューム
のデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使用する、AWS Key Management Service キー
の Amazon リソースネーム (ARN)。
• キー ID: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• キー ARN: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
• エイリアス名: alias/ExampleAlias
• エイリアス名 ARN: arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias
KMS キーポリシーは CreateEndpoint、UpdateEndpoint リクエストで指定する IAM ロールに
アクセス許可を付与する必要があります。詳細については、AWS Key Management Service の Using
Key Policies in AWS KMS セクションを参照してください。
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Note
特定の Nitro ベースのインスタンスには、インスタンスタイプに応じてローカルストレー
ジが含まれます。ローカルストレージボリュームは、インスタンスのハードウェアモ
ジュールを使用して暗号化されます。ローカルストレージでインスタンスタイプを使用す
る場合、KmsKeyId をリクエストすることはできません。ProductionVariants パラ
メータで指定したモデルのいずれかがローカルストレージを持つ Nitro ベースのインスタ
ンスを使用する場合は、KmsKeyId パラメータの値を指定しないでください。ローカル
ストレージで Nitro ベースのインスタンスを使用するときに KmsKeyId の値を指定する
と、CreateEndpointConfig の呼び出しは失敗します。
ローカルインスタンスストレージをサポートするインスタンスタイプのリストについては、
「インスタンスストアボリューム」を参照してください。
ローカルインスタンスストレージの暗号化の詳細については、「SSD インスタンスストアボ
リューム」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
ProductionVariants
ProductionVariant オブジェクトのリスト。このエンドポイントでホストするモデルごとに 1 つ。
必須: はい
タイプ: ProductionVariant (p. 5915) のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
詳細については、「リソースタグ」と「コスト配分タグの使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:sagemaker:us-west-2:01234567>8901:endpoint-config/myendpointconfig な
ど、エンドポイント設定の Amazon リソースネーム (ARN) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
EndpointConfigName
MyEndpointConfiguration など、エンドポイント設定の名前。

例
SageMaker EndpointConfig 例
次の例では、トレーニングを受けたモデルからエンドポイント構成を作成し、エンドポイントを作成しま
す。

JSON
{

"Description": "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint
configs.",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
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"EndpointConfigName": { "Fn::GetAtt" : ["EndpointConfig", "EndpointConfigName" ] }
}
},
"EndpointConfig": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] },
"VariantName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] }
}
]
}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": { "Fn::FindInMap" : [ "AWS::Region", "NullTransformer"] }
},
"ExecutionRoleArn": { "Fn::GetAtt" : [ "ExecutionRole", "Arn" ] }
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
}

},
"Outputs": {
"EndpointId": {

API バージョン 2010-05-15
5907

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker
"Value": { "Ref" : "Endpoint" }
},
"EndpointName": {
"Value": { "Fn::GetAtt" : [ "Endpoint", "EndpointName" ] }
}
}
}

YAML
Description: "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint configs."
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-west-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-southeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-central-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfig.EndpointConfigName
EndpointConfig:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "NullTransformer"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
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- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
Outputs:
EndpointId:
Value: !Ref Endpoint
EndpointName:
Value: !GetAtt Endpoint.EndpointName

AWS::SageMaker::EndpointConfig AsyncInferenceClientConfig
非同期推論中にモデルコンテナとインタラクションするために SageMaker が使用するクライアントの動
作を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxConcurrentInvocationsPerInstance" : Integer

YAML
MaxConcurrentInvocationsPerInstance: Integer

プロパティ
MaxConcurrentInvocationsPerInstance
SageMaker クライアントからモデルコンテナに送信される同時リクエストの最大数。値が指定されて
いない場合、SageMaker は最適な値を選択します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig AsyncInferenceConfig
エンドポイントがどのように非同期推論を実行するかについての設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ClientConfig" : AsyncInferenceClientConfig (p. 5909),
"OutputConfig" : AsyncInferenceOutputConfig (p. 5911)

YAML
ClientConfig:
AsyncInferenceClientConfig (p. 5909)
OutputConfig:
AsyncInferenceOutputConfig (p. 5911)

プロパティ
ClientConfig
非同期推論中にモデルコンテナとインタラクションするために SageMaker が使用するクライアント
の動作を設定します。
必須: いいえ
タイプ: AsyncInferenceClientConfig (p. 5909)
Update requires: Replacement
OutputConfig
非同期推論呼び出し出力の設定を指定します。
必須: はい
タイプ: AsyncInferenceOutputConfig (p. 5911)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig AsyncInferenceNotificationConfig
非同期推論の推論結果の通知の設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ErrorTopic" : String,
"SuccessTopic" : String

YAML
ErrorTopic: String
SuccessTopic: String
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プロパティ
ErrorTopic
推論が失敗したときに通知を投稿する Amazon SNS トピック。トピックが指定されていない場合、失
敗しても通知は送信されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SuccessTopic
推論が正常に完了したときに通知を投稿する Amazon SNS トピック。トピックが指定されていない場
合、成功しても通知は送信されません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig AsyncInferenceOutputConfig
非同期推論呼び出し出力の設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"KmsKeyId" : String,
"NotificationConfig" : AsyncInferenceNotificationConfig (p. 5910),
"S3OutputPath" : String

YAML
KmsKeyId: String
NotificationConfig:
AsyncInferenceNotificationConfig (p. 5910)
S3OutputPath: String

プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 の非同期推論の出力を暗号化するために使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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NotificationConfig
非同期推論の推論結果の通知の設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: AsyncInferenceNotificationConfig (p. 5910)
Update requires: Replacement
S3OutputPath
推論レスポンスのアップロード先となる Amazon S3 の場所。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig CaptureContentTypeHeader
エンドポイントがキャプチャするデータの JSON および CSV コンテンツタイプを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CsvContentTypes" : [ String, ... ],
"JsonContentTypes" : [ String, ... ]

YAML
CsvContentTypes:
- String
JsonContentTypes:
- String

プロパティ
CsvContentTypes
エンドポイントがキャプチャするデータの CSV コンテンツタイプのリスト。エンドポイントがデータ
をキャプチャするには、エンドポイントを呼び出すときにコンテンツタイプも指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement
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JsonContentTypes
エンドポイントがキャプチャするデータの JSON コンテンツタイプのリスト。エンドポイントがデー
タをキャプチャするには、エンドポイントを呼び出すときにコンテンツタイプも指定する必要があり
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 10
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig CaptureOption
エンドポイントが入力データと出力データのどちらをキャプチャするかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CaptureMode" : String

YAML
CaptureMode: String

プロパティ
CaptureMode
エンドポイントが入力データと出力データのどちらをキャプチャするかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Input | Output
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig DataCaptureConfig
Model Monitor データキャプチャ用のエンドポイントの設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"CaptureContentTypeHeader" : CaptureContentTypeHeader (p. 5912),
"CaptureOptions" : [ CaptureOption (p. 5913), ... ],
"DestinationS3Uri" : String,
"EnableCapture" : Boolean,
"InitialSamplingPercentage" : Integer,
"KmsKeyId" : String

YAML
CaptureContentTypeHeader:
CaptureContentTypeHeader (p. 5912)
CaptureOptions:
- CaptureOption (p. 5913)
DestinationS3Uri: String
EnableCapture: Boolean
InitialSamplingPercentage: Integer
KmsKeyId: String

プロパティ
CaptureContentTypeHeader
エンドポイントがキャプチャする JSON および CSV コンテンツタイプのリスト。
必須: いいえ
タイプ: CaptureContentTypeHeader (p. 5912)
Update requires: Replacement
CaptureOptions
エンドポイントがモデルへの入力データ、モデルからの出力データ、またはその両方をキャプチャす
るかどうかを指定します。
必須: はい
タイプ: CaptureOption (p. 5913) のリスト
最大: 2
Update requires: Replacement
DestinationS3Uri
Model Monitor が、キャプチャされたデータを保存する S3 バケット。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^(https|s3)://([^/])/?(.*)$
Update requires: Replacement
EnableCapture
データキャプチャを有効にするには、True に設定します。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
InitialSamplingPercentage
キャプチャするデータの割合。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100
Update requires: Replacement
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化を使用して、保存時にキャプチャされた
データを暗号化するために使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。KmsKeyId
は、次のいずれかの形式とすることができます。キー ID: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
キー ARN: arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab エ
イリアス名: alias/ExampleAlias エイリアス名の ARN: arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/
ExampleAlias KMS キー ID を指定しない場合、ロールのアカウントの Amazon S3 のデフォルト KMS
キーが使用されます。詳細については、Amazon Simple Storage サービス開発者ガイドの「KMS で管
理された暗号化キー」(https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingKMSEncryption.html)
を参照してください。KMS キーポリシーでは、CreateModel (https://docs.aws.amazon.com/
sagemaker/latest/APIReference/API_CreateModel.html) リクエストで指定した IAM ロールにアクセ
ス許可を付与する必要があります。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガ
イドの Using Key Policies in AWS KMS (http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/keypolicies.html) を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::EndpointConfig ProductionVariant
ホストするモデルとそれをホストするためにデプロイするリソースを指定します。複数のモデルをデプロ
イする場合は、InitialVariantWeight オブジェクトを指定してモデルにトラフィックを分散する方法
を Amazon SageMaker に指示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AcceleratorType" : String,
"InitialInstanceCount" : Integer,
"InitialVariantWeight" : Double,
"InstanceType" : String,
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}

"ModelName" : String,
"VariantName" : String

YAML
AcceleratorType: String
InitialInstanceCount: Integer
InitialVariantWeight: Double
InstanceType: String
ModelName: String
VariantName: String

プロパティ
AcceleratorType
本番稼働用バリアントに使用する Elastic Inference (EI) インスタンスのサイズです。EI インスタンス
では、推論のためのオンデマンドの GPU コンピューティング機能を提供しています。詳細について
は、「Amazon SageMaker での Elastic Inference の使用」を参照してください。詳細については、
「Amazon SageMaker での Elastic Inference の使用」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ml.eia1.large | ml.eia1.medium | ml.eia1.xlarge | ml.eia2.large |
ml.eia2.medium | ml.eia2.xlarge
Update requires: Replacement
InitialInstanceCount
最初に起動するインスタンスの数です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: Replacement
InitialVariantWeight
エンドポイント構成で指定したすべてのモデル間の初期トラフィックの分散を決定します。本番稼働
用バリアントへのトラフィックは、すべての ProductionVariant の VariantWeight 値の合計に対す
る VariantWeight の比率によって決定されます。指定されない場合のデフォルト値は 1.0 です。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
InstanceType
ML コンピューティングインスタンスタイプです。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: ml.c4.2xlarge | ml.c4.4xlarge | ml.c4.8xlarge | ml.c4.large
| ml.c4.xlarge | ml.c5.18xlarge | ml.c5.2xlarge | ml.c5.4xlarge
| ml.c5.9xlarge | ml.c5.large | ml.c5.xlarge | ml.c5d.18xlarge |
ml.c5d.2xlarge | ml.c5d.4xlarge | ml.c5d.9xlarge | ml.c5d.large |
ml.c5d.xlarge | ml.g4dn.12xlarge | ml.g4dn.16xlarge | ml.g4dn.2xlarge
| ml.g4dn.4xlarge | ml.g4dn.8xlarge | ml.g4dn.xlarge | ml.inf1.24xlarge
| ml.inf1.2xlarge | ml.inf1.6xlarge | ml.inf1.xlarge | ml.m4.10xlarge
| ml.m4.16xlarge | ml.m4.2xlarge | ml.m4.4xlarge | ml.m4.xlarge |
ml.m5.12xlarge | ml.m5.24xlarge | ml.m5.2xlarge | ml.m5.4xlarge |
ml.m5.large | ml.m5.xlarge | ml.m5d.12xlarge | ml.m5d.24xlarge |
ml.m5d.2xlarge | ml.m5d.4xlarge | ml.m5d.large | ml.m5d.xlarge |
ml.p2.16xlarge | ml.p2.8xlarge | ml.p2.xlarge | ml.p3.16xlarge |
ml.p3.2xlarge | ml.p3.8xlarge | ml.r5.12xlarge | ml.r5.24xlarge |
ml.r5.2xlarge | ml.r5.4xlarge | ml.r5.large | ml.r5.xlarge | ml.r5d.12xlarge
| ml.r5d.24xlarge | ml.r5d.2xlarge | ml.r5d.4xlarge | ml.r5d.large |
ml.r5d.xlarge | ml.t2.2xlarge | ml.t2.large | ml.t2.medium | ml.t2.xlarge
Update requires: Replacement
ModelName
ホストするモデルの名前。これは、モデル作成時に指定した名前です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: Replacement
VariantName
本番稼働用バリアントの名前を取得します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::FeatureGroup
新しい FeatureGroup を作成します。FeatureGroup は、Record を説明するために FeatureStore
で定義されている Features のグループです。
FeatureGroup は、FeatureGroup に含まれるスキーマと機能を定義します。FeatureGroup 定義
は、Features、RecordIdentifierFeatureName、EventTimeFeatureName のリストおよび
OnlineStore と OfflineStore の設定で構成されています。AWS のサービスクォータをチェックし
て、AWS アカウントの FeatureGroup クォータを確認します。

Important
FeatureGroup を作成するには、少なくとも 1 つの OnlineStoreConfig および
OfflineStoreConfig を含める必要があります。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::FeatureGroup",
"Properties" : {
"Description" : String,
"EventTimeFeatureName" : String,
"FeatureDefinitions" : [ FeatureDefinition (p. 5920), ... ],
"FeatureGroupName" : String,
"OfflineStoreConfig" : Json,
"OnlineStoreConfig" : Json,
"RecordIdentifierFeatureName" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::FeatureGroup
Properties:
Description: String
EventTimeFeatureName: String
FeatureDefinitions:
- FeatureDefinition (p. 5920)
FeatureGroupName: String
OfflineStoreConfig: Json
OnlineStoreConfig: Json
RecordIdentifierFeatureName: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
FeatureGroup の自由形式の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: Replacement
EventTimeFeatureName
レコードの EventTime を FeatureGroup に保存する機能の名前。
EventTime は、FeatureGroup での Record の作成または更新に対応する新しいイベントが発生し
た時点です。FeatureGroup のすべての Records は、対応する EventTime がある必要があります.
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-_]*[a-zA-Z0-9]){0,63}
Update requires: Replacement
FeatureDefinitions
Feature のリスト。それぞれの Feature に、FeatureName および FeatureType を含める必要が
あります。
有効な FeatureType は Integral、Fractional および String です。
FeatureName は、is_deleted、write_time、api_invocation_time のいずれにもできませ
ん。
FeatureGroup あたり 最大 2,500 個の FeatureDefinition を作成できます。
必須: はい
タイプ: FeatureDefinition (p. 5920) のリスト
最大: 2500
Update requires: Replacement
FeatureGroupName
FeatureGroup の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,63}
Update requires: Replacement
OfflineStoreConfig
OfflineStore の設定
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
OnlineStoreConfig
OnlineStore の設定
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
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RecordIdentifierFeatureName
FeatureGroup FeatureDefinitions で定義されている Record を一意に識別する値を持つ
Feature の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-_]*[a-zA-Z0-9]){0,63}
Update requires: Replacement
RoleArn
機能グループの作成に使用される IAM 実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: Replacement
Tags
FeatureGroup を定義するために使用されるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、Ref は機能グループの FeatureGroupName を返
します。

AWS::SageMaker::FeatureGroup FeatureDefinition
機能のリスト。FeatureName と FeatureType を含める必要があります。有効な機能 FeatureType
は、Integral、Fractional、String です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"FeatureName" : String,
"FeatureType" : String

YAML
FeatureName: String
FeatureType: String

プロパティ
FeatureName
機能の名前。型は、文字列でなければなりません。FeatureName は
is_deleted、write_time、api_invocation_time のいずれかにすることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-_]*[a-zA-Z0-9]){0,63}
Update requires: Replacement
FeatureType
フィーチャの値タイプ。有効な値は、整数、分数、または文字列です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Fractional | Integral | String
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Image
カスタム SageMaker イメージを作成します。SageMaker イメージは、イメージバージョンのセットで
す。各イメージバージョンは、Amazon Container Registry (ECR) に保存されているコンテナイメージを表
します。詳細については、「独自の SageMaker イメージを取り込む」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::Image",
"Properties" : {
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}

}

"ImageDescription" : String,
"ImageDisplayName" : String,
"ImageName" : String,
"ImageRoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::SageMaker::Image
Properties:
ImageDescription: String
ImageDisplayName: String
ImageName: String
ImageRoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
ImageDescription
イメージの説明。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 512 です。
パターン: .*
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageDisplayName
イメージの表示名。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 128 です。
パターン: ^\S(.*\S)?$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ImageName
イメージの名前。アカウント内のリージョンごとに一意である必要があります。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-.]?[a-zA-Z0-9]){0,62}$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ImageRoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行できるようにする IAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
長さの制限: 最小長は 20 文字です。最大長は 2048 です。
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 50 項目です。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ImageArn.
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ImageArn
イメージの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最大長は 256 です。
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image/[a-z0-9]([-.]?[az0-9])*$

AWS::SageMaker::ImageVersion
ImageName で指定された SageMaker イメージのバージョンを作成します。バージョンは、BaseImage
で指定された Amazon Container Registry (ECR) コンテナイメージを表します。
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Note
DependsOn 属性を使用して、特定のリソースが他のリソースに続けて作成されるように指定でき
ます。以下のユースケースに使用できます。詳細については、「DependsOn 属性」を参照してく
ださい。
1. DependsOn は、ImageVersionDependsOnImage である ImageVersion と Image の親子
関係を確立するために使用できます。
2. DependsOn を使用して、同じ Image 名前空間内の ImageVersion 間の順序を確立できま
す。例えば、ImageVersionB DependsOn ImageVersionA がどちらも同じ親 Image を共有してい
る場合、ImageVersionA はバージョン N で、ImageVersionB は N+1 になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::ImageVersion",
"Properties" : {
"BaseImage" : String,
"ImageName" : String
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::ImageVersion
Properties:
BaseImage: String
ImageName: String

プロパティ
BaseImage
SageMaker イメージバージョンの基になるコンテナイメージ。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 255 です。
パターン: .*
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ImageName
親イメージの名前。
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-.]?[a-zA-Z0-9]){0,62}$
必須: はい
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
5924

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ImageVersionArn。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ContainerImage
ImageVersion によって参照されるコンテナイメージバージョンの URI。
ImageArn
親イメージの Amazon リソースネーム (ARN)。
ImageVersionArn
イメージバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
タイプ: 文字列
長さの制限: 最大長は 256 です。
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image-version/[a-z0-9]
([-.]?[a-z0-9])*/[0-9]+$
Version
イメージのバージョン。

AWS::SageMaker::Model
AWS::SageMaker::Model リソースは、Amazon SageMaker エンドポイントでホストするモデルを作成
します。詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「Amazon SageMaker ホスティングサー
ビスでモデルをデプロイする」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::Model",
"Properties" : {
"Containers" : [ ContainerDefinition (p. 5931), ... ],
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"ExecutionRoleArn" : String,
"InferenceExecutionConfig" : InferenceExecutionConfig (p. 5935),
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}

}

"ModelName" : String,
"PrimaryContainer" : ContainerDefinition (p. 5931),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 5937)

YAML
Type: AWS::SageMaker::Model
Properties:
Containers:
- ContainerDefinition (p. 5931)
EnableNetworkIsolation: Boolean
ExecutionRoleArn: String
InferenceExecutionConfig:
InferenceExecutionConfig (p. 5935)
ModelName: String
PrimaryContainer:
ContainerDefinition (p. 5931)
Tags:
- Tag
VpcConfig:
VpcConfig (p. 5937)

プロパティ
Containers
推論パイプラインのコンテナを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ContainerDefinition (p. 5931) のリスト
最大: 15
Update requires: Replacement
EnableNetworkIsolation
モデルコンテナを分離します。モデルコンテナとの間で、着信または発信ネットワークコールを行う
ことはできません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
ExecutionRoleArn
Amazon SageMaker がモデルアーティファクトや Docker イメージにアクセスして ML コンピュー
ティングインスタンスまたは一括変換ジョブにデプロイすることを想定できる、IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。ML コンピューティングインスタンスにデプロイすることは、モデ
ルホスティングの一部です。詳細については、「Amazon SageMaker ロール」を参照してください。

Note
このロールを Amazon SageMaker に渡すことができるようになるには、この API の発信者
に iam:PassRole アクセス許可が必要です。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: Replacement
InferenceExecutionConfig
マルチコンテナエンドポイント内のコンテナの呼び出し方法の詳細を指定します。
必須: いいえ
タイプ: InferenceExecutionConfig (p. 5935)
Update requires: Replacement
ModelName
新しいモデルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: Replacement
PrimaryContainer
モデルが予測にデプロイされたときに推論コードが使用する推論コード、関連アーティファクト、お
よびカスタム環境マップを含むプライマリ Docker イメージの場所。
必須: いいえ
タイプ: ContainerDefinition (p. 5931)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
詳細については、AWS 請求およびコスト管理のユーザーガイドの Resource Tag および Using Cost
Allocation Tags を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
VpcConfig
モデルに接続する VPC を指定する VpcConfig オブジェクト。VPC を設定することで、モデルコンテ
ナとの間のアクセスを管理します。VpcConfig はホストサービスで、一括変換で使用されます。詳
細については、「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon
Virtual Private Cloud を使用して一括変換ジョブのデータを保護する」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 5937)
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: な
ど、arn:aws:sagemaker:us-west-2:012345678901:model/mymodel モデルの Amazon リソース
ネーム (ARN)。
AWS::SageMaker::Model リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数はモデルの Amazon
リソースネーム (ARN) (arn:aws:sagemaker:us-west-2:012345678901:model/mymodel など) を
返します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
ModelName
モデルの名前 (MyModel など)。

例
SageMaker モデルのエンドポイントの例
次の例では、トレーニングを受けたモデルからエンドポイント構成を作成し、エンドポイントを作成しま
す。

JSON
{

"Description": "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint
configs.",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
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"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"NullTransformer": "12345678901.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": { "Fn::GetAtt" : ["EndpointConfig", "EndpointConfigName" ] }
}
},
"EndpointConfig": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] },
"VariantName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName" ] }
}
]
}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": { "Fn::FindInMap" : [ "AWS::Region", "NullTransformer"] }
},
"ExecutionRoleArn": { "Fn::GetAtt" : [ "ExecutionRole", "Arn" ] }
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
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}

}

]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

},
"Outputs": {
"EndpointId": {
"Value": { "Ref" : "Endpoint" }
},
"EndpointName": {
"Value": { "Fn::GetAtt" : [ "Endpoint", "EndpointName" ] }
}
}
}

YAML
Description: "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint configs."
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-west-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-southeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-central-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfig.EndpointConfigName
EndpointConfig:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
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ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "NullTransformer"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
Outputs:
EndpointId:
Value: !Ref Endpoint
EndpointName:
Value: !GetAtt Endpoint.EndpointName

AWS::SageMaker::Model ContainerDefinition
モデルの定義の一部として、コンテナを記述します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ContainerHostname" : String,
"Environment" : Json,
"Image" : String,
"ImageConfig" : ImageConfig (p. 5934),
"Mode" : String,
"ModelDataUrl" : String,
"ModelPackageName" : String,
"MultiModelConfig" : MultiModelConfig (p. 5935)
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YAML
ContainerHostname: String
Environment: Json
Image: String
ImageConfig:
ImageConfig (p. 5934)
Mode: String
ModelDataUrl: String
ModelPackageName: String
MultiModelConfig:
MultiModelConfig (p. 5935)

プロパティ
ContainerHostname
このパラメータは、含まれているのが PrimaryContainer のみのモデルでは無視されます。
ContainerDefinition が推論パイプラインの一部の場合は、パラメータの値によって、ログ記録
およびメトリクスの目的でコンテナを一意に識別できます。詳細については、「ログとメトリクス
を使用して推論パイプラインをモニタリングする」を参照してください。推論パイプラインの一部で
ある ContainerDefinition についてこのパラメータの値を指定しない場合は、パイプライン内の
ContainerDefinition の位置に基づいて一意の名前が自動的に割り当てられます。推論パイプラ
インの一部であるすべての ContainerDefinition について ContainerHostName の値を指定す
る場合は、そのパイプライン内のすべての ContainerDefinition について ContainerHostName
パラメータの値を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
Environment
Docker コンテナ内に設定する環境変数。Environment 文字列から文字列マップへの各キーと値の長
さは、最大 1024 です。マップ内で最大 16 個のエントリがサポートされています。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Image
推論コードを保存するパス。これは、エンドポイントに設定したのと同じ VPC からアクセス可能
な Amazon EC2 Container Registry または Docker レジストリのいずれかです。Amazon SageMaker
で提供されているアルゴリズムの代わりに独自のカスタムアルゴリズムを使用している場合、
推論コードは Amazon SageMaker の要件を満たしている必要があります。Amazon SageMaker
は、registry/repository[:tag] と registry/repository[@digest] のイメージパス形式を
サポートしています。詳細については、「Amazon SageMaker で独自のアルゴリズムを使用」を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 255
パターン: [\S]+
Update requires: Replacement
ImageConfig
モデルコンテナが Amazon ECR にあるか、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) からアクセスできる
プライベート Docker レジストリにあるかを指定します。コンテナをプライベート Docker レジストリ
に保存する方法については、「リアルタイム推論コンテナにプライベート Docker レジストリを使用
する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ImageConfig (p. 5934)
Update requires: Replacement
Mode
コンテナが単一のモデルをホストするのか、複数のモデルをホストするのか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: MultiModel | SingleModel
Update requires: Replacement
ModelDataUrl
モデルトレーニングの結果であるモデルアーティファクトが保存される S3 パス。このパスは
gzip で圧縮された単一の tar アーカイブ (サフィックスは .tar.gz) を指す必要があります。Amazon
SageMaker 組み込みアルゴリズムには S3 パスが必要ですが、独自のアルゴリズムを使用する場合は
必要ありません。組み込みアルゴリズムの詳細については、「共通パラメータCommon Parameters」
を参照してください。

Note
モデルアーティファクトは、作成するモデルまたはエンドポイントと同じリージョンにある
S3 バケット内に存在する必要があります。
このパラメータの値を指定すると、Amazon SageMaker は AWS Security Token Service を使用し
て、指定した S3 パスからモデルアーティファクトをダウンロードします。AWS STS はデフォルト
で IAM ユーザーアカウントでアクティブ化されています。これまでにリージョン向けに AWS STS
を非アクティブ化した場合は、そのリージョン向けの AWS STS を再アクティブ化する必要がありま
す。詳細については、 AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの AWS リージョンで
の AWS STS のアクティブ化と非アクティブ化を参照してください。

Important
組み込みアルゴリズムを使用してモデルを作成する場合、Amazon SageMaker で
は、ModelDataUrl のモデルアーティファクトへの S3 パスを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
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ModelPackageName
モデルの作成に使用するモデルパッケージの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 176
パターン: (arn:aws[a-z\-]*:sagemaker:[a-z0-9\-]*:[0-9]{12}:[a-z\-]*\/)?([a-zAZ0-9]([a-zA-Z0-9-]){0,62})(?<!-)(\/[0-9]{1,5})?$
Update requires: Replacement
MultiModelConfig
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: MultiModelConfig (p. 5935)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Model ImageConfig
モデルコンテナが Amazon ECR にあるか、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) からアクセスできるプラ
イベート Docker レジストリにあるかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RepositoryAccessMode" : String,
"RepositoryAuthConfig" : RepositoryAuthConfig (p. 5936)

YAML
RepositoryAccessMode: String
RepositoryAuthConfig:
RepositoryAuthConfig (p. 5936)

プロパティ
RepositoryAccessMode
この値を次のいずれかの値に設定します。
• Platform - モデルイメージは Amazon ECR でホストされています。
• Vpc - モデルイメージは VPC のプライベート Docker レジストリでホストされています。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: Platform | Vpc
Update requires: Replacement
RepositoryAuthConfig
(オプション) モデルイメージがホストされているプライベート Docker レジストリの認証設定を指定
します。RepositoryAccessMode フィールドの値として Vpc を指定し、モデルイメージがホストさ
れているプライベート Docker レジストリに認証が必要な場合のみ、このプロパティの値を指定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: RepositoryAuthConfig (p. 5936)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Model InferenceExecutionConfig
InferenceExecutionConfig プロパティタイプは、AWS::SageMaker::Model (p. 5925) の Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Mode" : String

YAML
Mode: String

プロパティ
Mode
マルチコンテナ内のコンテナの実行方法。以下の値が有効です。
• Serial - コンテナはシリアルパイプラインとして実行されます。
• Direct - 指定した個々のコンテナのみが実行されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Model MultiModelConfig
マルチモデルエンドポイントをホストするための追加設定を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"ModelCacheSetting" : String

YAML
ModelCacheSetting: String

プロパティ
ModelCacheSetting
マルチモデルエンドポイントのモデルをキャッシュするかどうか。デフォルトでは、マルチモデルの
エンドポイントはモデルをキャッシュするため、モデルが呼び出されるたびにメモリにロードする必
要がありません。一部のユースケースは、モデルキャッシュの恩恵を受けません。例えば、エンドポ
イントで多数のモデルをホストし、それぞれが頻繁に呼び出されない場合、モデルキャッシュを無効
にすると、エンドポイントのパフォーマンスが向上する場合があります。モデルのキャッシュを無効
にするには、このパラメータの値を Disabled に設定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Model RepositoryAuthConfig
モデルイメージがホストされているプライベート Docker レジストリの認証設定を指定しま
す。CreateModel への呼び出しに渡した ImageConfig オブジェクトの RepositoryAccessMode
フィールドの値として Vpc を指定し、モデルイメージがホストされているプライベート Docker レジスト
リに認証が必要な場合のみ、このプロパティの値を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"RepositoryCredentialsProviderArn" : String

YAML
RepositoryCredentialsProviderArn: String

プロパティ
RepositoryCredentialsProviderArn
モデルイメージがホストされているプライベート Docker レジストリに対して認証するための認証情
報を提供する AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。AWS Lambda 関数の作成方法の
詳細については、AWSLambda デベロッパーガイドのコンソールで Lambda 関数を作成するを参照し
てください。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Model VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
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最大: 16
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
モデルバイアスジョブの定義を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition",
"Properties" : {
"JobDefinitionName" : String,
"JobResources" : MonitoringResources (p. 5955),
"ModelBiasAppSpecification" : ModelBiasAppSpecification (p. 5950),
"ModelBiasBaselineConfig" : ModelBiasBaselineConfig (p. 5951),
"ModelBiasJobInput" : ModelBiasJobInput (p. 5952),
"ModelBiasJobOutputConfig" : MonitoringOutputConfig (p. 5954),
"NetworkConfig" : NetworkConfig (p. 5955),
"RoleArn" : String,
"StoppingCondition" : StoppingCondition (p. 5957),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
Properties:
JobDefinitionName: String
JobResources:
MonitoringResources (p. 5955)
ModelBiasAppSpecification:
ModelBiasAppSpecification (p. 5950)
ModelBiasBaselineConfig:
ModelBiasBaselineConfig (p. 5951)
ModelBiasJobInput:
ModelBiasJobInput (p. 5952)
ModelBiasJobOutputConfig:
MonitoringOutputConfig (p. 5954)
NetworkConfig:
NetworkConfig (p. 5955)
RoleArn: String
StoppingCondition:
StoppingCondition (p. 5957)
Tags:
- Tag

プロパティ
JobDefinitionName
バイアスジョブ定義の名前。名前は、AWS アカウントの AWS リージョン内で一意である必要があり
ます。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
JobResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringResources (p. 5955)
Update requires: Replacement
ModelBiasAppSpecification
指定した Docker コンテナイメージを実行するようにモデルバイアスジョブを設定します。
必須: はい
タイプ: ModelBiasAppSpecification (p. 5950)
Update requires: Replacement
ModelBiasBaselineConfig
モデルバイアスジョブのベースライン設定。
必須: いいえ
タイプ: ModelBiasBaselineConfig (p. 5951)
Update requires: Replacement
ModelBiasJobInput
モデルバイアスジョブの入力。
必須: はい
タイプ: ModelBiasJobInput (p. 5952)
Update requires: Replacement
ModelBiasJobOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutputConfig (p. 5954)
Update requires: Replacement
NetworkConfig
モデルバイアスジョブのネットワークオプション。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfig (p. 5955)
Update requires: Replacement
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RoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行するために引き受けることができる IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StoppingCondition
停止する前にモニタリングジョブを実行できる時間の制限。
必須: いいえ
タイプ: StoppingCondition (p. 5957)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
ジョブ定義が作成された時刻。
JobDefinitionArn
ジョブ定義の Amazon リソースネーム (ARN)。

例
SageMaker ModelBiasJobDefinition の例
次の例では、モデルバイアスモニタリングジョブの定義を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Basic SageMaker Hosting entities to create a model bias job definition",
"Mappings": {
"RegionMap": {
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"us-west-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": null
}
},
"EndpointConfigWithDataCapture": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": null,
"VariantName": null
}
],
"DataCaptureConfig": {
"EnableCapture": true,
"InitialSamplingPercentage": 100,
"DestinationS3Uri": "s3://bucket/prefix",
"KmsKeyId": "kmskeyid",
"CaptureOptions": [
{
"CaptureMode": "Input"
}
],
"CaptureContentTypeHeader": {
"CsvContentTypes": [
"text/csv"
],
"JsonContentTypes": [
"application/json"
]
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}

}

}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": null
},
"ExecutionRoleArn": null
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"JobDefinitionExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
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]

}

},
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
}
]
}
},
"JobDefinition": {
"Type": "AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition",
"Properties": {
"ModelBiasAppSpecification": {
"ImageUri": {
"Fn::Sub": "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-processing:1.0"
},
"ConfigUri": "s3://configUri"
},
"ModelBiasJobInput": {
"EndpointInput": {
"EndpointName": null,
"LocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"FeaturesAttribute": "feature",
"InferenceAttribute": "inference",
"ProbabilityAttribute": "probability",
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.8,
"StartTimeOffset": "-PT1H",
"EndTimeOffset": "-P0D"
},
"GroundTruthS3Input": {
"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://model-bias-job-definition-${AWS::AccountId}/
groundtruth"
}
}
},
"ModelBiasJobOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://model-bias-job-definition-${AWS::AccountId}/
output"
}
}
}
]
},
"JobResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.large",
"VolumeSizeInGB": 50
}
},
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}

}

}

}

"RoleArn": null,
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 2000
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Basic SageMaker Hosting entities to create a model bias job definition
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"MyModelImage":
"us-east-2":
"MyModelImage":
"us-east-1":
"MyModelImage":
"eu-west-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-2":
"MyModelImage":
"ap-southeast-2":
"MyModelImage":
"eu-central-1":
"MyModelImage":

"123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"

Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfigWithDataCapture.EndpointConfigName
EndpointConfigWithDataCapture:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
DataCaptureConfig:
EnableCapture: true
InitialSamplingPercentage: 100
DestinationS3Uri: s3://bucket/prefix
KmsKeyId: kmskeyid
CaptureOptions:
- CaptureMode: Input
CaptureContentTypeHeader:
CsvContentTypes:
- "text/csv"
JsonContentTypes:
- "application/json"

API バージョン 2010-05-15
5944

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "MyModelImage"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
JobDefinitionExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
JobDefinition:
Type: AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
Properties:
ModelBiasAppSpecification:
ImageUri:
Fn::Sub: "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0"
ConfigUri: "s3://configUri"
ModelBiasJobInput:
EndpointInput:
EndpointName: !GetAtt Endpoint.EndpointName
LocalPath: "/opt/ml/processing/endpointdata"
FeaturesAttribute: feature
InferenceAttribute: inference
ProbabilityAttribute: probability
ProbabilityThresholdAttribute: 0.8

API バージョン 2010-05-15
5945

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker
StartTimeOffset: "-PT1H"
EndTimeOffset: "-P0D"
GroundTruthS3Input:
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://model-bias-job-definition-${AWS::AccountId}/groundtruth"
ModelBiasJobOutputConfig:
MonitoringOutputs:
- S3Output:
LocalPath: "/opt/ml/processing/localpath"
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://model-bias-job-definition-${AWS::AccountId}/output"
JobResources:
ClusterConfig:
InstanceCount: 1
InstanceType: ml.m5.large
VolumeSizeInGB: 50
RoleArn: !GetAtt JobDefinitionExecutionRole.Arn
StoppingCondition:
MaxRuntimeInSeconds: 2000

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition ClusterConfig
ClusterConfig プロパティタイプは、AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition (p. 5938) の Property
description not available. を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"VolumeKmsKeyId" : String,
"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
VolumeKmsKeyId: String
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
InstanceCount
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
InstanceType
Property description not available.
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeKmsKeyId
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeSizeInGB
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointName" : String,
"EndTimeOffset" : String,
"FeaturesAttribute" : String,
"InferenceAttribute" : String,
"LocalPath" : String,
"ProbabilityAttribute" : String,
"ProbabilityThresholdAttribute" : Double,
"S3DataDistributionType" : String,
"S3InputMode" : String,
"StartTimeOffset" : String

YAML
EndpointName: String
EndTimeOffset: String
FeaturesAttribute: String
InferenceAttribute: String
LocalPath: String
ProbabilityAttribute: String
ProbabilityThresholdAttribute: Double
S3DataDistributionType: String
S3InputMode: String
StartTimeOffset: String

プロパティ
EndpointName
DataCaptureConfig が有効になっているお客様のアカウントのエンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
EndTimeOffset
指定した場合、モニタリングジョブはこの時間を終了時刻から減算します。モニタリングジョブのス
ケジュールにオフセットを使用する方法については、「モデル品質モニタリングジョブのスケジュー
リング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 15
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パターン: ^.?P.*
Update requires: Replacement
FeaturesAttribute
入力機能である入力データの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InferenceAttribute
Ground Truth ラベルを表す入力データの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LocalPath
コンテナがエンドポイントデータを使用できるファイルシステムへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: Replacement
ProbabilityAttribute
分類の問題で、クラスの確率を表す属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProbabilityThresholdAttribute
プラスの結果として評価されるクラス確率のしきい値。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
S3DataDistributionType
Amazon S3 で配布する入力データを S3 キーで完全にレプリケートするか、シャードするか。デフォ
ルトは FullyReplicated です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
API バージョン 2010-05-15
5949

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

許可された値: FullyReplicated | ShardedByS3Key
Update requires: Replacement
S3InputMode
モニタリングジョブのデータを転送するための入力モードとして Pipe を使用するか、File を使用
するか。大きいデータセットには Pipe モードが推奨されます。メモリ内に収まる小さなファイルに
は、File モードが便利です。デフォルトは File です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: File | Pipe
Update requires: Replacement
StartTimeOffset
指定した場合、モニタリングジョブはこの時間を開始時刻から減算します。モニタリングジョブのス
ケジュールにオフセットを使用する方法については、「モデル品質モニタリングジョブのスケジュー
リング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 15
パターン: ^.?P.*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition Environment
Docker コンテナに環境変数を設定します。

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition ModelBiasAppSpecification
モデルバイアスジョブの Docker コンテナイメージ設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConfigUri" : String,
"Environment" : Environment (p. 5950),
"ImageUri" : String

YAML
ConfigUri: String
Environment:
Environment (p. 5950)
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ImageUri: String

プロパティ
ConfigUri
バイアスのパラメータを定義する JSON 形式の S3 ファイル。この JSON 設定ファイルの詳細につい
ては、「バイアスのパラメータの設定」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
Environment
Docker コンテナの環境変数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 環境 (p. 5950)
Update requires: Replacement
ImageUri
モデルバイアスジョブで実行するコンテナイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: .*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition ModelBiasBaselineConfig
ベースラインモデルバイアスジョブの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BaseliningJobName" : String,
"ConstraintsResource" : ConstraintsResource (p. 5947)

YAML
BaseliningJobName: String
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ConstraintsResource:
ConstraintsResource (p. 5947)

プロパティ
BaseliningJobName
ベースラインモデルバイアスジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。
必須: いいえ
タイプ: ConstraintsResource (p. 5947)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition ModelBiasJobInput
モデルバイアスジョブの入力。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointInput" : EndpointInput (p. 5947),
"GroundTruthS3Input" : MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5953)

YAML
EndpointInput:
EndpointInput (p. 5947)
GroundTruthS3Input:
MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5953)

プロパティ
EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト
必須: はい
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タイプ: EndpointInput (p. 5947)
Update requires: Replacement
GroundTruthS3Input
モデルバイアスジョブで使用する Ground Truth ラベルの位置。
必須: はい
タイプ: MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5953)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition MonitoringGroundTruthS3Input
モニタリングジョブに使用されるデータセットの Ground Truth ラベル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
Ground Truth ラベルの Amazon S3 の場所のアドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition MonitoringOutput
モニタリングジョブの出力オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"S3Output" : S3Output (p. 5956)

YAML
S3Output:
S3Output (p. 5956)

プロパティ
S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。
必須: はい
タイプ: S3Output (p. 5956)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition MonitoringOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MonitoringOutputs" : [ MonitoringOutput (p. 5953), ... ]

YAML
KmsKeyId: String
MonitoringOutputs:
- MonitoringOutput (p. 5953)

プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化で保管時のモデルアーティファクトを暗号化
する際に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
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MonitoringOutputs
モニタリングジョブのモニタリング出力。ここに定期的なモニタリングジョブの出力をアップロード
します。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutput (p. 5953) のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterConfig" : ClusterConfig (p. 5946)

YAML
ClusterConfig:
ClusterConfig (p. 5946)

プロパティ
ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ClusterConfig (p. 5946)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition NetworkConfig
コンテナ間のネットワークトラフィックの暗号化、コンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウン
ドのネットワーク呼び出しを許可するかどうか、VPC 対応ジョブに使用する VPC サブネットとセキュリ
ティグループなど、ジョブのネットワークオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"EnableInterContainerTrafficEncryption" : Boolean,
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 5958)

YAML
EnableInterContainerTrafficEncryption: Boolean
EnableNetworkIsolation: Boolean
VpcConfig:
VpcConfig (p. 5958)

プロパティ
EnableInterContainerTrafficEncryption
分散処理ジョブ間のすべての通信を暗号化するかどうか。通信を暗号化するには、True を選択しま
す。暗号化により、分散処理ジョブのセキュリティが強化されますが、処理に時間がかかることがあ
ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EnableNetworkIsolation
処理ジョブに使用するコンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウンドのネットワーク呼び出し
を許可するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設
定することにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 5958)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"LocalPath" : String,
"S3UploadMode" : String,
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}

"S3Uri" : String

YAML
LocalPath: String
S3UploadMode: String
S3Uri: String

プロパティ
LocalPath
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所へのロー
カルパス。LocalPath は出力データの絶対パスです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3UploadMode
モニタリングジョブの結果を継続的にアップロードするか、ジョブの完了後にアップロードするか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所を識別す
る URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition StoppingCondition
モデルトレーニングジョブ、モデルコンパイルジョブ、または hyperparameter チューニングジョブを実
行できる時間の制限を指定します。また、マネージドスポットトレーニングジョブが完了する期間も指定
します。ジョブが制限時間に達すると、Amazon SageMaker はトレーニングジョブまたはコンパイルジョ
ブを終了します。この API を使用して、モデルトレーニングのコストを制限します。
トレーニングジョブを停止するために、Amazon SageMaker はアルゴリズムに SIGTERM シグナルを送信
します。これにより、ジョブの終了が 120 秒遅延します。アルゴリズムでは、この 120 秒のウィンドウ
を使用してモデルのアーティファクトを保存できるため、トレーニングの結果が失われることはありませ
ん。
Amazon SageMaker が提供するトレーニングアルゴリズムは、可能であれば、モデルトレーニングジョ
ブの中間結果を自動的に保存します。モデルが保存できる状態ではない可能性があるため、アーティファ
クトの保存は最善を尽くして試行されますが、保証はされません。例えば、トレーニングの開始直後は、
モデルが保存できる状態でない場合があります。保存されると、この中間データは有効なモデルアーティ
ファクトになります。これにより、CreateModel を使用してモデルを作成できます。
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Note
ニューラルトピックモデル (NTM) は現在、中間モデルアーティファクトの保存をサポートしてい
ません。NTM をトレーニングする場合は、最大ランタイムがトレーニングジョブの完了に十分で
あることを確認してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRuntimeInSeconds" : Integer

YAML
MaxRuntimeInSeconds: Integer

プロパティ
MaxRuntimeInSeconds
トレーニングジョブまたはコンパイルジョブを実行できる時間の最大長 (秒単位)。
コンパイルジョブでは、この間にジョブが完了しないと、TimeOut エラーが発生します。900 秒から
開始し、モデルに基づいて必要に応じて引き上げることをお勧めします。
他のすべてのジョブでは、この時間内にジョブが完了しない場合、Amazon SageMaker はジョ
ブを終了します。RetryStrategy がジョブ要求でが指定されている場合、個々の試行ではな
く、MaxRuntimeInSeconds がすべての試行の合計の最大時間を指定します。デフォルト値は 1 日
間です。最大値は 28 日間です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]
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}

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
モデルの説明可能性ジョブ定義を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition",
"Properties" : {
"JobDefinitionName" : String,
"JobResources" : MonitoringResources (p. 5975),
"ModelExplainabilityAppSpecification" : ModelExplainabilityAppSpecification (p. 5971),
"ModelExplainabilityBaselineConfig" : ModelExplainabilityBaselineConfig (p. 5972),
"ModelExplainabilityJobInput" : ModelExplainabilityJobInput (p. 5973),
"ModelExplainabilityJobOutputConfig" : MonitoringOutputConfig (p. 5974),
"NetworkConfig" : NetworkConfig (p. 5975),
"RoleArn" : String,
"StoppingCondition" : StoppingCondition (p. 5977),
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}

}

"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
Properties:
JobDefinitionName: String
JobResources:
MonitoringResources (p. 5975)
ModelExplainabilityAppSpecification:
ModelExplainabilityAppSpecification (p. 5971)
ModelExplainabilityBaselineConfig:
ModelExplainabilityBaselineConfig (p. 5972)
ModelExplainabilityJobInput:
ModelExplainabilityJobInput (p. 5973)
ModelExplainabilityJobOutputConfig:
MonitoringOutputConfig (p. 5974)
NetworkConfig:
NetworkConfig (p. 5975)
RoleArn: String
StoppingCondition:
StoppingCondition (p. 5977)
Tags:
- Tag

プロパティ
JobDefinitionName
モデルの説明可能性ジョブ定義の名前。名前は、AWS アカウントの AWS リージョン内で一意である
必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
JobResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringResources (p. 5975)
Update requires: Replacement
ModelExplainabilityAppSpecification
指定された Docker コンテナイメージを実行するようにモデルの説明可能性ジョブを設定します。
必須: はい
タイプ: ModelExplainabilityAppSpecification (p. 5971)
Update requires: Replacement
ModelExplainabilityBaselineConfig
モデルの説明可能性ジョブのベースライン設定。
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必須: いいえ
タイプ: ModelExplainabilityBaselineConfig (p. 5972)
Update requires: Replacement
ModelExplainabilityJobInput
モデルの説明可能性ジョブの入力。
必須: はい
タイプ: ModelExplainabilityJobInput (p. 5973)
Update requires: Replacement
ModelExplainabilityJobOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutputConfig (p. 5974)
Update requires: Replacement
NetworkConfig
モデルの説明可能性ジョブのネットワークオプション。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfig (p. 5975)
Update requires: Replacement
RoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行するために引き受けることができる IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StoppingCondition
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: StoppingCondition (p. 5977)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
ジョブ定義が作成された時刻。
JobDefinitionArn
ジョブ定義の Amazon リソースネーム (ARN)。

例
SageMaker ModelExplainabilityJobDefinition の例
次の例では、モデル説明可能性モニタリングジョブ定義を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Basic SageMaker Hosting entities to create a model explainability job
definition",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
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"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": null
}
},
"EndpointConfigWithDataCapture": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": null,
"VariantName": null
}
],
"DataCaptureConfig": {
"EnableCapture": true,
"InitialSamplingPercentage": 100,
"DestinationS3Uri": "s3://bucket/prefix",
"KmsKeyId": "kmskeyid",
"CaptureOptions": [
{
"CaptureMode": "Input"
}
],
"CaptureContentTypeHeader": {
"CsvContentTypes": [
"text/csv"
],
"JsonContentTypes": [
"application/json"
]
}
}
}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": null
},
"ExecutionRoleArn": null
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
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},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]

}
},
"JobDefinitionExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
}
]
}
},
"JobDefinition": {
"Type": "AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition",
"Properties": {
"ModelExplainabilityAppSpecification": {
"ImageUri": {
"Fn::Sub": "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/
sagemaker-clarify-processing:1.0"
},
"ConfigUri": "s3://ConfigUri"
},
"ModelExplainabilityJobInput": {
"EndpointInput": {
"EndpointName": null,
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"LocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"FeaturesAttribute": "feature",
"InferenceAttribute": "inference",
"ProbabilityAttribute": "probability"

}
},
"ModelExplainabilityJobOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/

output"

]

}

}

}

}

}

}

}

},
"JobResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.large",
"VolumeSizeInGB": 50
}
},
"RoleArn": null,
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 2000
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Basic SageMaker Hosting entities to create a model explainability job
definition
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"MyModelImage":
"us-east-2":
"MyModelImage":
"us-east-1":
"MyModelImage":
"eu-west-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-2":
"MyModelImage":
"ap-southeast-2":
"MyModelImage":
"eu-central-1":
"MyModelImage":

"123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"

Resources:
Endpoint:
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Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfigWithDataCapture.EndpointConfigName
EndpointConfigWithDataCapture:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
DataCaptureConfig:
EnableCapture: true
InitialSamplingPercentage: 100
DestinationS3Uri: s3://bucket/prefix
KmsKeyId: kmskeyid
CaptureOptions:
- CaptureMode: Input
CaptureContentTypeHeader:
CsvContentTypes:
- "text/csv"
JsonContentTypes:
- "application/json"
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "MyModelImage"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
JobDefinitionExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
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Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
JobDefinition:
Type: AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
Properties:
ModelExplainabilityAppSpecification:
ImageUri:
Fn::Sub: "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0"
ConfigUri: "s3://ConfigUri"
ModelExplainabilityJobInput:
EndpointInput:
EndpointName: !GetAtt Endpoint.EndpointName
LocalPath: "/opt/ml/processing/endpointdata"
FeaturesAttribute: feature
InferenceAttribute: inference
ProbabilityAttribute: probability
ModelExplainabilityJobOutputConfig:
MonitoringOutputs:
- S3Output:
LocalPath: "/opt/ml/processing/localpath"
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/output"
JobResources:
ClusterConfig:
InstanceCount: 1
InstanceType: ml.m5.large
VolumeSizeInGB: 50
RoleArn: !GetAtt JobDefinitionExecutionRole.Arn
StoppingCondition:
MaxRuntimeInSeconds: 2000

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"VolumeKmsKeyId" : String,
"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
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VolumeKmsKeyId: String
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
InstanceCount
モデルモニタリングジョブで使用する ML コンピューティングインスタンスの数。分散処理ジョブの
場合は、1 より大きい値を指定します。デフォルト値は 1 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
InstanceType
処理ジョブの ML コンピューティングインスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeKmsKeyId
モデルモニタリングジョブを実行する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされた
ストレージボリュームのデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeSizeInGB
プロビジョニングする ML ストレージボリュームのサイズ (ギガバイト単位)。状況に合わせて十分な
ML ストレージを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointName" : String,
"FeaturesAttribute" : String,
"InferenceAttribute" : String,
"LocalPath" : String,
"ProbabilityAttribute" : String,
"S3DataDistributionType" : String,
"S3InputMode" : String

YAML
EndpointName: String
FeaturesAttribute: String
InferenceAttribute: String
LocalPath: String
ProbabilityAttribute: String
S3DataDistributionType: String
S3InputMode: String

プロパティ
EndpointName
DataCaptureConfig が有効になっているお客様のアカウントのエンドポイント。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
FeaturesAttribute
入力機能である入力データの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
InferenceAttribute
Ground Truth ラベルを表す入力データの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LocalPath
コンテナがエンドポイントデータを使用できるファイルシステムへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: Replacement
ProbabilityAttribute
分類の問題で、クラスの確率を表す属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3DataDistributionType
Amazon S3 で配布する入力データを S3 キーで完全にレプリケートするか、シャードするか。デフォ
ルトは FullyReplicated です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FullyReplicated | ShardedByS3Key
Update requires: Replacement
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S3InputMode
モニタリングジョブのデータを転送するための入力モードとして Pipe を使用するか、File を使用
するか。大きいデータセットには Pipe モードが推奨されます。メモリ内に収まる小さなファイルに
は、File モードが便利です。デフォルトは File です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: File | Pipe
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition Environment
Docker コンテナに環境変数を設定します。

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
ModelExplainabilityAppSpecification
モデルの説明可能性ジョブの Docker コンテナイメージ設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ConfigUri" : String,
"Environment" : Environment (p. 5971),
"ImageUri" : String

YAML
ConfigUri: String
Environment:
Environment (p. 5971)
ImageUri: String

プロパティ
ConfigUri
説明可能性パラメータを定義する JSON 形式の S3 ファイル。この JSON 設定ファイルの詳細につい
ては、「モデルの説明可能性パラメータの設定」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
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Environment
Docker コンテナの環境変数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 環境 (p. 5971)
Update requires: Replacement
ImageUri
モデルの説明可能性ジョブによって実行されるコンテナイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: .*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
ModelExplainabilityBaselineConfig
ベースラインモデルの説明可能性ジョブの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"BaseliningJobName" : String,
"ConstraintsResource" : ConstraintsResource (p. 5968)

YAML
BaseliningJobName: String
ConstraintsResource:
ConstraintsResource (p. 5968)

プロパティ
BaseliningJobName
ベースラインモデルの説明可能性ジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
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パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
ConstraintsResource
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ConstraintsResource (p. 5968)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition ModelExplainabilityJobInput
モデルの説明可能性ジョブの入力。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointInput" : EndpointInput (p. 5969)

YAML
EndpointInput:
EndpointInput (p. 5969)

プロパティ
EndpointInput
Property description not available.
必須: はい
タイプ: EndpointInput (p. 5969)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition MonitoringOutput
モニタリングジョブの出力オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"S3Output" : S3Output (p. 5976)

API バージョン 2010-05-15
5973

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker
}

YAML
S3Output:
S3Output (p. 5976)

プロパティ
S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。
必須: はい
タイプ: S3Output (p. 5976)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition MonitoringOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MonitoringOutputs" : [ MonitoringOutput (p. 5973), ... ]

YAML
KmsKeyId: String
MonitoringOutputs:
- MonitoringOutput (p. 5973)

プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化で保管時のモデルアーティファクトを暗号化
する際に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
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MonitoringOutputs
モニタリングジョブのモニタリング出力。ここに定期的なモニタリングジョブの出力をアップロード
します。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutput (p. 5973) のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterConfig" : ClusterConfig (p. 5967)

YAML
ClusterConfig:
ClusterConfig (p. 5967)

プロパティ
ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ClusterConfig (p. 5967)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition NetworkConfig
コンテナ間のネットワークトラフィックの暗号化、コンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウン
ドのネットワーク呼び出しを許可するかどうか、VPC 対応ジョブに使用する VPC サブネットとセキュリ
ティグループなど、ジョブのネットワークオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"EnableInterContainerTrafficEncryption" : Boolean,
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 5978)

YAML
EnableInterContainerTrafficEncryption: Boolean
EnableNetworkIsolation: Boolean
VpcConfig:
VpcConfig (p. 5978)

プロパティ
EnableInterContainerTrafficEncryption
分散処理ジョブ間のすべての通信を暗号化するかどうか。通信を暗号化するには、True を選択しま
す。暗号化により、分散処理ジョブのセキュリティが強化されますが、処理に時間がかかることがあ
ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EnableNetworkIsolation
処理ジョブに使用するコンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウンドのネットワーク呼び出し
を許可するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcConfig
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 5978)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"LocalPath" : String,
"S3UploadMode" : String,
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}

"S3Uri" : String

YAML
LocalPath: String
S3UploadMode: String
S3Uri: String

プロパティ
LocalPath
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージ場所へのローカ
ルパス。LocalPath は、出力データの絶対パスです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3UploadMode
モニタリングジョブの結果を継続的にアップロードするか、ジョブの完了後にアップロードするか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所を識別す
る URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition StoppingCondition
モデルトレーニングジョブ、モデルコンパイルジョブ、または hyperparameter チューニングジョブを実
行できる時間の制限を指定します。また、マネージドスポットトレーニングジョブが完了する期間も指定
します。ジョブが制限時間に達すると、Amazon SageMaker はトレーニングジョブまたはコンパイルジョ
ブを終了します。この API を使用して、モデルトレーニングのコストを制限します。
トレーニングジョブを停止するために、Amazon SageMaker はアルゴリズムに SIGTERM シグナルを送信
します。これにより、ジョブの終了が 120 秒遅延します。アルゴリズムでは、この 120 秒のウィンドウ
を使用してモデルのアーティファクトを保存できるため、トレーニングの結果が失われることはありませ
ん。
Amazon SageMaker が提供するトレーニングアルゴリズムは、可能であれば、モデルトレーニングジョ
ブの中間結果を自動的に保存します。モデルが保存できる状態ではない可能性があるため、アーティファ
クトの保存は最善を尽くして試行されますが、保証はされません。例えば、トレーニングの開始直後は、
モデルが保存できる状態でない場合があります。保存されると、この中間データは有効なモデルアーティ
ファクトになります。これにより、CreateModel を使用してモデルを作成できます。
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Note
ニューラルトピックモデル (NTM) は現在、中間モデルアーティファクトの保存をサポートしてい
ません。NTM をトレーニングする場合は、最大ランタイムがトレーニングジョブの完了に十分で
あることを確認してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRuntimeInSeconds" : Integer

YAML
MaxRuntimeInSeconds: Integer

プロパティ
MaxRuntimeInSeconds
トレーニングジョブまたはコンパイルジョブを実行できる時間の最大長 (秒単位)。
コンパイルジョブでは、この間にジョブが完了しないと、TimeOut エラーが発生します。900 秒から
開始し、モデルに基づいて必要に応じて引き上げることをお勧めします。
他のすべてのジョブでは、この時間内にジョブが完了しない場合、Amazon SageMaker はジョ
ブを終了します。RetryStrategy がジョブ要求でが指定されている場合、個々の試行ではな
く、MaxRuntimeInSeconds がすべての試行の合計の最大時間を指定します。デフォルト値は 1 日
間です。最大値は 28 日間です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
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}

"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
モデルレジストリ内のバージョン管理されたモデルのグループ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::ModelPackageGroup",
"Properties" : {
"ModelPackageGroupDescription" : String,
"ModelPackageGroupName" : String,
"ModelPackageGroupPolicy" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

API バージョン 2010-05-15
5979

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

YAML
Type: AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
Properties:
ModelPackageGroupDescription: String
ModelPackageGroupName: String
ModelPackageGroupPolicy: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
ModelPackageGroupDescription
モデルグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: [\p{L}\p{M}\p{Z}\p{S}\p{N}\p{P}]*
Update requires: Replacement
ModelPackageGroupName
モデルグループの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: Replacement
ModelPackageGroupPolicy
モデルグループへのアクセスを制御するリソースポリシー。リソースポリシーの詳細について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイド のアイデンティティベースのポリシーお
よびリソースベースのポリシーを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
モデルグループが作成された時刻。
ModelPackageGroupArn
モデルグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
ModelPackageGroupStatus
モデルグループのステータス。

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
SageMaker の AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition リソース Property description not
available.。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition",
"Properties" : {
"JobDefinitionName" : String,
"JobResources" : MonitoringResources (p. 5999),
"ModelQualityAppSpecification" : ModelQualityAppSpecification (p. 5993),
"ModelQualityBaselineConfig" : ModelQualityBaselineConfig (p. 5995),
"ModelQualityJobInput" : ModelQualityJobInput (p. 5996),
"ModelQualityJobOutputConfig" : MonitoringOutputConfig (p. 5998),
"NetworkConfig" : NetworkConfig (p. 5999),
"RoleArn" : String,
"StoppingCondition" : StoppingCondition (p. 6001),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
Properties:
JobDefinitionName: String
JobResources:
MonitoringResources (p. 5999)
ModelQualityAppSpecification:
ModelQualityAppSpecification (p. 5993)
ModelQualityBaselineConfig:
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ModelQualityBaselineConfig (p. 5995)
ModelQualityJobInput:
ModelQualityJobInput (p. 5996)
ModelQualityJobOutputConfig:
MonitoringOutputConfig (p. 5998)
NetworkConfig:
NetworkConfig (p. 5999)
RoleArn: String
StoppingCondition:
StoppingCondition (p. 6001)
Tags:
- Tag

プロパティ
JobDefinitionName
モニタリングジョブ定義の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
JobResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringResources (p. 5999)
Update requires: Replacement
ModelQualityAppSpecification
Property description not available.
必須: はい
タイプ: ModelQualityAppSpecification (p. 5993)
Update requires: Replacement
ModelQualityBaselineConfig
モニタリングジョブの制約とベースラインを指定します。
必須: いいえ
タイプ: ModelQualityBaselineConfig (p. 5995)
Update requires: Replacement
ModelQualityJobInput
モニタリングされる入力のリスト。現在、エンドポイントがサポートされています。
必須: はい
タイプ: ModelQualityJobInput (p. 5996)
Update requires: Replacement
API バージョン 2010-05-15
5982

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

ModelQualityJobOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutputConfig (p. 5998)
Update requires: Replacement
NetworkConfig
モニタリングジョブのネットワーク設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfig (p. 5999)
Update requires: Replacement
RoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行するために引き受けることができる IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StoppingCondition
停止する前にモニタリングジョブを実行できる時間の制限。
必須: いいえ
タイプ: StoppingCondition (p. 6001)
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
ジョブ定義が作成された時刻。
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JobDefinitionArn
ジョブ定義の Amazon リソースネーム (ARN)。

例
SageMaker ModelQualityJobDefinition の例
次の例では、モデル品質モニタリングジョブ定義を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Basic SageMaker Hosting entities to create a model quality job
definition",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"MyModelImage": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": { "Fn::GetAtt" : ["EndpointConfigWithDataCapture",
"EndpointConfigName"] }
}
},
"EndpointConfigWithDataCapture": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
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"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName"] },
"VariantName": { "Fn::GetAtt" : ["Model", "ModelName"] }

}
],
"DataCaptureConfig": {
"EnableCapture": true,
"InitialSamplingPercentage": 100,
"DestinationS3Uri": "s3://bucket/prefix",
"KmsKeyId": "kmskeyid",
"CaptureOptions": [
{
"CaptureMode": "Input"
}
],
"CaptureContentTypeHeader": {
"CsvContentTypes": [
"text/csv"
],
"JsonContentTypes": [
"application/json"
]
}
}

}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": { "Fn::FindInMap": [
"RegionMap",
{"Ref": "AWS::Region"},
"MyModelImage"
]
}
},
"ExecutionRoleArn": { "Fn::GetAtt" : ["ExecutionRole", "Arn"] }
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"

},
"JobDefinitionExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
}
]
}
},
"JobDefinition": {
"Type": "AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition",
"Properties": {
"ModelQualityAppSpecification": {
"ImageUri": {
"Fn::Sub": "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/
sagemaker-model-monitor-analyzer:latest"
},
"ProblemType": "BinaryClassification"
},
"ModelQualityJobInput": {
"EndpointInput": {
"EndpointName": { "Fn::GetAtt" : ["Endpoint", "EndpointName"] },
"LocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"InferenceAttribute": "inference",
"ProbabilityAttribute": "probability",
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.8,
"StartTimeOffset": "-PT1H",
"EndTimeOffset": "-P0D"
},
"GroundTruthS3Input": {
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"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/

groundtruth"
}

},
"ModelQualityJobOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"S3Uri": {
"Fn::Sub": "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/

output"

]

}

}

}

}

}

}

}

}

},
"JobResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.large",
"VolumeSizeInGB": 50
}
},
"RoleArn": { "Fn::GetAtt" : ["JobDefinitionExecutionRole", "Arn"] },
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 2000
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Basic SageMaker Hosting entities to create a model quality job definition
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"MyModelImage":
"us-east-2":
"MyModelImage":
"us-east-1":
"MyModelImage":
"eu-west-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-1":
"MyModelImage":
"ap-northeast-2":
"MyModelImage":
"ap-southeast-2":
"MyModelImage":
"eu-central-1":
"MyModelImage":

"123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"

Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
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Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfigWithDataCapture.EndpointConfigName
EndpointConfigWithDataCapture:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
DataCaptureConfig:
EnableCapture: true
InitialSamplingPercentage: 100
DestinationS3Uri: s3://bucket/prefix
KmsKeyId: kmskeyid
CaptureOptions:
- CaptureMode: Input
CaptureContentTypeHeader:
CsvContentTypes:
- "text/csv"
JsonContentTypes:
- "application/json"
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "MyModelImage"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
JobDefinitionExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
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Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
JobDefinition:
Type: AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
Properties:
ModelQualityAppSpecification:
ImageUri:
Fn::Sub: "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/sagemaker-modelmonitor-analyzer:latest"
ProblemType: BinaryClassification
ModelQualityJobInput:
EndpointInput:
EndpointName: !GetAtt Endpoint.EndpointName
LocalPath: "/opt/ml/processing/endpointdata"
InferenceAttribute: inference
ProbabilityAttribute: probability
ProbabilityThresholdAttribute: 0.8
StartTimeOffset: "-PT1H"
EndTimeOffset: "-P0D"
GroundTruthS3Input:
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/groundtruth"
ModelQualityJobOutputConfig:
MonitoringOutputs:
- S3Output:
LocalPath: "/opt/ml/processing/localpath"
S3Uri:
Fn::Sub: "s3://model-quality-job-definition-${AWS::AccountId}/output"
JobResources:
ClusterConfig:
InstanceCount: 1
InstanceType: ml.m5.large
VolumeSizeInGB: 50
RoleArn: !GetAtt JobDefinitionExecutionRole.Arn
StoppingCondition:
MaxRuntimeInSeconds: 2000

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用されるリソースのクラスターの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"VolumeKmsKeyId" : String,
"VolumeSizeInGB" : Integer
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YAML
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
VolumeKmsKeyId: String
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
InstanceCount
モデルモニタリングジョブで使用する ML コンピューティングインスタンスの数。分散処理ジョブの
場合は、1 より大きい値を指定します。デフォルト値は 1 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement
InstanceType
処理ジョブの ML コンピューティングインスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeKmsKeyId
モデルモニタリングジョブを実行する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされた
ストレージボリュームのデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
VolumeSizeInGB
プロビジョニングする ML ストレージボリュームのサイズ (ギガバイト単位)。状況に合わせて十分な
ML ストレージを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition ConstraintsResource
モニタリングジョブの制約リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointName" : String,
"EndTimeOffset" : String,
"InferenceAttribute" : String,
"LocalPath" : String,
"ProbabilityAttribute" : String,
"ProbabilityThresholdAttribute" : Double,
"S3DataDistributionType" : String,
"S3InputMode" : String,
"StartTimeOffset" : String

YAML
EndpointName: String
EndTimeOffset: String
InferenceAttribute: String
LocalPath: String
ProbabilityAttribute: String
ProbabilityThresholdAttribute: Double
S3DataDistributionType: String
S3InputMode: String
StartTimeOffset: String

プロパティ
EndpointName
DataCaptureConfig が有効になっているお客様のアカウントのエンドポイント。
API バージョン 2010-05-15
5991

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
EndTimeOffset
指定した場合、モニタリングジョブはこの時間を終了時刻から減算します。モニタリングジョブのス
ケジュールにオフセットを使用する方法については、「モデル品質モニタリングジョブのスケジュー
リング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 15
パターン: ^.?P.*
Update requires: Replacement
InferenceAttribute
Ground Truth ラベルを表す入力データの属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
LocalPath
コンテナがエンドポイントデータを使用できるファイルシステムへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: Replacement
ProbabilityAttribute
分類の問題で、クラスの確率を表す属性。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProbabilityThresholdAttribute
プラスの結果として評価されるクラス確率のしきい値。
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必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: Replacement
S3DataDistributionType
Amazon S3 で配布する入力データを S3 キーで完全にレプリケートするか、シャードするか。デフォ
ルトは FullyReplicated です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FullyReplicated | ShardedByS3Key
Update requires: Replacement
S3InputMode
モニタリングジョブのデータを転送するための入力モードとして Pipe を使用するか、File を使用
するか。大きいデータセットには Pipe モードが推奨されます。メモリ内に収まる小さなファイルに
は、File モードが便利です。デフォルトは File です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: File | Pipe
Update requires: Replacement
StartTimeOffset
指定した場合、モニタリングジョブはこの時間を開始時刻から減算します。モニタリングジョブのス
ケジュールにオフセットを使用する方法については、「モデル品質モニタリングジョブのスケジュー
リング」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 15
パターン: ^.?P.*
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition Environment
モニタリングジョブが実行されるコンテナ内の環境変数を設定します。

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition ModelQualityAppSpecification
モニタリングジョブのコンテナイメージ設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"ContainerArguments" : [ String, ... ],
"ContainerEntrypoint" : [ String, ... ],
"Environment" : Environment (p. 5993),
"ImageUri" : String,
"PostAnalyticsProcessorSourceUri" : String,
"ProblemType" : String,
"RecordPreprocessorSourceUri" : String

YAML
ContainerArguments:
- String
ContainerEntrypoint:
- String
Environment:
Environment (p. 5993)
ImageUri: String
PostAnalyticsProcessorSourceUri: String
ProblemType: String
RecordPreprocessorSourceUri: String

プロパティ
ContainerArguments
モニタリングジョブの実行に使用するコンテナの引数の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: Replacement
ContainerEntrypoint
モニタリングジョブが実行されるコンテナのエントリポイントを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: Replacement
Environment
モニタリングジョブが実行されるコンテナ内の環境変数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: 環境 (p. 5993)
Update requires: Replacement
ImageUri
モニタリングジョブが実行されるコンテナイメージのアドレス。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: .*
Update requires: Replacement
PostAnalyticsProcessorSourceUri
分析の実行後に呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。組み込みの (ファーストパーティー) コン
テナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
ProblemType
モニタリングジョブがモニタリングするモデルの機械学習問題のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BinaryClassification | MulticlassClassification | Regression
Update requires: Replacement
RecordPreprocessorSourceUri
分析の実行前に行ごとに呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。base64 でペイロードをデコード
して、これをフラット化された json に変換し、組み込みのコンテナが変換済みデータを使用できるよ
うにします。組み込みの (ファーストパーティー) コンテナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition ModelQualityBaselineConfig
制約をモニタリングし、統計情報をモニタリングするための設定。これらの基準リソースは、定期的に
データを収集するようにスケジュールされている一連のジョブの現在のジョブの結果と比較されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"BaseliningJobName" : String,
"ConstraintsResource" : ConstraintsResource (p. 5990)

YAML
BaseliningJobName: String
ConstraintsResource:
ConstraintsResource (p. 5990)

プロパティ
BaseliningJobName
モニタリングジョブのベースライン化を実行するジョブの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
ConstraintsResource
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: ConstraintsResource (p. 5990)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition ModelQualityJobInput
モデル品質モニタリングジョブの入力。現在、エンドポイントはモデル品質モニタリングジョブの入力を
サポートしています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointInput" : EndpointInput (p. 5991),
"GroundTruthS3Input" : MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5997)

YAML
EndpointInput:
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EndpointInput (p. 5991)
GroundTruthS3Input:
MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5997)

プロパティ
EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト
必須: はい
タイプ: EndpointInput (p. 5991)
Update requires: Replacement
GroundTruthS3Input
モデルに指定されている Ground Truth ラベル。
必須: はい
タイプ: MonitoringGroundTruthS3Input (p. 5997)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition MonitoringGroundTruthS3Input
モニタリングジョブに使用されるデータセットの Ground Truth ラベル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
Ground Truth ラベルの Amazon S3 の場所のアドレス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 512
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: Replacement
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AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition MonitoringOutput
モニタリングジョブの出力オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Output" : S3Output (p. 6000)

YAML
S3Output:
S3Output (p. 6000)

プロパティ
S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。
必須: はい
タイプ: S3Output (p. 6000)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition MonitoringOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MonitoringOutputs" : [ MonitoringOutput (p. 5998), ... ]

YAML
KmsKeyId: String
MonitoringOutputs:
- MonitoringOutput (p. 5998)

プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化で保管時のモデルアーティファクトを暗号化
する際に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
MonitoringOutputs
モニタリングジョブのモニタリング出力。ここに定期的なモニタリングジョブの出力をアップロード
します。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutput (p. 5998) のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterConfig" : ClusterConfig (p. 5989)

YAML
ClusterConfig:
ClusterConfig (p. 5989)

プロパティ
ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ClusterConfig (p. 5989)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition NetworkConfig
コンテナ間のネットワークトラフィックの暗号化、コンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウン
ドのネットワーク呼び出しを許可するかどうか、VPC 対応ジョブに使用する VPC サブネットとセキュリ
ティグループなど、ジョブのネットワークオプション。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EnableInterContainerTrafficEncryption" : Boolean,
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 6002)

YAML
EnableInterContainerTrafficEncryption: Boolean
EnableNetworkIsolation: Boolean
VpcConfig:
VpcConfig (p. 6002)

プロパティ
EnableInterContainerTrafficEncryption
分散処理ジョブ間のすべての通信を暗号化するかどうか。通信を暗号化するには、True を選択しま
す。暗号化により、分散処理ジョブのセキュリティが強化されますが、処理に時間がかかることがあ
ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
EnableNetworkIsolation
処理ジョブに使用するコンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウンドのネットワーク呼び出し
を許可するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設
定することにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 6002)
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"LocalPath" : String,
"S3UploadMode" : String,
"S3Uri" : String

YAML
LocalPath: String
S3UploadMode: String
S3Uri: String

プロパティ
LocalPath
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージ場所へのローカ
ルパス。LocalPath は、出力データの絶対パスです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3UploadMode
モニタリングジョブの結果を継続的にアップロードするか、ジョブの完了後にアップロードするか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
S3Uri
Amazon SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所を識別す
る URI。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition StoppingCondition
モデルトレーニングジョブ、モデルコンパイルジョブ、または hyperparameter チューニングジョブを実
行できる時間の制限を指定します。また、マネージドスポットトレーニングジョブが完了する期間も指定
します。ジョブが制限時間に達すると、Amazon SageMaker はトレーニングジョブまたはコンパイルジョ
ブを終了します。この API を使用して、モデルトレーニングのコストを制限します。
トレーニングジョブを停止するために、Amazon SageMaker はアルゴリズムに SIGTERM シグナルを送信
します。これにより、ジョブの終了が 120 秒遅延します。アルゴリズムでは、この 120 秒のウィンドウ
を使用してモデルのアーティファクトを保存できるため、トレーニングの結果が失われることはありませ
ん。
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Amazon SageMaker が提供するトレーニングアルゴリズムは、可能であれば、モデルトレーニングジョ
ブの中間結果を自動的に保存します。モデルが保存できる状態ではない可能性があるため、アーティファ
クトの保存は最善を尽くして試行されますが、保証はされません。例えば、トレーニングの開始直後は、
モデルが保存できる状態でない場合があります。保存されると、この中間データは有効なモデルアーティ
ファクトになります。これにより、CreateModel を使用してモデルを作成できます。

Note
ニューラルトピックモデル (NTM) は現在、中間モデルアーティファクトの保存をサポートしてい
ません。NTM をトレーニングする場合は、最大ランタイムがトレーニングジョブの完了に十分で
あることを確認してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRuntimeInSeconds" : Integer

YAML
MaxRuntimeInSeconds: Integer

プロパティ
MaxRuntimeInSeconds
トレーニングジョブまたはコンパイルジョブを実行できる時間の最大長 (秒単位)。
コンパイルジョブでは、この間にジョブが完了しないと、TimeOut エラーが発生します。900 秒から
開始し、モデルに基づいて必要に応じて引き上げることをお勧めします。
他のすべてのジョブでは、この時間内にジョブが完了しない場合、Amazon SageMaker はジョ
ブを終了します。RetryStrategy がジョブ要求でが指定されている場合、個々の試行ではな
く、MaxRuntimeInSeconds がすべての試行の合計の最大時間を指定します。デフォルト値は 1 日
間です。最大値は 28 日間です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]

YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule リソースは、SageMaker エンドポイントでキャプチャされ
たデータをモニタリングするために、SageMaker 処理ジョブを定期的に開始する Amazon SageMaker リ
ソースタイプです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::MonitoringSchedule",
"Properties" : {
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}

}

"EndpointName" : String,
"FailureReason" : String,
"LastMonitoringExecutionSummary" : MonitoringExecutionSummary (p. 6016),
"MonitoringScheduleConfig" : MonitoringScheduleConfig (p. 6023),
"MonitoringScheduleName" : String,
"MonitoringScheduleStatus" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
Properties:
EndpointName: String
FailureReason: String
LastMonitoringExecutionSummary:
MonitoringExecutionSummary (p. 6016)
MonitoringScheduleConfig:
MonitoringScheduleConfig (p. 6023)
MonitoringScheduleName: String
MonitoringScheduleStatus: String
Tags:
- Tag

プロパティ
EndpointName
モニタリングスケジュールを使用するエンドポイントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
FailureReason
モニタリングジョブが失敗した場合、失敗の理由を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
LastMonitoringExecutionSummary
前回の実行時のメタデータ (存在する場合) を示します。
必須: いいえ
タイプ: MonitoringExecutionSummary (p. 6016)
Update requires: No interruption
MonitoringScheduleConfig
モニタリングスケジュールを指定し、モニタリングジョブを定義する設定オブジェクト。
API バージョン 2010-05-15
6004

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

必須: はい
タイプ: MonitoringScheduleConfig (p. 6023)
Update requires: No interruption
MonitoringScheduleName
モニタリングスケジュールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: Replacement
MonitoringScheduleStatus
モニタリングスケジュールのステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Failed | Pending | Scheduled | Stopped
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: モニタリングスケジュール
の Amazon リソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
CreationTime
モニタリングスケジュールが作成された時刻。
LastModifiedTime
モニタリングスケジュールの最終変更時刻。
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MonitoringScheduleArn
Property description not available.

例
SageMaker のモニタリングスケジュールの例
次の例では、SageMaker エンドポイントのモニタリングスケジュールを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Basic SageMaker Hosting entities to create a monitoring schedule",
"Mappings": {
"RegionMap": {
"us-west-2": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"us-east-2": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"us-east-1": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-west-1": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-1": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-northeast-2": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"ap-southeast-2": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
},
"eu-central-1": {
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
}
}
},
"Resources": {
"Endpoint": {
"Type": "AWS::SageMaker::Endpoint",
"Properties": {
"EndpointConfigName": null
}
},
"EndpointConfig": {
"Type": "AWS::SageMaker::EndpointConfig",
"Properties": {
"ProductionVariants": [
{
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}

"InitialInstanceCount": 1,
"InitialVariantWeight": 1,
"InstanceType": "ml.t2.large",
"ModelName": null,
"VariantName": null

}
},
"Model": {
"Type": "AWS::SageMaker::Model",
"Properties": {
"PrimaryContainer": {
"Image": null
},
"ExecutionRoleArn": null
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"MonitoringScheduleExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
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}

]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]

},
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
},
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
}
]
}
},
"MonitoringSchedule": {
"Type": "AWS::SageMaker::MonitoringSchedule",
"Properties": {
"MonitoringScheduleConfig": {
"MonitoringJobDefinition": {
"MonitoringAppSpecification": {
"ImageUri": {
"Fn::Sub": "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/
sagemaker-model-monitor-analyzer:latest"
}
},
"MonitoringInputs": [
{
"EndpointInput": {
"EndpointName": {
"Fn::ImportValue": "CanaryEndpointName"
},
"LocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata"
}
}
],
"MonitoringOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"S3Uri": "s3://endpoint-data-capture/myEndpoint"
}
}
]
},
"MonitoringResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.large",
"VolumeSizeInGB": 50
}
},
"RoleArn": null
},
"ScheduleConfig": {
"ScheduleExpression": "cron(0 * ? * * *)"
}
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}

}

}

}

},
"MonitoringScheduleName": "BasicMonitoringSchedule"

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Basic SageMaker Hosting entities to create a monitoring schedule
Description: "Basic Hosting entities test. We need models to create endpoint configs."
Mappings:
RegionMap:
"us-west-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mymodel:latest"
"us-east-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"eu-west-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
"ap-northeast-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/
mymodel:latest"
"ap-northeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
"ap-southeast-2":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/
mymodel:latest"
"eu-central-1":
"NullTransformer": "123456789012.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mymodel:latest"
Resources:
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointConfigName:
!GetAtt EndpointConfig.EndpointConfigName
EndpointConfig:
Type: "AWS::SageMaker::EndpointConfig"
Properties:
ProductionVariants:
- InitialInstanceCount: 1
InitialVariantWeight: 1.0
InstanceType: ml.t2.large
ModelName: !GetAtt Model.ModelName
VariantName: !GetAtt Model.ModelName
Model:
Type: "AWS::SageMaker::Model"
Properties:
PrimaryContainer:
Image: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", "NullTransformer"]
ExecutionRoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
-
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Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
MonitoringScheduleExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
ManagedPolicyArns:
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
- Fn::Sub: "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly"
MonitoringSchedule:
Type: AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
Properties:
MonitoringScheduleConfig:
MonitoringJobDefinition:
MonitoringAppSpecification:
ImageUri:
Fn::Sub: "123456789012.dkr.ecr.${AWS::Partition}.amazonaws.com/sagemakermodel-monitor-analyzer:latest"
MonitoringInputs:
- EndpointInput:
EndpointName:
Fn::ImportValue: CanaryEndpointName
LocalPath: "/opt/ml/processing/endpointdata"
MonitoringOutputConfig:
MonitoringOutputs:
- S3Output:
LocalPath: "/opt/ml/processing/localpath"
S3Uri: s3://endpoint-data-capture/myEndpoint
MonitoringResources:
ClusterConfig:
InstanceCount: 1
InstanceType: ml.m5.large
VolumeSizeInGB: 50
RoleArn: !GetAtt MonitoringScheduleExecutionRole.Arn
ScheduleConfig:
ScheduleExpression: cron(0 * ? * * *)
MonitoringScheduleName: BasicMonitoringSchedule
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AWS::SageMaker::MonitoringSchedule BaselineConfig
指定された制約や統計にデータが準拠していることを検証するために使用するベースライン設定

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ConstraintsResource" : ConstraintsResource (p. 6012),
"StatisticsResource" : StatisticsResource (p. 6027)

YAML
ConstraintsResource:
ConstraintsResource (p. 6012)
StatisticsResource:
StatisticsResource (p. 6027)

プロパティ
ConstraintsResource
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: ConstraintsResource (p. 6012)
Update requires: No interruption
StatisticsResource
現在のモニタリングジョブの検証に使用する Amazon S3 のベースライン統計ファイル。
必須: いいえ
タイプ: StatisticsResource (p. 6027)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule ClusterConfig
モデルモニタリングジョブの実行に使用するクラスターの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"InstanceCount" : Integer,
"InstanceType" : String,
"VolumeKmsKeyId" : String,
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}

"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
InstanceCount: Integer
InstanceType: String
VolumeKmsKeyId: String
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
InstanceCount
モデルモニタリングジョブで使用する ML コンピューティングインスタンスの数。分散処理ジョブの
場合は、1 より大きい値を指定します。デフォルト値は 1 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
InstanceType
処理ジョブの ML コンピューティングインスタンスタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VolumeKmsKeyId
モデルモニタリングジョブを実行する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされた
ストレージボリュームのデータを暗号化するために Amazon SageMaker が使用する AWS Key
Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VolumeSizeInGB
プロビジョニングする ML ストレージボリュームのサイズ (ギガバイト単位)。状況に合わせて十分な
ML ストレージを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule ConstraintsResource
制約リソースの Amazon S3 URI。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
制約リソースの Amazon S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule EndpointInput
エンドポイントの入力オブジェクト

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EndpointName" : String,
"LocalPath" : String,
"S3DataDistributionType" : String,
"S3InputMode" : String

YAML
EndpointName: String
LocalPath: String
S3DataDistributionType: String
S3InputMode: String

プロパティ
EndpointName
DataCaptureConfig が有効になっているお客様のアカウントのエンドポイント。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
API バージョン 2010-05-15
6013

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
LocalPath
コンテナがエンドポイントデータを使用できるファイルシステムへのパス。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3DataDistributionType
Amazon S3 で配布する入力データを S3 キーで完全にレプリケートするか、シャードするか。デフォ
ルトは FullyReplicated です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: FullyReplicated | ShardedByS3Key
Update requires: No interruption
S3InputMode
モニタリングジョブのデータを転送するための入力モードとして Pipe を使用するか、File を使用
するか。大きいデータセットには Pipe モードが推奨されます。メモリ内に収まる小さなファイルに
は、File モードが便利です。デフォルトは File です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: File | Pipe
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule Environment
Docker コンテナに環境変数を設定します。

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringAppSpecification
モニタリングジョブのコンテナイメージ設定オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ContainerArguments" : [ String, ... ],
"ContainerEntrypoint" : [ String, ... ],
"ImageUri" : String,
"PostAnalyticsProcessorSourceUri" : String,
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}

"RecordPreprocessorSourceUri" : String

YAML
ContainerArguments:
- String
ContainerEntrypoint:
- String
ImageUri: String
PostAnalyticsProcessorSourceUri: String
RecordPreprocessorSourceUri: String

プロパティ
ContainerArguments
モニタリングジョブの実行に使用するコンテナの引数の配列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ContainerEntrypoint
モニタリングジョブの実行に使用するコンテナのエントリポイントを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
ImageUri
モニタリングジョブで実行するコンテナイメージ。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 255
パターン: .*
Update requires: No interruption
PostAnalyticsProcessorSourceUri
分析の実行後に呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。組み込みの (ファーストパーティー) コン
テナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
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Update requires: No interruption
RecordPreprocessorSourceUri
分析の実行前に行ごとに呼び出すスクリプトへの Amazon S3 URI。base64 でペイロードをデコード
して、これをフラット化された json に変換し、組み込みのコンテナが変換済みデータを使用できるよ
うにします。組み込みの (ファーストパーティー) コンテナにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringExecutionSummary
最後に実行するモニタリングジョブに関する情報の要約。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CreationTime" : String,
"EndpointName" : String,
"FailureReason" : String,
"LastModifiedTime" : String,
"MonitoringExecutionStatus" : String,
"MonitoringScheduleName" : String,
"ProcessingJobArn" : String,
"ScheduledTime" : String

YAML
CreationTime: String
EndpointName: String
FailureReason: String
LastModifiedTime: String
MonitoringExecutionStatus: String
MonitoringScheduleName: String
ProcessingJobArn: String
ScheduledTime: String

プロパティ
CreationTime
モニタリングジョブを作成した時刻。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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EndpointName
モニタリングジョブの実行に使用するエンドポイントの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
FailureReason
モニタリングジョブが失敗した場合、失敗の理由を示します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
LastModifiedTime
モニタリングジョブを最後に変更した時刻を示すタイムスタンプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MonitoringExecutionStatus
モニタリングジョブのステータス。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Completed | CompletedWithViolations | Failed | InProgress |
Pending | Stopped | Stopping
Update requires: No interruption
MonitoringScheduleName
モニタリングスケジュールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: No interruption
ProcessingJobArn
モニタリングジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
API バージョン 2010-05-15
6017

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: arn:aws[a-z\-]*:sagemaker:[a-z0-9\-]*:[0-9]{12}:processing-job/.*
Update requires: No interruption
ScheduledTime
モニタリングジョブをスケジュールした時刻。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringInput
モニタリングジョブの入力。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"EndpointInput" : EndpointInput (p. 6013)

YAML
EndpointInput:
EndpointInput (p. 6013)

プロパティ
EndpointInput
モニタリングジョブのエンドポイント。
必須: はい
タイプ: EndpointInput (p. 6013)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringJobDefinition
モニタリングジョブを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"BaselineConfig" : BaselineConfig (p. 6011),
"Environment" : Environment (p. 6014),
"MonitoringAppSpecification" : MonitoringAppSpecification (p. 6014),
"MonitoringInputs" : [ MonitoringInput (p. 6018), ... ],
"MonitoringOutputConfig" : MonitoringOutputConfig (p. 6021),
"MonitoringResources" : MonitoringResources (p. 6022),
"NetworkConfig" : NetworkConfig (p. 6024),
"RoleArn" : String,
"StoppingCondition" : StoppingCondition (p. 6027)

YAML
BaselineConfig:
BaselineConfig (p. 6011)
Environment:
Environment (p. 6014)
MonitoringAppSpecification:
MonitoringAppSpecification (p. 6014)
MonitoringInputs:
- MonitoringInput (p. 6018)
MonitoringOutputConfig:
MonitoringOutputConfig (p. 6021)
MonitoringResources:
MonitoringResources (p. 6022)
NetworkConfig:
NetworkConfig (p. 6024)
RoleArn: String
StoppingCondition:
StoppingCondition (p. 6027)

プロパティ
BaselineConfig
指定された制約や統計にデータが準拠していることを検証するために使用するベースライン設定
必須: いいえ
タイプ: BaselineConfig (p. 6011)
Update requires: No interruption
Environment
Docker コンテナの環境変数を設定します。
必須: いいえ
タイプ: Environment (p. 6014)
Update requires: No interruption
MonitoringAppSpecification
指定した Docker コンテナイメージを実行するようにモニタリングジョブを設定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringAppSpecification (p. 6014)
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Update requires: No interruption
MonitoringInputs
モニタリングジョブの入力の配列。現在、Amazon SageMaker エンドポイントのモニタリングをサ
ポートしています。
必須: はい
タイプ: MonitoringInput (p. 6018) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
MonitoringOutputConfig
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードするモニタリングジョブの出力の配
列。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutputConfig (p. 6021)
Update requires: No interruption
MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソース、ML コンピュートインスタンス、ML ストレージボ
リュームを特定します。分散処理では、複数のインスタンスを指定します。
必須: はい
タイプ: MonitoringResources (p. 6022)
Update requires: No interruption
NetworkConfig
モニタリングジョブのネットワークオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: NetworkConfig (p. 6024)
Update requires: No interruption
RoleArn
Amazon SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行するために引き受けることができる IAM
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
StoppingCondition
モニタリングジョブを実行できる時間の長さの上限を指定します。
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必須: いいえ
タイプ: StoppingCondition (p. 6027)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringOutput
モニタリングジョブの出力オブジェクト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Output" : S3Output (p. 6025)

YAML
S3Output:
S3Output (p. 6025)

プロパティ
S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する Amazon S3 ストレージの場所。
必須: はい
タイプ: S3Output (p. 6025)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringOutputConfig
モニタリングジョブの出力設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"MonitoringOutputs" : [ MonitoringOutput (p. 6021), ... ]

YAML
KmsKeyId: String
MonitoringOutputs:
- MonitoringOutput (p. 6021)
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プロパティ
KmsKeyId
Amazon SageMaker が Amazon S3 サーバー側の暗号化で保管時のモデルアーティファクトを暗号化
する際に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
MonitoringOutputs
モニタリングジョブのモニタリング出力。ここに定期的なモニタリングジョブの出力をアップロード
します。
必須: はい
タイプ: MonitoringOutput (p. 6021) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringResources
モニタリングジョブ用にデプロイするリソースを特定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ClusterConfig" : ClusterConfig (p. 6011)

YAML
ClusterConfig:
ClusterConfig (p. 6011)

プロパティ
ClusterConfig
処理ジョブの実行に使用するクラスターリソースの設定。
必須: はい
タイプ: ClusterConfig (p. 6011)
Update requires: No interruption
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AWS::SageMaker::MonitoringSchedule MonitoringScheduleConfig
モニタリングスケジュールを設定し、モニタリングジョブを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"MonitoringJobDefinition" : MonitoringJobDefinition (p. 6018),
"MonitoringJobDefinitionName" : String,
"MonitoringType" : String,
"ScheduleConfig" : ScheduleConfig (p. 6026)

YAML
MonitoringJobDefinition:
MonitoringJobDefinition (p. 6018)
MonitoringJobDefinitionName: String
MonitoringType: String
ScheduleConfig:
ScheduleConfig (p. 6026)

プロパティ
MonitoringJobDefinition
モニタリングジョブを定義します。
必須: いいえ
タイプ: MonitoringJobDefinition (p. 6018)
Update requires: No interruption
MonitoringJobDefinitionName
スケジュールするモニタリングジョブ定義の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
Update requires: No interruption
MonitoringType
スケジュールするモニタリングジョブ定義のタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: DataQuality | ModelBias | ModelExplainability | ModelQuality
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Update requires: No interruption
ScheduleConfig
モニタリングスケジュールを設定します。
必須: いいえ
タイプ: ScheduleConfig (p. 6026)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule NetworkConfig
コンテナ間のネットワークトラフィックの暗号化、コンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウン
ドのネットワーク呼び出しを許可するかどうか、VPC 対応ジョブに使用する VPC サブネットとセキュリ
ティグループなど、ジョブのネットワークオプション。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"EnableInterContainerTrafficEncryption" : Boolean,
"EnableNetworkIsolation" : Boolean,
"VpcConfig" : VpcConfig (p. 6028)

YAML
EnableInterContainerTrafficEncryption: Boolean
EnableNetworkIsolation: Boolean
VpcConfig:
VpcConfig (p. 6028)

プロパティ
EnableInterContainerTrafficEncryption
分散処理ジョブ間のすべての通信を暗号化するかどうか。通信を暗号化するには、True を選択しま
す。暗号化により、分散処理ジョブのセキュリティが強化されますが、処理に時間がかかることがあ
ります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
EnableNetworkIsolation
処理ジョブに使用するコンテナとの間でインバウンドおよびアウトバウンドのネットワーク呼び出し
を許可するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設
定することにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細につい
ては、 「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual
Private Cloud を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: VpcConfig (p. 6028)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule S3Output
モニタリングジョブの結果を保存する場所と方法に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"LocalPath" : String,
"S3UploadMode" : String,
"S3Uri" : String

YAML
LocalPath: String
S3UploadMode: String
S3Uri: String

プロパティ
LocalPath
SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する S3 ストレージ場所へのローカルパス。LocalPath
は、出力データの絶対パスです。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3UploadMode
モニタリングジョブの結果を継続的にアップロードするか、ジョブの完了後にアップロードするか。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
S3Uri
SageMaker がモニタリングジョブの結果を保存する S3 ストレージの場所を識別する URI。
API バージョン 2010-05-15
6025

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule ScheduleConfig
モニタリングスケジュールに関する設定の詳細。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ScheduleExpression" : String

YAML
ScheduleExpression: String

プロパティ
ScheduleExpression
モニタリングスケジュールの詳細を記述する cron 式。
現在、サポートされている cron 式は次のとおりです。
• ジョブを 1 時間おきに開始するように設定する場合は、以下を使用してください。
Hourly: cron(0 * ? * * *)
• ジョブを毎日開始する場合は、次を使用します。
cron(0 [00-23] ? * * *)
有効な cron 式の例を次に示します。
• 毎日正午 (UTC): cron(0 12 ? * * *)
• 毎日午前 0 時 (UTC): cron(0 0 ? * * *)
6 時間または 12 時間ごとの実行に対応するために、以下もサポートされています。
cron(0 [00-23]/[01-24] ? * * *)
有効な cron 式の例を次に示します。
• 12 時間ごと、午後 5 時 (UTC) から開始: cron(0 17/12 ? * * *)
• 2 時間ごと、午前 0 時から開始: cron(0 0/2 ? * * *)

Note
• 午後 5 時 (UTC) に開始するように cron 式を設定しても、実際にリクエストした時間から
実行までに 0～20 分の遅延が生じる場合があります。
• 日次スケジュールが必要な場合は、このパラメータを指定しないことをお勧めしま
す。Amazon SageMaker を毎日実行する時間を選択します。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule StatisticsResource
現在のモニタリングジョブの検証に使用する Amazon S3 のベースライン統計ファイル。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Uri" : String

YAML
S3Uri: String

プロパティ
S3Uri
統計リソースの S3 URI。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule StoppingCondition
モデルトレーニングジョブ、モデルコンパイルジョブ、または hyperparameter チューニングジョブを実
行できる時間の制限を指定します。また、マネージドスポットトレーニングジョブが完了する期間も指定
します。ジョブが制限時間に達すると、Amazon SageMaker はトレーニングジョブまたはコンパイルジョ
ブを終了します。この API を使用して、モデルトレーニングのコストを制限します。
トレーニングジョブを停止するために、Amazon SageMaker はアルゴリズムに SIGTERM シグナルを送信
します。これにより、ジョブの終了が 120 秒遅延します。アルゴリズムでは、この 120 秒のウィンドウ
を使用してモデルのアーティファクトを保存できるため、トレーニングの結果が失われることはありませ
ん。
Amazon SageMaker が提供するトレーニングアルゴリズムは、可能であれば、モデルトレーニングジョ
ブの中間結果を自動的に保存します。モデルが保存できる状態ではない可能性があるため、アーティファ
クトの保存は最善を尽くして試行されますが、保証はされません。例えば、トレーニングの開始直後は、
モデルが保存できる状態でない場合があります。保存されると、この中間データは有効なモデルアーティ
ファクトになります。これにより、CreateModel を使用してモデルを作成できます。
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Note
ニューラルトピックモデル (NTM) は現在、中間モデルアーティファクトの保存をサポートしてい
ません。NTM をトレーニングする場合は、最大ランタイムがトレーニングジョブの完了に十分で
あることを確認してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"MaxRuntimeInSeconds" : Integer

YAML
MaxRuntimeInSeconds: Integer

プロパティ
MaxRuntimeInSeconds
トレーニングジョブまたはコンパイルジョブを実行できる時間の最大長 (秒単位)。
コンパイルジョブでは、この間にジョブが完了しないと、TimeOut エラーが発生します。900 秒から
開始し、モデルに基づいて必要に応じて引き上げることをお勧めします。
他のすべてのジョブでは、この時間内にジョブが完了しない場合、Amazon SageMaker はジョ
ブを終了します。RetryStrategy がジョブ要求でが指定されている場合、個々の試行ではな
く、MaxRuntimeInSeconds がすべての試行の合計の最大時間を指定します。デフォルト値は 1 日
間です。最大値は 28 日間です。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::MonitoringSchedule VpcConfig
トレーニングジョブおよびホストされているモデルがアクセスできる VPC を指定します。VPC を設定す
ることにより、トレーニングおよびモデルコンテナとの間のアクセスを制御します。詳細については、
「Amazon Virtual Private Cloud を使用してエンドポイントを保護する」と「Amazon Virtual Private Cloud
を使用してトレーニングジョブを保護する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"Subnets" : [ String, ... ]
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YAML
SecurityGroupIds:
- String
Subnets:
- String

プロパティ
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。Subnets フィールドで指定した VPC のセキュ
リティグループを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Subnets
トレーニングジョブまたはモデルに接続する VPC 内のサブネットの ID。特定のインスタンスタイプ
の可用性については、「サポートされているインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーン」を参
照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 16
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::NotebookInstance
AWS::SageMaker::NotebookInstance リソースは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンス
を作成します。ノートブックインスタンスは、Jupyter ノートブックで実行されている機械学習 (ML) コン
ピューティングインスタンスです。詳細については、「ノートブックインスタンスを使用する」を参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::NotebookInstance",
"Properties" : {
"AcceleratorTypes" : [ String, ... ],
"AdditionalCodeRepositories" : [ String, ... ],
"DefaultCodeRepository" : String,
"DirectInternetAccess" : String,
"InstanceType" : String,
"KmsKeyId" : String,
"LifecycleConfigName" : String,
"NotebookInstanceName" : String,
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}

}

"RoleArn" : String,
"RootAccess" : String,
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],
"SubnetId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VolumeSizeInGB" : Integer

YAML
Type: AWS::SageMaker::NotebookInstance
Properties:
AcceleratorTypes:
- String
AdditionalCodeRepositories:
- String
DefaultCodeRepository: String
DirectInternetAccess: String
InstanceType: String
KmsKeyId: String
LifecycleConfigName: String
NotebookInstanceName: String
RoleArn: String
RootAccess: String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetId: String
Tags:
- Tag
VolumeSizeInGB: Integer

プロパティ
AcceleratorTypes
このノートブックインスタンスに関連付ける Amazon Elastic Inference (EI) インスタンスタイプのリ
スト。現時点では、1 つのインスタンスタイプのみ、ノートブックインスタンスに関連付けることが
できます。詳細については、「Amazon SageMaker での Elastic Inference の使用」を参照してくださ
い。
有効な値: ml.eia1.medium | ml.eia1.large | ml.eia1.xlarge | ml.eia2.medium |
ml.eia2.large | ml.eia2.xlarge。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AdditionalCodeRepositories
ノートブックインスタンスに関連付けられた最大 3 つの Git リポジトリの配列。これらは、リソー
スとしてアカウントに保存された Git リポジトリの名前、AWS CodeCommit での Git リポジトリの
URL、またはその他の Git リポジトリのいずれかである可能性があります。これらのリポジトリは、
ノートブックインスタンスのデフォルトのレポジトリと同じレベルで複製されます。詳細について
は、「Git リポジトリを Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに関連付ける」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
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最大: 3
Update requires: No interruption
DefaultCodeRepository
デフォルトコードリポジトリとしてノートブックインスタンスに関連付けられている Git リポジト
リ。これは、リソースとしてアカウントに保存された Git リポジトリの名前、AWS CodeCommit での
Git リポジトリの URL、またはその他の Git リポジトリのいずれかである可能性があります。ノート
ブックインスタンスを開くと、このリポジトリが含まれるディレクトリが開かれます。詳細について
は、「Git リポジトリを Amazon SageMaker ノートブックインスタンスに関連付ける」を参照してく
ださい。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^https://([^/]+)/?(.*)$|^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: No interruption
DirectInternetAccess
Amazon SageMaker がノートブックインスタンスへのインターネットアクセスを提供するかどうかを
設定します。これを Disabled に設定すると、このノートブックインスタンスは VPC 内のリソース
にのみアクセスでき、VPC 内に NAT ゲートウェイを設定しない限り、Amazon SageMaker トレーニ
ングおよびエンドポイントサービスに接続できません。
詳細については、「ノートブックインスタンスはデフォルトでインターネットに対応」を参照してく
ださい。SubnetId パラメータの値を設定した場合のみ、このパラメータの値を Disabled に設定で
きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: Replacement
InstanceType
ノートブックインスタンス用に起動する ML コンピューティングインスタンスのタイプ。

Note
CloudFormation がノートブックインスタンスを停止し、再起動して更新する際、このパラ
メータが変更された場合、サービスの中断が発生することが予想されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ml.c4.2xlarge | ml.c4.4xlarge | ml.c4.8xlarge | ml.c4.xlarge
| ml.c5.18xlarge | ml.c5.2xlarge | ml.c5.4xlarge | ml.c5.9xlarge |
ml.c5.xlarge | ml.c5d.18xlarge | ml.c5d.2xlarge | ml.c5d.4xlarge |
ml.c5d.9xlarge | ml.c5d.xlarge | ml.g4dn.12xlarge | ml.g4dn.16xlarge
| ml.g4dn.2xlarge | ml.g4dn.4xlarge | ml.g4dn.8xlarge | ml.g4dn.xlarge
| ml.m4.10xlarge | ml.m4.16xlarge | ml.m4.2xlarge | ml.m4.4xlarge
| ml.m4.xlarge | ml.m5.12xlarge | ml.m5.24xlarge | ml.m5.2xlarge |
ml.m5.4xlarge | ml.m5.xlarge | ml.m5d.12xlarge | ml.m5d.16xlarge |
API バージョン 2010-05-15
6031

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

ml.m5d.24xlarge | ml.m5d.2xlarge | ml.m5d.4xlarge | ml.m5d.8xlarge |
ml.m5d.large | ml.m5d.xlarge | ml.p2.16xlarge | ml.p2.8xlarge | ml.p2.xlarge
| ml.p3.16xlarge | ml.p3.2xlarge | ml.p3.8xlarge | ml.p3dn.24xlarge
| ml.r5.12xlarge | ml.r5.16xlarge | ml.r5.24xlarge | ml.r5.2xlarge |
ml.r5.4xlarge | ml.r5.8xlarge | ml.r5.large | ml.r5.xlarge | ml.t2.2xlarge
| ml.t2.large | ml.t2.medium | ml.t2.xlarge | ml.t3.2xlarge | ml.t3.large |
ml.t3.medium | ml.t3.xlarge
Update requires: No interruption
KmsKeyId
ノートブックインスタンスにアタッチされたストレージボリュームのデータを暗号化するために
Amazon SageMaker が使用する、AWS Key Management Service キーの Amazon リソースネーム
(ARN)。指定する KMS が有効である必要があります。詳細については、AWS Key Management
Service デベロッパーガイドのキーの有効化と無効化を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: Replacement
LifecycleConfigName
ノートブックインスタンスに関連付けるライフサイクル設定の名前。ライフサイクル設定の詳細につ
いては、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「ノートブックインスタンスをカスタマイズする」を参
照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: No interruption
NotebookInstanceName
新しいノートブックインスタンスの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: Replacement
RoleArn
ノートブックインスタンスから AWS リソースにリクエストを送信すると、Amazon SageMaker はこ
のロールを引き受けて、あなたの代わりにタスクを実行します。Amazon SageMaker がこれらのタス
クを実行できるように、このロールに必要なアクセス権限を付与する必要があります。このポリシー
は、Amazon SageMaker サービスプリンシパル (sagemaker.amazonaws.com) のアクセス権限でこの
ロールを引き受けることを許可する必要があります。詳細については、「Amazon SageMaker ロー
ル」を参照してください。
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Note
このロールを Amazon SageMaker に渡すことができるようになるには、この API の発信者
に iam:PassRole アクセス許可が必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
RootAccess
ノートブックインスタンスのユーザーに対してルートアクセスを有効にするか無効にするか。デフォ
ルト値は Enabled です。

Note
ノートブックインスタンスを設定できるようにするには、ライフサイクル設定にルートアク
セス権限が必要です。そのため、ユーザーがルートアクセスを無効にしても、ノートブック
インスタンスに関連付けられたライフサイクル設定は常にルートアクセスで実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Disabled | Enabled
Update requires: No interruption
SecurityGroupIds
VPC セキュリティグループ ID、sg-xxxxxxxx の形式。セキュリティグループは、サブネットで指定さ
れているものと同じ VPC 用でなければなりません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
SubnetId
ML コンピューティングインスタンスからの接続を希望する VPC 内のサブネット ID。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 32
パターン: [-0-9a-zA-Z]+
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
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詳細については、「リソースタグ」と「コスト配分タグの使用」を参照してください。
CreateTags API を使用して、後からタグを追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
VolumeSizeInGB
ノートブックインスタンスにアタッチする ML ストレージボリュームのサイズ (GB)。デフォルト値は
5 MB です。

Note
CloudFormation がノートブックインスタンスを停止し、再起動して更新する際、このパラ
メータが変更された場合、サービスの中断が発生することが予想されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 5
最大: 16384
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:sagemaker:us-west-2:012345678901:notebook-instance/mynotebookinstance な
ど、ノートブックインスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) がこのリソースの論理 ID を組み込みの
Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
NotebookInstanceName
ノートブックインスタンスの名前 (MyNotebookInstance など)。

例
SageMaker ノートブックインスタンスの例
次の例では、ノートブックインスタンスを作成します。
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JSON
{

"Description": "Create Basic Notebook",
"Resources": {
"BasicNotebookInstance": {
"Type": "AWS::SageMaker::NotebookInstance",
"Properties": {
"InstanceType": "ml.t2.large",
"RoleArn": {
"Fn::GetAtt": [
"ExecutionRole",
"Arn"
]
}
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
{
"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonSageMakerFullAccess"
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"BasicNotebookInstanceId": {
"Value": {
"Ref": "BasicNotebookInstance"
}
}
}
}

YAML
Description: "Create basic notebook instance"
Resources:
BasicNotebookInstance:
Type: "AWS::SageMaker::NotebookInstance"
Properties:
InstanceType: "ml.t2.large"
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RoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
ManagedPolicyArns:
- !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess"
Outputs:
BasicNotebookInstanceId:
Value: !Ref BasicNotebookInstance

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig リソースは、ノートブックインスタンスを
作成または起動時に実行されるシェルスクリプトを作成します。ノートブックインスタンスのライフサイ
クル設定についての詳細は、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「ノートブックインスタンスをカスタマ
イズする」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig",
"Properties" : {
"NotebookInstanceLifecycleConfigName" : String,
"OnCreate" : [ NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039), ... ],
"OnStart" : [ NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039), ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
Properties:
NotebookInstanceLifecycleConfigName: String
OnCreate:
- NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039)
OnStart:
- NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039)

プロパティ
NotebookInstanceLifecycleConfigName
ライフサイクル設定の名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
Update requires: Replacement
OnCreate
ノートブックインスタンスを作成するときに 1 回だけ実行されるシェルスクリプト。シェルスクリプ
トは Base64 でエンコードされた文字列である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption
OnStart
ノートブックインスタンスの作成時を含め、ノートブックインスタンスの起動時に毎回実行される
シェルスクリプト。シェルスクリプトは Base64 でエンコードされた文字列である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: NotebookInstanceLifecycleHook (p. 6039) のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:sagemaker:us-west-2:012345678901:notebook-instance-lifecycle-config/
mylifecycleconfig など、エンドポイント設定の Amazon リソースネーム (ARN) このリソースの論理
ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
NotebookInstanceLifecycleConfigName
ライフサイクル設定の名前 (MyLifecycleConfig など)。

例
SageMaker NotebookInstanceLifecycleConfig の例
次の例では、関連するライフサイクル設定を持つノートブックインスタンスを作成します。
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JSON
{

"Description": "Basic NotebookInstance test",
"Resources": {
"BasicNotebookInstance": {
"Type": "AWS::SageMaker::NotebookInstance",
"Properties": {
"InstanceType": "ml.t2.medium",
"RoleArn": { "Fn::GetAtt" : [ "ExecutionRole", "Arn" ] },
"LifecycleConfigName": { "Fn::GetAtt" : [ "BasicNotebookInstanceLifecycleConfig",
"NotebookInstanceLifecycleConfigName" ] }
},
"BasicNotebookInstanceLifecycleConfig": {
"Type": "AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig",
"Properties": {
"OnStart": [
{
"Content": {
"Fn::Base64": "echo 'hello'"
}
}
]
}
},
"ExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
}
},
"Outputs": {
"BasicNotebookInstanceId": {
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}
}

}

"Value": { "Ref" : "BasicNotebookInstance" }
},
"BasicNotebookInstanceLifecycleConfigId": {
"Value": { "Ref" : "BasicNotebookInstanceLifecycleConfig" }
}

YAML
Description: "Basic NotebookInstance test"
Resources:
BasicNotebookInstance:
Type: "AWS::SageMaker::NotebookInstance"
Properties:
InstanceType: "ml.t2.medium"
RoleArn: !GetAtt ExecutionRole.Arn
LifecycleConfigName: !GetAtt
BasicNotebookInstanceLifecycleConfig.NotebookInstanceLifecycleConfigName
BasicNotebookInstanceLifecycleConfig:
Type: "AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig"
Properties:
OnStart:
- Content:
Fn::Base64: "echo 'hello'"
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "sagemaker.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
Outputs:
BasicNotebookInstanceId:
Value: !Ref BasicNotebookInstance
BasicNotebookInstanceLifecycleConfigId:
Value: !Ref BasicNotebookInstanceLifecycleConfig

AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
NotebookInstanceLifecycleHook
ノートブックインスタンスのライフサイクル設定スクリプトを指定します。各ライフサイクル設定スクリ
プトは 16384 文字に制限されています。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Content" : String

YAML
Content: String

プロパティ
Content
ノートブックインスタンスライフサイクル設定用のシェルスクリプトを含む base64 でエンコードさ
れた文字列。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 16384
パターン: [\S\s]+
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Pipeline
AWS::SageMaker::Pipelineリソースは、SageMaker パイプラインの作成または開始時に実行される
シェルスクリプトを作成します。SageMaker パイプラインの詳細については、Amazon SageMaker デベ
ロッパーガイドの「SageMaker パイプライン」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::Pipeline",
"Properties" : {
"PipelineDefinition" : Json,
"PipelineDescription" : String,
"PipelineDisplayName" : String,
"PipelineName" : String,
"RoleArn" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::SageMaker::Pipeline
Properties:
PipelineDefinition: Json
PipelineDescription: String
PipelineDisplayName: String
PipelineName: String
RoleArn: String
Tags:
- Tag

プロパティ
PipelineDefinition
パイプラインの定義。これは、JSON 文字列または Amazon S3 の場所のいずれかになります。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
PipelineDescription
パイプラインの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 3072
パターン: .*
Update requires: No interruption
PipelineDisplayName
パイプラインの表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,255}
Update requires: No interruption
PipelineName
パイプラインの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,255}
Update requires: Replacement
RoleArn
パイプラインの実行に使用される IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
Tags
パイプラインのタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: パイプラインの
PipelineName。

例
SageMaker パイプラインの例
次の例では、関連するライフサイクル設定を持つパイプラインを作成します。

JSON
# Pipeline definition given as a JSON string
{
"Resources": {
"MyPipeline": {
"Type": "AWS::SageMaker::Pipeline",
"Properties": {
"PipelineName": "<pipeline-name>",
"PipelineDisplayName": "<pipeline-display-name>",
"PipelineDescription": "<pipeline-description>",
"PipelineDefinition": {
"PipelineDefinitionBody": "{\"Version\":\"2020-12-01\",\"Parameters\":
[{\"Name\":\"InputDataSource\",\"DefaultValue\":\"\"},{\"Name\":\"InstanceCount\",\"Type
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\":\"Integer\",\"DefaultValue\":1}],\"Steps\":[{\"Name\":\"Training1\",\"Type\":\"Training
\",\"Arguments\":{\"InputDataConfig\":[{\"DataSource\":{\"S3DataSource\":{\"S3Uri\":{\"Get
\":\"Parameters.InputDataSource\"}}}}],\"OutputDataConfig\":{\"S3OutputPath\":\"s3://my-s3bucket/\"},\"ResourceConfig\":{\"InstanceType\":\"ml.m5.large\",\"InstanceCount\":{\"Get\":
\"Parameters.InstanceCount\"},\"VolumeSizeInGB\":1024}}}]}"
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::<account-id>:root"
}
}
}

JSON
# Pipeline definition given as an S3 string
{
"Resources": {
"MyPipeline": {
"Type": "AWS::SageMaker::Pipeline",
"Properties": {
"PipelineName": "<pipeline-name>",
"PipelineDisplayName": "<pipeline-display-name>",
"PipelineDescription": "<pipeline-description>",
"PipelineDefinition": {
"PipelineDefinitionS3Location": {
"Bucket": "<S3-bucket-location>",
"Key": "<S3-bucket-key>"
}
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::<account-id>:root"
}
}
}
}

YAML
# Pipeline definition given as a JSON string
Resources:
MyAwesomePipeline:
Type: AWS::SageMaker::Pipeline
Properties:
PipelineName: "<pipeline-name>"
PipelineDisplayName: "<pipeline-display-name>"
PipelineDescription: "<pipeline-description>"
PipelineDefinition:
PipelineDefinitionBody: "{\"Version\":\"2020-12-01\",\"Parameters\":[{\"Name
\":\"InputDataSource\",\"DefaultValue\":\"\"},{\"Name\":\"InstanceCount\",\"Type\":
\"Integer\",\"DefaultValue\":1}],\"Steps\":[{\"Name\":\"Training1\",\"Type\":\"Training\",
\"Arguments\":{\"InputDataConfig\":[{\"DataSource\":{\"S3DataSource\":{\"S3Uri\":{\"Get\":
\"Parameters.InputDataSource\"}}}}],\"OutputDataConfig\":{\"S3OutputPath\":\"s3://my-s3bucket/\"},\"ResourceConfig\":{\"InstanceType\":\"ml.m5.large\",\"InstanceCount\":{\"Get\":
\"Parameters.InstanceCount\"},\"VolumeSizeInGB\":1024}}}]}"
RoleArn: "arn:aws:iam::<account-id>:root"

YAML
# Pipeline definition given as an S3 location Resources:
Resources:
MyAwesomePipeline:
Type: AWS::SageMaker::Pipeline
Properties:
PipelineName: "<pipeline-name>"
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PipelineDisplayName: "<pipeline-display-name>"
PipelineDescription: "<pipeline-description>"
PipelineDefinition:
PipelineDefinitionS3Location:
Bucket: "<S3-bucket-location>"
Key: "<S3-bucket-key>"
RoleArn: "arn:aws:iam::<account-id>:root"

AWS::SageMaker::Project
機械学習 (ML) プロジェクトを作成します。このプロジェクトには、承認済みモデルのトレーニングから
デプロイまで ML パイプラインをセットアップする 1 つまたは複数のテンプレートを含めることができま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::Project",
"Properties" : {
"ProjectDescription" : String,
"ProjectName" : String,
"ServiceCatalogProvisioningDetails" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::Project
Properties:
ProjectDescription: String
ProjectName: String
ServiceCatalogProvisioningDetails: Json
Tags:
- Tag

プロパティ
ProjectDescription
プロジェクトの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: [\p{L}\p{M}\p{Z}\p{S}\p{N}\p{P}]*
Update requires: Replacement
ProjectName
プロジェクトの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,31}
Update requires: Replacement
ServiceCatalogProvisioningDetails
サービスカタログをプロビジョニングするための製品 ID とプロビジョニングアーティファクト ID。
詳細については、What is AWS Service Catalog を参照してください。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアのリスト。
詳細については、AWS 請求およびコスト管理のユーザーガイドの Resource Tag および Using Cost
Allocation Tags を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
CreationTime
プロジェクトが作成された時刻。
ProjectArn
プロジェクトの Amazon リソースネーム (ARN)。
ProjectId
プロジェクトの ID。この ID は、このプロジェクトに関連付けられているすべてのエンティティの前
に付加されます。
ProjectStatus
プロジェクトのステータス。

例
SageMaker プロジェクトの例
次の例では、SageMaker プロジェクトを作成します。
API バージョン 2010-05-15
6045

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SageMaker

JSON
{

}

"Description": "AWS SageMaker Project basic template",
"Resources": {
"SampleProject": {
"Type": "AWS::SageMaker::Project",
"Properties": {
"ProjectName": "project1",
"ProjectDescription": "Project Description",
"ServiceCatalogProvisioningDetails": {
"ProductId": "prod-53ibyqbj2cgmo",
"ProvisioningArtifactId": "pa-sm4pjfuzictpe"
}
}
}
}

YAML
--Description: AWS SageMaker Project basic template
Resources:
SampleProject:
Type: AWS::SageMaker::Project
Properties:
ProjectName: "SampleProject"
ProjectDescription: "Project Description"
ServiceCatalogProvisioningDetails:
ProductId: "prod-53ibyqbj2cgmo"
ProvisioningArtifactId: "pa-sm4pjfuzictpe"

AWS::SageMaker::UserProfile
ユーザープロファイルを作成します。ユーザープロファイルは、ドメイン内の 1 人のユーザーを表し、共
有、レポート、およびその他のユーザー指向機能で「ユーザー」を参照する主な方法です。このエンティ
ティは、ユーザーが Amazon SageMaker Studio にオンボードするときに作成されます。管理者が E メー
ルでユーザーを招待したり、SSO からインポートしたりすると、ユーザープロファイルが自動的に作成
されます。個々のユーザーの設定が主に保持されているのがユーザープロファイルで、ユーザーのプライ
ベート Amazon Elastic File System (EFS) ホームディレクトリへの参照を含みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SageMaker::UserProfile",
"Properties" : {
"DomainId" : String,
"SingleSignOnUserIdentifier" : String,
"SingleSignOnUserValue" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserProfileName" : String,
"UserSettings" : UserSettings (p. 6053)
}
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}

YAML
Type: AWS::SageMaker::UserProfile
Properties:
DomainId: String
SingleSignOnUserIdentifier: String
SingleSignOnUserValue: String
Tags:
- Tag
UserProfileName: String
UserSettings:
UserSettings (p. 6053)

プロパティ
DomainId
ドメイン ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
Update requires: Replacement
SingleSignOnUserIdentifier
SingleSignOnUserValue で指定された値のタイプの指定子。現在、サポートされている値は
「UserName」のみです。ドメインの AuthMode が SSO の場合、このフィールドは必須です。ドメイ
ンの AuthMode が SSO でない場合、このフィールドは指定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SingleSignOnUserValue
この UserProfile に関連付けられた AWS Single Sign-On ユーザーのユーザー名。ドメインの
AuthMode が SSO の場合、このフィールドは必須であり、ディレクトリ内のユーザーの有効なユー
ザー名と一致する必要があります。ドメインの AuthMode が SSO でない場合、このフィールドは指
定できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
ユーザープロファイルに指定したタグは、ユーザープロファイルが起動するすべてのアプリにも追加
されます。
詳細については、「タグ」を参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement
UserProfileName
ユーザープロファイル名。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement
UserSettings
Amazon SageMaker Studio のユーザーに適用される設定のコレクション。
必須: いいえ
タイプ: UserSettings (p. 6053)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ドメイン ID とユーザープ
ロファイル名 (d-xxxxxxxxxxxx や my-user-profile など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
UserProfileArn
arn:aws:sagemaker:us-west-2:account-id:user-profile/my-user-profile など、ユー
ザープロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。

AWS::SageMaker::UserProfile CustomImage
カスタム SageMaker イメージ。詳細については、「独自の SageMaker イメージを取り込む」を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AppImageConfigName" : String,
"ImageName" : String,
"ImageVersionNumber" : Integer

YAML
AppImageConfigName: String
ImageName: String
ImageVersionNumber: Integer

プロパティ
AppImageConfigName
AppImageConfig の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: No interruption
ImageName
CustomImage の名前。アカウントで一意である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9]([-.]?[a-zA-Z0-9]){0,62}$
Update requires: No interruption
ImageVersionNumber
CustomImage のバージョン番号。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::UserProfile JupyterServerAppSettings
JupyterServer アプリの設定。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DefaultResourceSpec" : ResourceSpec (p. 6051)

YAML
DefaultResourceSpec:
ResourceSpec (p. 6051)

プロパティ
DefaultResourceSpec
JupyterServer アプリで使用されるデフォルトの SageMaker イメージの、デフォルトのインスタンス
タイプと Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: ResourceSpec (p. 6051)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::UserProfile KernelGatewayAppSettings
KernelGateway アプリの設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomImages" : [ CustomImage (p. 6048), ... ],
"DefaultResourceSpec" : ResourceSpec (p. 6051)

YAML
CustomImages:
- CustomImage (p. 6048)
DefaultResourceSpec:
ResourceSpec (p. 6051)

プロパティ
CustomImages
KernelGateway アプリとして実行するように設定されたカスタム SageMaker イメージのリスト。
必須: いいえ
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タイプ: CustomImage (p. 6048) のリスト
最大: 30
Update requires: No interruption
DefaultResourceSpec
KernelGateway アプリで使用されるデフォルトの SageMaker イメージのデフォルトのインスタンス
タイプと Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: ResourceSpec (p. 6051)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::UserProfile ResourceSpec
SageMaker イメージと SageMaker イメージバージョンの ARN と、そのバージョンが実行されるインス
タンスタイプを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InstanceType" : String,
"SageMakerImageArn" : String,
"SageMakerImageVersionArn" : String

YAML
InstanceType: String
SageMakerImageArn: String
SageMakerImageVersionArn: String

プロパティ
InstanceType
イメージバージョンが実行されるインスタンスタイプ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ml.c5.12xlarge | ml.c5.18xlarge | ml.c5.24xlarge | ml.c5.2xlarge
| ml.c5.4xlarge | ml.c5.9xlarge | ml.c5.large | ml.c5.xlarge |
ml.g4dn.12xlarge | ml.g4dn.16xlarge | ml.g4dn.2xlarge | ml.g4dn.4xlarge
| ml.g4dn.8xlarge | ml.g4dn.xlarge | ml.m5.12xlarge | ml.m5.16xlarge |
ml.m5.24xlarge | ml.m5.2xlarge | ml.m5.4xlarge | ml.m5.8xlarge | ml.m5.large
| ml.m5.xlarge | ml.m5d.12xlarge | ml.m5d.16xlarge | ml.m5d.24xlarge
| ml.m5d.2xlarge | ml.m5d.4xlarge | ml.m5d.8xlarge | ml.m5d.large
| ml.m5d.xlarge | ml.p3.16xlarge | ml.p3.2xlarge | ml.p3.8xlarge |
ml.p3dn.24xlarge | ml.r5.12xlarge | ml.r5.16xlarge | ml.r5.24xlarge |
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ml.r5.2xlarge | ml.r5.4xlarge | ml.r5.8xlarge | ml.r5.large | ml.r5.xlarge
| ml.t3.2xlarge | ml.t3.large | ml.t3.medium | ml.t3.micro | ml.t3.small |
ml.t3.xlarge | system
Update requires: No interruption
SageMakerImageArn
イメージバージョンが属する SageMaker イメージの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image/[a-z0-9]([-.]?[az0-9])*$
Update requires: No interruption
SageMakerImageVersionArn
インスタンスに作成されたイメージバージョンの ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
パターン: ^arn:aws(-[\w]+)*:sagemaker:.+:[0-9]{12}:image-version/[a-z0-9]
([-.]?[a-z0-9])*/[0-9]+$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::UserProfile SharingSettings
Amazon SageMaker Studio ノートブックを共有するときのオプションを指定します。これらの設
定は、CreateDomain API が呼び出されたときの DefaultUserSettings の一部として、また
CreateUserProfile API が呼び出されたときの UserSettings の一部として指定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"NotebookOutputOption" : String,
"S3KmsKeyId" : String,
"S3OutputPath" : String

YAML
NotebookOutputOption: String
S3KmsKeyId: String
S3OutputPath: String
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プロパティ
NotebookOutputOption
ノートブックを共有するときに、ノートブックセルの出力を含めるかどうかを指定します。デフォル
ト: Disabled。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Allowed | Disabled
Update requires: No interruption
S3KmsKeyId
NotebookOutputOption が Allowed の場合、AWS Key Management Service (KMS) 暗号化キー
ID は、Amazon S3 バケット内のノートブックセル出力の暗号化に使用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
パターン: .*
Update requires: No interruption
S3OutputPath
NotebookOutputOptionが Allowed の場合に、共有ノートブックのスナップショットを保存する
ために使用される Amazon S3 バケットです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^(https|s3)://([^/]+)/?(.*)$
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::UserProfile UserSettings
Amazon SageMaker Studio のユーザーに適用される設定のコレクション。これらの設定
は、CreateUserProfile API が呼び出されたときと、CreateDomain API が呼び出されたときに
DefaultUserSettings として指定されます。
SecurityGroups は、両方の呼び出しで指定されたときに集約されます。UserSettings の他のすべ
ての設定では、CreateUserProfile で指定した値は、CreateDomain で指定した値よりも優先されま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"ExecutionRole" : String,
"JupyterServerAppSettings" : JupyterServerAppSettings (p. 6049),
"KernelGatewayAppSettings" : KernelGatewayAppSettings (p. 6050),
"SecurityGroups" : [ String, ... ],
"SharingSettings" : SharingSettings (p. 6052)

YAML
ExecutionRole: String
JupyterServerAppSettings:
JupyterServerAppSettings (p. 6049)
KernelGatewayAppSettings:
KernelGatewayAppSettings (p. 6050)
SecurityGroups:
- String
SharingSettings:
SharingSettings (p. 6052)

プロパティ
ExecutionRole
ユーザーの実行ロール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: ^arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+$
Update requires: No interruption
JupyterServerAppSettings
Jupyter サーバーのアプリ設定。
必須: いいえ
タイプ: JupyterServerAppSettings (p. 6049)
Update requires: No interruption
KernelGatewayAppSettings
カーネルゲートウェイアプリの設定。
必須: いいえ
タイプ: KernelGatewayAppSettings (p. 6050)
Update requires: No interruption
SecurityGroups
Studio が通信に使用する Amazon Virtual Private Cloud (VPC) のセキュリティグループ。
CreateDomain.AppNetworkAccessType パラメータが PublicInternetOnly に設定されている
場合は任意です。
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CreateDomain.AppNetworkAccessType パラメータが VpcOnly に設定されている場合は必須で
す。
Amazon SageMaker はセキュリティグループを追加して、SageMaker Studio からの NFS トラフィッ
クを許可します。したがって、指定できるセキュリティグループの数は、表示される最大数より 1 少
なくなります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
SharingSettings
SageMaker Studio ノートブックを共有するためのオプションを指定します。
必須: いいえ
タイプ: SharingSettings (p. 6052)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Workteam
データにラベルを付ける新しい作業チームを作成します。作業チームは、1 つ以上の Amazon Cognito
ユーザープールによって定義されます。作業チームを作成する前に、まずユーザープールを作成する必要
があります。
アカウントおよびリージョンに 25 を超える作業チームを作成することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SageMaker::Workteam",
"Properties" : {
"Description" : String,
"MemberDefinitions" : [ MemberDefinition (p. 6058), ... ],
"NotificationConfiguration" : NotificationConfiguration (p. 6058),
"Tags" : [ Tag, ... ],
"WorkteamName" : String
}

YAML
Type: AWS::SageMaker::Workteam
Properties:
Description: String
MemberDefinitions:
- MemberDefinition (p. 6058)
NotificationConfiguration:
NotificationConfiguration (p. 6058)
Tags:
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- Tag
WorkteamName: String

プロパティ
Description
ワークフローの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 200
パターン: .+
Update requires: No interruption
MemberDefinitions
ワークチームを構成するワーカーを識別するオブジェクトを含む MemberDefinition オブジェクト
のリスト。
ワークフォースは、Amazon Cognito または独自の OIDC ID プロバイダー (IdP) を使用
して作成できます。Amazon Cognito を使用して作成したプライベートワークフォースに
は、CognitoMemberDefinition を使用します。独自の OIDC ID プロバイダー (IdP) を使用して作
成したワークフォースには、OidcMemberDefinition を使用します。
必須: いいえ
タイプ: MemberDefinition (p. 6058)のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption
NotificationConfiguration
作業チームの使用可能または期限切れの作業項目の SNS 通知を設定します。
必須: いいえ
タイプ: NotificationConfiguration (p. 6058)
Update requires: No interruption
Tags
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
WorkteamName
作業チームの名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9]){0,62}
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
WorkteamName
Property description not available.

AWS::SageMaker::Workteam CognitoMemberDefinition
Amazon Cognito ユーザーグループを識別します。ユーザーグループは、複数の作業チームで使用できま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CognitoClientId" : String,
"CognitoUserGroup" : String,
"CognitoUserPool" : String

YAML
CognitoClientId: String
CognitoUserGroup: String
CognitoUserPool: String

プロパティ
CognitoClientId
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CognitoUserGroup
Property description not available.
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
CognitoUserPool
Property description not available.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SageMaker::Workteam MemberDefinition
Amazon Cognito またはワークチームの一部である独自の OIDC IdP ユーザーグループを定義します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CognitoMemberDefinition" : CognitoMemberDefinition (p. 6057)

YAML
CognitoMemberDefinition:
CognitoMemberDefinition (p. 6057)

プロパティ
CognitoMemberDefinition
作業チームの一部である Amazon Cognito ユーザーグループ。
必須: はい
タイプ: CognitoMemberDefinition (p. 6057)
Update requires: No interruption

AWS::SageMaker::Workteam NotificationConfiguration
作業チームの使用可能または期限切れの作業項目の Amazon SNS 通知を設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"NotificationTopicArn" : String

YAML
NotificationTopicArn: String

プロパティ
NotificationTopicArn
通知を発行する Amazon SNS トピックの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: arn:aws[a-z\-]*:sns:[a-z0-9\-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9_.-]*
Update requires: No interruption

AWS Secrets Manager リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::SecretsManager::ResourcePolicy (p. 6059)
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule (p. 6062)
• AWS::SecretsManager::Secret (p. 6081)
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment (p. 6091)

AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
指定されたリソースベースのアクセス許可ポリシーのコンテンツをシークレットにアタッチします。リ
ソースベースのポリシーはオプションです。また、ポリシーステートメントの Resources 要素でシーク
レットの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する IAM アイデンティティベースのポリシーを使用する
こともできます。ID ベースのポリシーとリソースベースのポリシーの両方を組み合わせて使用することも
できます。影響を受けるユーザーとロールは、関連するすべてのポリシーで許可されているアクセス許可
を受け取ります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SecretsManager::ResourcePolicy",
"Properties" : {
"BlockPublicPolicy" : Boolean,
"ResourcePolicy" : Json,
"SecretId" : String
}
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YAML
Type: AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
Properties:
BlockPublicPolicy: Boolean
ResourcePolicy: Json
SecretId: String

プロパティ
BlockPublicPolicy
情報を公開するリソースポリシーのチェックを設定するかどうかを指定します。
このパラメータの使用の詳細については、「シークレットのリソースベースのポリシーを管理する」
を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ResourcePolicy
リソースベースのポリシーの文法と構文に基づいて構築された JSON オブジェクトを指定します。
ポリシーは、このシークレットと関連するバージョンにアクセスまたは管理できるユーザーを識別し
ます。このリソースタイプのパラメータとして JSON オブジェクトをフォーマットする方法について
は、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Using Resource-based Policies for Secrets Manager を
参照してください。これらの同じルールが、ここに適用されます。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SecretId
リソースベースのアクセス許可ポリシーにアタッチするシークレットの Amazon リソースネーム
(ARN) またはフレンドリ名を指定します。

Important
このプロパティを使用して既存のリソースベースのポリシー SecretId を変更する
と、Secrets Manager は、元のシークレットからポリシーを削除し、指定した SecretId で
そのポリシーをシークレットにアタッチします。その結果、2 つのシークレットのアクセス
権限を変更します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数は
次のような設定されたシークレットの ARN を返します。
API バージョン 2010-05-15
6060

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Secrets Manager

arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secretname-1a2b3c
これにより、後で同じテンプレート内の別のリソースの定義内からスタックテンプレートの一部で作成し
たシークレットを参照できます。通常、これを AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソース
タイプと使用します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
RDS データベースインスタンスシークレットへのリソースベースのポリシーのアタッチ
次の例は、シークレットにリソースベースポリシーをアタッチする方法を示しています。JSON リクエス
トの文字列の入力とレスポンス出力は、読みやすくするために空白と改行でフォーマットされて表示され
ます。1 行の JSON 文字列として入力を送信します。

JSON
{

}

"MySecret": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Description": "This is a secret that I want to attach a resource-based policy to"
}
},
"MySecretResourcePolicy": {
"Type": "AWS::SecretsManager::ResourcePolicy",
"Properties": {
"BlockPublicPolicy": "True",
"SecretId": {
"Ref": "MySecret"
},
"ResourcePolicy": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Resource": "*",
"Action": "secretsmanager:DeleteSecret",
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": {
"Fn::Sub": "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root"
}
}
}
]
}
}
}

YAML
--MySecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: This is a secret that I want to attach a resource-based policy to
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MySecretResourcePolicy:
Type: AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
Properties:
BlockPublicPolicy: True
SecretId:
Ref: MySecret
ResourcePolicy:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Resource: "*"
Action: secretsmanager:DeleteSecret
Effect: Deny
Principal:
AWS:
Fn::Sub: arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root

以下の資料も参照してください。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment

AWS::SecretsManager::RotationSchedule
AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースは、シークレットのローテーションを設定
します。データベースまたはサービスの詳細を含むシークレットを設定しておく必要があります。AWS
CloudFormation テンプレートでシークレットおよびデータベース、またはサービスの両方を定義する場
合、AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソースを定義して、ローテーションの設定を試み
る前にデータベースまたはサービスの接続の詳細でシークレットを入力します。

Important
シークレットのローテーションを設定する場合、AWS CloudFormation は、自動的にシーク
レットを 1 回ローテーションさせます。それらを壊さないようにローテーションを設定する前
に、Secrets Manager を使用してシークレットを取得するようにすべてのクライアントを設定し
ていることを確認します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"Properties" : {
"HostedRotationLambda" : HostedRotationLambda (p. 6078),
"RotationLambdaARN" : String,
"RotationRules" : RotationRules (p. 6080),
"SecretId" : String
}

YAML
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
Properties:
HostedRotationLambda:
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HostedRotationLambda (p. 6078)
RotationLambdaARN: String
RotationRules:
RotationRules (p. 6080)
SecretId: String

プロパティ
HostedRotationLambda
これらの値を使用するには、CloudFormation テンプレートの先頭に Transform:
AWS::SecretsManager-2020-07-23 を指定する必要があります。
RotationSchedule.HostedRotationLambda に有効な値を入力すると、Secrets Manager
は、secret-id プロパティで指定されたシークレットに対してローテーションを実行する Lambda
を起動します。テンプレートは、現在のスタック内のネストされたスタックの一部として Lambda を
作成します。
必須: いいえ
タイプ: HostedRotationLambda (p. 6078)
Update requires: No interruption
RotationLambdaARN
シークレットを更新できる Lambda 関数の ARN を指定します。このパラメータを指定しない場合、
シークレットには、Lambda 関数の ARN がすでに設定されている必要があります。また、このテンプ
レートで作成された Lambda 関数を参照するには、関数の論理 ID で Ref 関数を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RotationRules
このシークレットのローテーションスケジュールを定義する構造体を定義します。
必須: いいえ
タイプ: RotationRules (p. 6080)
Update requires: No interruption
SecretId
更新するシークレットの ARN またはフレンドリ名を指定します。また、このテンプレートで作成さ
れたシークレットを参照するには、シークレットの論理 ID で Ref 関数を使用します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数
は以下のような設定中のシークレットの ARN を返します。
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arn:aws:secretsmanager: us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-name-1a2b3c
これにより、スタックテンプレートの一部で作成するシークレットを、後で同じテンプレート内の別のリ
ソースの定義内から参照できるようになります。通常は、AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
リソースタイプを定義する際にこれを実行します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
次の例は、シークレットの作成、シークレットに関連付けられた RDS データベースインスタンスの作
成、ローテーションの設定の完全な例を示しています。Lambda ローテーション関数を定義し、必要な信
頼およびアクセス許可ポリシーをアタッチして、定義されたスケジュールのシークレットで関数を関連付
ける方法を示します。
RDS シークレットローテーション

RDS データベースシークレットローテーションの設定
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Transform":"AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources":{
"TestVPC":{
"Type":"AWS::EC2::VPC",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames":true,
"EnableDnsSupport":true
}
},
"TestSubnet01":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.96.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"0",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"TestSubnet02":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"1",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
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]

}

},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}

}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint":{
"Type":"AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties":{
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType":"Interface",
"ServiceName":{
"Fn::Sub":"com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled":true,
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"MyRDSInstanceRotationSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"@/\\"
},
"Tags":[
{
"Key":"AppName",
"Value":"MyApp"
}
]
}
},
"MyDBInstance":{
"Type":"AWS::RDS::DBInstance",
"Properties":{
"AllocatedStorage":20,
"DBInstanceClass":"db.t3.micro",
"Engine":"mysql",
"DBSubnetGroupName":{
"Ref":"MyDBSubnetGroup"
},
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyRDSInstanceRotationSecret}::username}}"
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},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyRDSInstanceRotationSecret}::password}}"
},
"BackupRetentionPeriod":0,
"VPCSecurityGroups":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"MyDBSubnetGroup":{
"Type":"AWS::RDS::DBSubnetGroup",
"Properties":{
"DBSubnetGroupDescription":"Test Group",
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
}
},
"SecretRDSInstanceAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRDSInstanceRotationSecret"
},
"TargetId":{
"Ref":"MyDBInstance"
},
"TargetType":"AWS::RDS::DBInstance"
}
},
"MySecretRotationSchedule":{
"Type":"AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn":"SecretRDSInstanceAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRDSInstanceRotationSecret"
},
"HostedRotationLambda":{
"RotationType":"MySQLSingleUser",
"RotationLambdaName":"SecretsManagerRotation",
"VpcSecurityGroupIds":{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds":{
"Fn::Join":[
",",
[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
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]

}

}

}

}

]

}

"Ref":"TestSubnet02"

}
},
"RotationRules":{
"AutomaticallyAfterDays":30
}

YAML
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Resources:
TestVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
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MyRDSInstanceRotationSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"@/\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
MyDBInstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: 20
DBInstanceClass: db.t3.micro
Engine: mysql
DBSubnetGroupName:
Ref: MyDBSubnetGroup
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRDSInstanceRotationSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRDSInstanceRotationSecret}::password}}"
BackupRetentionPeriod: 0
VPCSecurityGroups:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
MyDBSubnetGroup:
Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: Test Group
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecretRDSInstanceAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRDSInstanceRotationSecret
TargetId:
Ref: MyDBInstance
TargetType: AWS::RDS::DBInstance
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretRDSInstanceAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRDSInstanceRotationSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: MySQLSingleUser
RotationLambdaName: SecretsManagerRotation
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
AutomaticallyAfterDays: 30
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Redshift クラスターのシークレットローテーションの例
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Transform":"AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources":{
"TestVPC":{
"Type":"AWS::EC2::VPC",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames":true,
"EnableDnsSupport":true
}
},
"TestSubnet01":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.96.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"0",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"TestSubnet02":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"1",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint":{
"Type":"AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties":{
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
],
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"SecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType":"Interface",
"ServiceName":{
"Fn::Sub":"com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled":true,
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}

}
},
"MyRedshiftSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
"Description":"This is my rds instance secret",
"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"@/\\"
},
"Tags":[
{
"Key":"AppName",
"Value":"MyApp"
}
]
}
},
"MyRedshiftCluster":{
"Type":"AWS::Redshift::Cluster",
"Properties":{
"DBName":"myyamldb",
"NodeType":"ds2.xlarge",
"ClusterType":"single-node",
"ClusterSubnetGroupName":{
"Ref":"ResdshiftSubnetGroup"
},
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
},
"PubliclyAccessible":false,
"VpcSecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"ResdshiftSubnetGroup":{
"Type":"AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup",
"Properties":{
"Description":"Test Group",
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"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]

}

}

}
},
"SecretRedshiftAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRedshiftSecret"
},
"TargetId":{
"Ref":"MyRedshiftCluster"
},
"TargetType":"AWS::Redshift::Cluster"
}
},
"MySecretRotationSchedule":{
"Type":"AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn":"SecretRedshiftAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRedshiftSecret"
},
"HostedRotationLambda":{
"RotationType":"RedshiftSingleUser",
"RotationLambdaName":"SecretsManagerRotationRedshift",
"VpcSecurityGroupIds":{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds":{
"Fn::Join":[
",",
[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
]
}
},
"RotationRules":{
"AutomaticallyAfterDays":30
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
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Resources:
TestVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
MyRedshiftSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: This is my rds instance secret
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"@/\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
MyRedshiftCluster:
Type: AWS::Redshift::Cluster
Properties:
DBName: myyamldb
NodeType: ds2.xlarge
ClusterType: single-node
ClusterSubnetGroupName:
Ref: ResdshiftSubnetGroup
MasterUsername:
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Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
PubliclyAccessible: false
VpcSecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
ResdshiftSubnetGroup:
Type: AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Properties:
Description: Test Group
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecretRedshiftAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRedshiftSecret
TargetId:
Ref: MyRedshiftCluster
TargetType: AWS::Redshift::Cluster
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretRedshiftAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRedshiftSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: RedshiftSingleUser
RotationLambdaName: SecretsManagerRotationRedshift
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
AutomaticallyAfterDays: 30

DocumentDB シークレットローテーションの例
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Transform":"AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources":{
"TestVPC":{
"Type":"AWS::EC2::VPC",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.0.0/16",
"EnableDnsHostnames":true,
"EnableDnsSupport":true
}
},
"TestSubnet01":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.96.0/19",
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"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"0",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}

}
},
"TestSubnet02":{
"Type":"AWS::EC2::Subnet",
"Properties":{
"CidrBlock":"10.0.128.0/19",
"AvailabilityZone":{
"Fn::Select":[
"1",
{
"Fn::GetAZs":{
"Ref":"AWS::Region"
}
}
]
},
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"SecretsManagerVPCEndpoint":{
"Type":"AWS::EC2::VPCEndpoint",
"Properties":{
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
],
"SecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
],
"VpcEndpointType":"Interface",
"ServiceName":{
"Fn::Sub":"com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager"
},
"PrivateDnsEnabled":true,
"VpcId":{
"Ref":"TestVPC"
}
}
},
"MyDocDBClusterRotationSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
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"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"someadmin\",\"ssl\": true}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"@/\\"
},
"Tags":[
{
"Key":"AppName",
"Value":"MyApp"
}
]

}
},
"MyDocDBCluster":{
"Type":"AWS::DocDB::DBCluster",
"Properties":{
"DBSubnetGroupName":{
"Ref":"MyDBSubnetGroup"
},
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyDocDBClusterRotationSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:
${MyDocDBClusterRotationSecret}::password}}"
},
"VpcSecurityGroupIds":[
{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
}
]
}
},
"DocDBInstance":{
"Type":"AWS::DocDB::DBInstance",
"Properties":{
"DBClusterIdentifier":{
"Ref":"MyDocDBCluster"
},
"DBInstanceClass":"db.r5.large"
}
},
"MyDBSubnetGroup":{
"Type":"AWS::DocDB::DBSubnetGroup",
"Properties":{
"DBSubnetGroupDescription":"",
"SubnetIds":[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
}
},
"SecretDocDBClusterAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyDocDBClusterRotationSecret"
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},
"TargetId":{
"Ref":"MyDocDBCluster"
},
"TargetType":"AWS::DocDB::DBCluster"

}

}

}
},
"MySecretRotationSchedule":{
"Type":"AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn":"SecretDocDBClusterAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyDocDBClusterRotationSecret"
},
"HostedRotationLambda":{
"RotationType":"MongoDBSingleUser",
"RotationLambdaName":"MongoDBSingleUser",
"VpcSecurityGroupIds":{
"Fn::GetAtt":[
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds":{
"Fn::Join":[
",",
[
{
"Ref":"TestSubnet01"
},
{
"Ref":"TestSubnet02"
}
]
]
}
},
"RotationRules":{
"AutomaticallyAfterDays":30
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Resources:
TestVPC:
Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: 10.0.0.0/16
EnableDnsHostnames: true
EnableDnsSupport: true
TestSubnet01:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.96.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '0'
- Fn::GetAZs:
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Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
TestSubnet02:
Type: AWS::EC2::Subnet
Properties:
CidrBlock: 10.0.128.0/19
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- '1'
- Fn::GetAZs:
Ref: AWS::Region
VpcId:
Ref: TestVPC
SecretsManagerVPCEndpoint:
Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
Properties:
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
SecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcEndpointType: Interface
ServiceName:
Fn::Sub: com.amazonaws.${AWS::Region}.secretsmanager
PrivateDnsEnabled: true
VpcId:
Ref: TestVPC
MyDocDBClusterRotationSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{\"username\": \"someadmin\",\"ssl\": true}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"@/\\"
Tags:
- Key: AppName
Value: MyApp
MyDocDBCluster:
Type: AWS::DocDB::DBCluster
Properties:
DBSubnetGroupName:
Ref: MyDBSubnetGroup
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyDocDBClusterRotationSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyDocDBClusterRotationSecret}::password}}"
VpcSecurityGroupIds:
- Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
DocDBInstance:
Type: AWS::DocDB::DBInstance
Properties:
DBClusterIdentifier:
Ref: MyDocDBCluster
DBInstanceClass: db.r5.large
MyDBSubnetGroup:
Type: AWS::DocDB::DBSubnetGroup
Properties:
DBSubnetGroupDescription: ''
SubnetIds:
- Ref: TestSubnet01
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- Ref: TestSubnet02
SecretDocDBClusterAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyDocDBClusterRotationSecret
TargetId:
Ref: MyDocDBCluster
TargetType: AWS::DocDB::DBCluster
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretDocDBClusterAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyDocDBClusterRotationSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: MongoDBSingleUser
RotationLambdaName: MongoDBSingleUser
VpcSecurityGroupIds:
Fn::GetAtt:
- TestVPC
- DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
AutomaticallyAfterDays: 30

以下の資料も参照してください。
• AWS Secrets Manager API リファレンスの RotateSecret
• AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Rotating Your AWS Secrets Manager Secrets
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule HostedRotationLambda

AWS::SecretsManager::RotationSchedule HostedRotationLambda
ホストされた、ローテーションを実行する Lambda を作成することを指定します。
これらの値を使用するには、CloudFormation テンプレートの先頭に Transform:
AWS::SecretsManager-2020-07-23 を指定する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"KmsKeyArn" : String,
"MasterSecretArn" : String,
"MasterSecretKmsKeyArn" : String,
"RotationLambdaName" : String,
"RotationType" : String,
"VpcSecurityGroupIds" : String,
"VpcSubnetIds" : String
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YAML
KmsKeyArn: String
MasterSecretArn: String
MasterSecretKmsKeyArn: String
RotationLambdaName: String
RotationType: String
VpcSecurityGroupIds: String
VpcSubnetIds: String

プロパティ
KmsKeyArn
KMS キーの ARN を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MasterSecretArn
スーパーユーザーの認証情報を含むプライマリシークレットの ARN を指定します。Lambda は、この
シークレットを使用して現在のシークレットをローテーションします。「シークレットを自動的に更
新するために必要なアクセス許可」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MasterSecretKmsKeyArn
Secrets Manager がプライマリシークレットの暗号化に使用する KMS キーの ARN を指定します。プ
ライマリシークレットを使用して現在のシークレットをローテーションし、プライマリシークレット
を AWS マネージドキー aws/secretsmanager ではなくカスタマーマネージドキーで暗号化する場
合のみ、このプロパティが必要です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RotationLambdaName
シークレットをローテーションするために作成された Lambda の名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RotationType
Secrets Manager が使用するローテーションスケジュールのタイプを指定します。以下のいずれかの
RotationTypes を指定できます。
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• MySQLSingleUser
• MySQLMultiUser
• PostgreSQLSingleUser
• PostgreSQLMultiUser
• OracleSingleUser
• OracleMultiUser
• MariaDBSingleUser
• MariaDBMultiUser
• SQLServerSingleUser
• SQLServerMultiUser
• RedshiftSingleUser
• RedshiftMultiUser
• MongoDBSingleUser
• MongoDBMultiUser
ローテーションタイプでは、ターゲットデータベースとローテーション戦略の組み合わせを使用し
ます。シングルユーザーおよびマルチユーザーのローテーションの詳細については、AWS Secrets
Manager ユーザーガイドの Rotating Secrets を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcSecurityGroupIds
ターゲットに適用されるセキュリティグループ ID のカンマ区切りリストをローテーションのシーク
レットで指定します。
テンプレートは、このスタックの一部として作成された、ローテーションを実行する Lambda と同じ
セキュリティグループを適用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
VpcSubnetIds
ターゲットデータベースネットワークの VPC サブネット ID のカンマ区切りリストを指定します。
ローテーションを実行する Lambda は、同じサブネットグループに存在します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SecretsManager::RotationSchedule RotationRules
RotationRules プロパティは、AWS :: SecretsManager :: RotationSchedule リソースタイプの一部とし
て使用され、Secrets Manager が関連するシークレットのローテーションを実行する方法とタイミングを
設定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"AutomaticallyAfterDays" : Integer

YAML
AutomaticallyAfterDays: Integer

プロパティ
AutomaticallyAfterDays
前回のローテーションから、Secrets Manager が次の自動更新をトリガーするまでの日数を指定しま
す。
最小値は 1、最大値は 1000 を指定できます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
• AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Rotating Your AWS Secrets Manager Secrets

AWS::SecretsManager::Secret
AWS::SecretsManager::Secret リソースは、シークレットを作成し、それを Secrets Manager に
保存します。詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Secret および AWS Secrets
Manager API リファレンスの CreateSecret API を参照してください。
シークレットの SecretString 暗号化された値を指定するには、このリソースの
GenerateSecretString または SecretString プロパティのいずれかを指定します。どちらか一方を
指定する必要がありますが、両方を指定することはできません。GenerateSecretString プロパティを
使用して、ランダムなパスワードを動的に生成することをお勧めします。このトピックの後半の最初の 2
つの例を参照してください。

Note
AWS CloudFormation を使用して SecretBinary シークレット値でシークレットを生成すること
はできません。SecretString テキストベースのシークレット値のみを作成できます。

Note
バックスラッシュ (\) を使用して最終値として動的な参照を作成しないでください。AWS
CloudFormation では、このような参照を解決することができないため、リソースエラーの原因に
なります。
基本シークレットを作成したら、以下のいずれかを実行できます。
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• 認証情報がこのシークレットに保存されている Secrets Manager がサポートするデータベースまたは
サービスの詳細を使用してシークレットを設定します。
• AWS# SecretsManager# ResourcePolicy リソースタイプを定義して、リソースベースのアクセス許可ポ
リシーをシークレットにアタッチします。
• AWS# SecretManager# RotationSchedule リソースタイプを定義して、指定された日数が経過した後に
更新するようにシークレットを設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties" : {
"Description" : String,
"GenerateSecretString" : GenerateSecretString (p. 6087),
"KmsKeyId" : String,
"Name" : String,
"ReplicaRegions" : [ ReplicaRegion (p. 6091), ... ],
"SecretString" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: String
GenerateSecretString:
GenerateSecretString (p. 6087)
KmsKeyId: String
Name: String
ReplicaRegions:
- ReplicaRegion (p. 6091)
SecretString:
String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
(オプション) ユーザー提供のシークレットの説明を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
Update requires: No interruption
GenerateSecretString
(オプション) 暗号化してこの新しいバージョンのシークレットに保存するテキストデータを指定しま
す。
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GenerateSecretString または SecretString に値を指定する必要がありますが、両方に指定す
る必要はありません。これらを空にすることはできません。GenerateSecretString プロパティを
使用して、ランダムなパスワードを動的に生成することをお勧めします。
Secrets Manager コンソールを使用してシークレットを作成すると、Secrets Manager は保護された
シークレットテキストを SecretString パラメータにのみ配置します。Secrets Manager コンソール
は、Lambda ローテーション関数が解析する方法を知っているキーと値のペアの JSON 構造として情
報を保存します。
複数の値を保存する場合は、JSON テキスト文字列引数を使用し、キーと値のペアを指定することを
お勧めします。さまざまなコマンドラインツール環境に JSON パラメータをフォーマットする方法に
ついては、AWS CLI ユーザーガイドの Using JSON for Parameters を参照してください。次に例を示
します。
{"username":"bob","password":"abc123xyz456"}
コマンドラインツールまたは SDK でパラメータの前後に引用符が必要な場合は、JSON テキストに必
要な二重引用符との混同を避けるために、一重引用符を使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: GenerateSecretString (p. 6087)
最小: 0
最大: 65536
Update requires: No interruption
KmsKeyId
(オプション) Secrets Manager がこのシークレットのバージョンの SecretString 値の暗号化に
使用する AWS KMS キーの ARN、キー ID、またはエイリアスを指定します。この値を指定しな
い場合、Secrets Manager は AWS マネージドキー aws/secretsmanager を使用します。aws/
secretsmanager が存在しない場合は、Secrets Manager は値を最初に暗号化する際にキーを作成し
ます。

Important
暗号化および復号するために AWS マネージドキー aws/secretsmanager を使用するに
は、シークレットを所有しているのと同じアカウントの認証情報を使用する必要がありま
す。別のアカウントの認証情報を使用する場合は、カスタマーマネージドキーを作成し、こ
のフィールドでキーの ARN を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
Update requires: No interruption
Name
シークレットのわかりやすい名前。名前にスラッシュを使用して、パス階層を表すことができます。
たとえば、/prod/databases/dbserver1 は、prod フォルダーの、databases フォルダーにあ
る、dbserver1 というサーバーのシークレットを表します。
シークレット名は、ハイフンとそれに続く 6 文字で終わらないでください。そうすると、部分的な
ARN でシークレットを検索するときに混乱や予期しない結果が生じる危険性があります。Secrets
Manager は、ARN の最後にハイフンと 6 つのランダムな文字を自動的に追加します。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
ReplicaRegions
(オプション) Region (必須) と、ARN、Key ID、または Alias のいずれかであり得る KmsKeyId で
構成されるカスタムタイプ。
必須: いいえ
タイプ: ReplicaRegion (p. 6091) のリスト
Update requires: No interruption
SecretString
(オプション) 暗号化してこの新しいバージョンのシークレットに保存するテキストデータを指定しま
す。
GenerateSecretString または SecretString に値を指定する必要がありますが、両方に指定す
る必要はありません。これらを空にすることはできません。GenerateSecretString プロパティを
使用して、ランダムなパスワードを動的に生成することをお勧めします。
Secrets Manager コンソールを使用してシークレットを作成すると、Secrets Manager は保護された
シークレットテキストを SecretString パラメータにのみ配置します。Secrets Manager コンソール
は、Lambda ローテーション関数が解析する方法を知っているキーと値のペアの JSON 構造として情
報を保存します。
複数の値を保存する場合は、JSON テキスト文字列引数を使用し、キーと値のペアを指定することを
お勧めします。さまざまなコマンドラインツール環境に JSON パラメータをフォーマットする方法に
ついては、Using JSON for Parameters を参照してください。次に例を示します。
{"username":"bob","password":"abc123xyz456"}
コマンドラインツールまたは SDK でパラメータの前後に引用符が必要な場合は、JSON テキストに必
要な二重引用符との混同を避けるために、一重引用符を使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65536
Update requires: No interruption
Tags
シークレットに関連付けられている、ユーザー定義タグのリスト。タグを使って AWS リソースを管
理します。タグの詳細については、「TagResource」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
AWS::SecretsManager::Secret リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡すと、関数は以下のよう
な設定されたのシークレットの ARN を返します。
arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secretname-1a2b3c
シークレットの ARN がわかっている場合は、同じテンプレート内の別のリソースの定義内からスタック
テンプレートの一部で作成したシークレットを参照できます。通常は、シークレットおよびそれに関連付
けられたデータベースの両方への参照を取得するために、AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
リソースタイプで Ref 関数を使用します。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
動的に生成されたパスワードを使用したシークレットの作成
次の例では、動的に生成されたランダムなパスワードと組み合わされた文字列テンプレートからシーク
レット値を構築するシークレットを作成しています。この例の結果は、次のような SecretString 値で
す。
{"username": "test-user", "password": "rzDtILsQNfmmHwkJBPsTVhkRvWRtSn" )

JSON
{

}

"MySecretA": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Name": "MySecretForAppA",
"Description": "This secret has a dynamically generated secret password.",
"GenerateSecretString": {
"SecretStringTemplate": "{\"username\":\"test-user\"}",
"GenerateStringKey": "password",
"PasswordLength": 30,
"ExcludeCharacters": "\"@/\\"
},
"Tags": [
{
"Key": "AppName",
"Value": "AppA"
}
]
}
}

YAML
#This is a Secret resource with a randomly generated password in its SecretString JSON.
MySecretA:
Type: 'AWS::SecretsManager::Secret'
Properties:
Name: MySecretForAppA
Description: "This secret has a dynamically generated secret password."
GenerateSecretString:
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SecretStringTemplate: '{"username": "test-user"}'
GenerateStringKey: "password"
PasswordLength: 30
ExcludeCharacters: '"@/\'
Tags:
Key: AppName
Value: AppA

ハードコーディングされたパスワードを使用したシークレットの作成
次の例では、シークレットを作成し、シークレットに保存されているリテラル文字列としてシークレッ
ト値を提供します。この方法でパスワードをハードコーディングしないことをお勧めします。かわり
に、SecretsManager Secret GenerateSecretString プロパティを使用します。推奨オプションの前の例を
参照してください。

JSON
{

"MySecretB": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Name": "MySecretForAppB",
"Description": "This secret has a hardcoded password in SecretString (use
GenerateSecretString instead)",
"SecretString": "{\"username\":\"MasterUsername\",\"password\":\"secret-password\"}",
"Tags": [
{
"Key": "AppName",
"Value": "AppB"
}
]
}
}

}

YAML
# This is another secret that has its password hardcoded into the template (NOT
RECOMMENDED)
MySecretB:
Type: 'AWS::SecretsManager::Secret'
Properties:
Name: MySecretForAppB
Description: This secret has a hardcoded password in SecretString (use
GenerateSecretString instead)
SecretString: '{"username":"MasterUsername","password":"secret-password"}'
Tags:
Key: AppName
Value: AppB

シークレットをレプリケートする
次の例では、プライマリシークレットを us-east-1 および us-east-2 にレプリケートします。

JSON
{

"MyReplicatedSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
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"Properties":{
"Name":"MyReplicatedSecret",
"Description":"This secret is replicated to
two regions. One with a customer managed key, and one with the AWS managed key for
Secrets Manager aws/secretsmanager.",
"ReplicaRegions":[
{
"Region":"us-east-1",
"KmsKeyId":"alias/exampleAlias"
},
{
"Region":"us-east-2"
}
]
}
}

}

YAML
#This is a Secret resource which is replicated to two other regions.
MyReplicatedSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Name: MyReplicatedSecret
Description: 'This secret is replicated to
two regions. One with a customer managed key, and one with the AWS managed key for
Secrets Manager aws/secretsmanager.'
ReplicaRegions:
- Region: us-east-1
KmsKeyId: alias/exampleAlias
- Region: us-east-2

以下の資料も参照してください。
• AWS Secrets Manager API リファレンスの CreateSecret API
• AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Secret
• AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
• AWS::SecretsManager::SecretReplicaRegion
• AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment

AWS::SecretsManager::Secret GenerateSecretString
AWS::SecretsManager::Secret リソースタイプの一部として GenerateSecretString プロパティ
を使用して、ランダムなテキスト文字列を動的に生成し、パスワードとして使用します。この方法
は、SecretString プロパティに直接パスワードをハードコーディングする代わりに使用できま
す。AWS::SecretsManager::Secret リソースタイプを生成するとき、どちらか一方を含める必要がありま
すが、両方を含めることはできません。GenerateSecretString プロパティを使用して、ランダムなパ
スワードを動的に生成することをお勧めします。
SecretString を使用すると、リテラル値を直接シークレットに配置することができますが、これは推
奨されないアクションです。代わりに、GenerateSecretString プロパティを使用して、ランダムなパ
スワードを動的に生成することをお勧めします。オペレーションは、シークレット値として使用する完全
な JSON 構造を返します。構造は、SecretStringTemplate を使用して指定した文字列で始まります。
このテンプレート文字列は、パスワードを除くすべてのシークレット値情報を含む、正しくフォーマット
された JSON 文字列でなければなりません。オペレーションはその後、他のパラメータで指定されたルー
ルを使用して、ランダムなパスワードを生成します。最後に、オペレーションは GenerateStringKey
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パラメータで指定された JSON キー名とともに、生成されたパスワードをシークレット値構造に挿入しま
す。
例については、「AWS::SecretsManager::Secret」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ExcludeCharacters" : String,
"ExcludeLowercase" : Boolean,
"ExcludeNumbers" : Boolean,
"ExcludePunctuation" : Boolean,
"ExcludeUppercase" : Boolean,
"GenerateStringKey" : String,
"IncludeSpace" : Boolean,
"PasswordLength" : Integer,
"RequireEachIncludedType" : Boolean,
"SecretStringTemplate" : String

YAML
ExcludeCharacters: String
ExcludeLowercase: Boolean
ExcludeNumbers: Boolean
ExcludePunctuation: Boolean
ExcludeUppercase: Boolean
GenerateStringKey:
String
IncludeSpace: Boolean
PasswordLength: Integer
RequireEachIncludedType: Boolean
SecretStringTemplate:
String

プロパティ
ExcludeCharacters
生成されたパスワード内の文字を除外する文字列。デフォルトでは、含まれているセットのすべての
文字を使用できます。文字列は、最小長 0 文字、最大長 7168 文字にすることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 4096
Update requires: No interruption
ExcludeLowercase
生成されたパスワードに小文字を含めないように指定します。デフォルトでは、Secrets Manager は
このパラメータを無効にします。生成されたパスワードには小文字の False を含めることができ、生
成されたパスワードには小文字を含めることができます。
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必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludeNumbers
生成されたパスワードに数字を含めないように指定します。このスイッチパラメータを含めない場合
のデフォルトは、数字を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludePunctuation
生成されたパスワードに句読点文字を含めないように指定します。この切り替えパラメータを含めな
い場合のデフォルトでは、句読点を含めることができます。
以下は、ExcludeCharacters または ExcludePunctuation で明示的に除外しない場合に、生成
されるパスワードに含めることができる句読点文字です。
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
ExcludeUppercase
生成されたパスワードに大文字を含めないように指定します。デフォルトの動作は False で、生成さ
れたパスワードに大文字を含めることができます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
GenerateStringKey
SecretStringTemplate パラメータで指定された JSON 構造に、生成されたパスワードを追加する
ため使用される JSON キー名。このパラメータを指定する場合は、SecretStringTemplate も指定
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65536
Update requires: No interruption
IncludeSpace
生成されたパスワードにスペース文字を含めることができるように指定します。デフォルトで
は、Secrets Manager はこのパラメータを無効にし、生成されたパスワードにはスペースが含まれま
せん。
必須: いいえ
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タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PasswordLength
生成されるパスワードに必要な長さ。このパラメータを使用しない場合、デフォルト値は 32 文字で
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RequireEachIncludedType
生成されたパスワードに、許可されるそれぞれの文字タイプを少なくとも 1 つ含める必要があるかど
うかを指定します。デフォルトでは、Secrets Manager によってこのパラメータが有効になり、生成
されたパスワードには、少なくともそれぞれの文字タイプが 1 つ含まれます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SecretStringTemplate
(オプション) 暗号化してこの新しいバージョンのシークレットに保存するテキストデータを指定しま
す。
GenerateSecretString または SecretString に値を指定する必要がありますが、両方に指定す
る必要はありません。これらを空にすることはできません。
Secrets Manager コンソールを使用してシークレットを作成すると、Secrets Manager は保護された
シークレットテキストを SecretString パラメータにのみ配置します。Secrets Manager コンソール
は、Lambda ローテーション関数が解析する方法を知っているキーと値のペアの JSON 構造として情
報を保存します。
複数の値を保存する場合は、JSON テキスト文字列引数を使用し、キーと値のペアを指定することを
お勧めします。さまざまなコマンドラインツール環境に JSON パラメータをフォーマットする方法に
ついては、AWS CLI ユーザーガイドの Using JSON for Parameters を参照してください。次に例を示
します。
{"username":"bob","password":"abc123xyz456"}
コマンドラインツールまたは SDK でパラメータの前後に引用符が必要な場合は、JSON テキストに必
要な二重引用符との混同を避けるために、一重引用符を使用する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 65536
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Secrets Manager API リファレンスの GetRandomPassword API
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AWS::SecretsManager::Secret ReplicaRegion
(オプション) Region (必須) と、ARN、Key ID、または Alias のいずれかであり得る KmsKeyId で構成
されるカスタムタイプ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"KmsKeyId" : String,
"Region" : String

YAML
KmsKeyId: String
Region: String

プロパティ
KmsKeyId
ARN、Key ID、または Alias を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 2048
Update requires: No interruption
Region
(オプション) Region を表す文字列 (「us-east-1」など)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソースは、Secrets Manager シークレットと
それに関連付けられているデータベースとの間の最終リンクを完了します。それぞれに他方への依存関係
があるため、これは必須です。どちらを先に作成しても、もう一方はまだ存在しません。これを解決する
には、リソースは次の順序で作成する必要があります。
1. サービスまたはデータベースを参照せずにシークレットを定義します。まだ存在しないため、サービス
またはデータベースを参照することはできません。シークレットには、ユーザー名とパスワードが含ま
れている必要があります。
2. 次に、データベースまたはサービスを定義します。データベース管理ユーザーとパスワードを定義する
ために保存されている認証情報を使用するためにシークレットへのリファレンスを含めます。
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3. 最後に、SecretTargetAttachment リソースタイプを定義して、必要なデータベースエンジンタイ
プおよびサービスまたはデータベースの接続の詳細を使用してシークレットの定義を終了します。後で
AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースタイプを定義してアタッチする場合、ローテーショ
ン関数には詳細が必要です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties" : {
"SecretId" : String,
"TargetId" : String,
"TargetType" : String
}

YAML
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId: String
TargetId: String
TargetType: String

プロパティ
SecretId
指定されたサービスまたはデータベースで使用するユーザー名およびパスワードを含むシークレット
の Amazon リソースネーム (ARN) またはフレンドリ名。また、このテンプレートで作成されたシーク
レットを参照するには、シークレットの論理 ID で Ref 関数を参照します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetId
データベースまたはクラスターの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
Update requires: No interruption
TargetType
シークレットに関連付けられているサービスまたはデータベースのタイプを定義する文字列。この値
により、サービスまたはデータベースの詳細でシークレットを更新する方法が AWS Secrets Manager
に指示されます。この値は、次のいずれかである必要があります。
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• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::RDS::DBCluster
• AWS::Redshift::Cluster
• AWS::DocDB::DBInstance
• AWS::DocDB::DBCluster
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment リソースの論理 ID を組み込み Ref 関数に渡す
と、関数は次のようなシークレットの ARN を返します。
arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secretname-1a2b3c
これにより、同じテンプレートの異なるパートからの別のリソースの定義内からスタックテンプレートの
一部で作成したシークレットを参照できます。
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

例
次の例では、シークレットを作成し、新しい AWS リソースユーザーおよびパスワードのシークレットで
見つかった認証情報を使用して、TargetType で定義された AWS リソースを作成します。最後に、この
コードは、SecretTargetAttachment オブジェクトを定義することによって、AWS リソースの接続の
詳細でシークレットを更新します。

サポートされているリソース
• アマゾン RDS 上の Amazon Aurora
• Amazon RDS 上の MySQL
• Amazon RDS 上の PostgresSQL
• Amazon RDS での Oracle
• Amazon RDS 上の MariaDB
• Amazon RDS の Microsoft SQL Server
• Amazon DocumentDB
• Amazon Redshift

Note
JSON 仕様は、いかなる種類のコメントも許可されていません。コメントについては、YAML の
例を参照してください。

RDS データベースインスタンスのシークレットの作成
このサンプルテンプレートは、RDS データベースとシークレットを作成します。
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JSON
{

"MyRDSSecret": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Description": "This is a Secrets Manager secret for an RDS DB instance",
"GenerateSecretString": {
"SecretStringTemplate": "{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey": "password",
"PasswordLength": 16,
"ExcludeCharacters": "\"@/\\"
}
}
},
"MyRDSInstance": {
"Type": "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties": {
"AllocatedStorage": "’20’",
"DBInstanceClass": "db.t2.micro",
"Engine": "mysql",
"MasterUsername": {"Fn::Join": ["", ["{{resolve:secretsmanager:",{"Ref":
"MyRDSSecret"},":SecretString:username}}"] ] },
"MasterUserPassword": {"Fn::Join": ["", ["{{resolve:secretsmanager:",{"Ref":
"MyRDSSecret"},":SecretString:password}}"] ] },
"BackupRetentionPeriod": 0,
"DBInstanceIdentifier": "rotation-instance"
}
},
"SecretRDSInstanceAttachment": {
"Type": "AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties": {
"SecretId": {"Ref": "MyRDSSecret"},
"TargetId": {"Ref": "MyRDSInstance"},
"TargetType": "AWS::RDS::DBInstance"
}
}

}

YAML
#This is a Secret resource with a randomly generated password in its SecretString JSON.
MyRDSSecret:
Type: "AWS::SecretsManager::Secret"
Properties:
Description: "This is a Secrets Manager secret for an RDS DB instance"
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: "password"
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: '"@/\'
# This is an RDS instance resource. The master username and password use dynamic
references
# to resolve values from Secrets Manager. The dynamic reference guarantees that
CloudFormation
# will not log or persist the resolved value. We use a Ref to the secret resource's
logical id
# to construct the dynamic reference, since the secret name is generated by
CloudFormation.
MyRDSInstance:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: 20
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DBInstanceClass: db.t2.micro
Engine: mysql
MasterUsername: !Join ['', ['{{resolve:secretsmanager:', !Ref MyRDSSecret,
':SecretString:username}}' ]]
MasterUserPassword: !Join ['', ['{{resolve:secretsmanager:', !Ref MyRDSSecret,
':SecretString:password}}' ]]
BackupRetentionPeriod: 0
DBInstanceIdentifier: 'rotation-instance'
#This is a SecretTargetAttachment resource which updates the referenced Secret resource
with properties about
#the referenced RDS instance
SecretRDSInstanceAttachment:
Type: "AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment"
Properties:
SecretId: !Ref MyRDSSecret
TargetId: !Ref MyRDSInstance
TargetType: AWS::RDS::DBInstance

Redshift クラスターのシークレットの作成
このサンプルテンプレートは、Redshift クラスターのデータベースとシークレットを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Resources":{
"MyRedshiftSecret":{
"Type":"AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties":{
"Description":"This is a Secrets Manager secret for a Redshift cluster",
"GenerateSecretString":{
"SecretStringTemplate":"{\"username\": \"admin\"}",
"GenerateStringKey":"password",
"PasswordLength":16,
"ExcludeCharacters":"\"'@/\\"
}
}
},
"MyRedshiftCluster":{
"Type":"AWS::Redshift::Cluster",
"Properties":{
"DBName":"myjsondb",
"MasterUsername":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
},
"MasterUserPassword":{
"Fn::Sub":"{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
},
"NodeType":"ds2.xlarge",
"ClusterType":"single-node"
}
},
"SecretRedshiftAttachment":{
"Type":"AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment",
"Properties":{
"SecretId":{
"Ref":"MyRedshiftSecret"
},
"TargetId":{
"Ref":"MyRedshiftCluster"
},
"TargetType":"AWS::Redshift::Cluster"
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}

}

}

}

YAML を使用した Redshift クラスターの作成
YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyRedshiftSecret:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Description: This is a Secrets Manager secret for a Redshift cluster
GenerateSecretString:
SecretStringTemplate: '{"username": "admin"}'
GenerateStringKey: password
PasswordLength: 16
ExcludeCharacters: "\"'@/\\"
MyRedshiftCluster:
Type: AWS::Redshift::Cluster
Properties:
DBName: myjsondb
MasterUsername:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::username}}"
MasterUserPassword:
Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${MyRedshiftSecret}::password}}"
NodeType: ds2.xlarge
ClusterType: single-node
SecretRedshiftAttachment:
Type: AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
Properties:
SecretId:
Ref: MyRedshiftSecret
TargetId:
Ref: MyRedshiftCluster
TargetType: AWS::Redshift::Cluster

以下の資料も参照してください。
• AWS::SecretsManager::Secret
• AWS::SecretsManager::RotationSchedule
• AWS::SecretsManager::ResourcePolicy

AWS Service Catalog リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare (p. 6097)
• AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct (p. 6098)
• AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct (p. 6103)
•
•
•
•
•

AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint (p. 6112)
AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint (p. 6114)
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint (p. 6116)
AWS::ServiceCatalog::Portfolio (p. 6119)
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation (p. 6121)
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• AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation (p. 6122)
•
•
•
•
•

AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare (p. 6124)
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint (p. 6126)
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction (p. 6128)
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation (p. 6131)
AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint (p. 6132)

• AWS::ServiceCatalog::TagOption (p. 6135)
• AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation (p. 6136)

AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare
指定されたポートフォリオを共有するオファーを受け入れます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"PortfolioId" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare
Properties:
AcceptLanguage: String
PortfolioId: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: Replacement
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
API バージョン 2010-05-15
6097

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Service Catalog

タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
一意の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの AcceptPortfolioShare

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
製品を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"Distributor" : String,
"Name" : String,
"Owner" : String,
"ProvisioningArtifactParameters" : [ ProvisioningArtifactProperties (p. 6101), ... ],
"ReplaceProvisioningArtifacts" : Boolean,
"SupportDescription" : String,
"SupportEmail" : String,
"SupportUrl" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
Distributor: String
Name: String
Owner: String
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ProvisioningArtifactParameters:
- ProvisioningArtifactProperties (p. 6101)
ReplaceProvisioningArtifacts: Boolean
SupportDescription: String
SupportEmail: String
SupportUrl: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
製品の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8191
Update requires: No interruption
Distributor
製品のディストリビューター。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8191
Update requires: No interruption
Name
製品の名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 8191
Update requires: No interruption
Owner
製品の所有者。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 8191
Update requires: No interruption
ProvisioningArtifactParameters
プロビジョニングアーティファクト (バージョンとも呼ばれます) の設定。
必須: はい
タイプ: ProvisioningArtifactProperties (p. 6101) のリスト
Update requires: No interruption
ReplaceProvisioningArtifacts
デフォルトでは、このプロパティはオフになっています。オフになっている場合、プロビジョニング
アーティファクトまたは製品属性 (説明、ディストリビューター、名前、所有者など) を更新できま
す。関連付けられているプロビジョニングアーティファクトは、同じ一意の識別子を保持します。プ
ロビジョニングアーティファクトは、CloudFormationProduct リソース内で照合され、更新されたプ
ロビジョニングアーティファクトのみが変更されます。プロビジョニングアーティファクトは、プロ
ビジョニングアーティファクトテンプレートの URL と名前の組み合わせによって照合されます。
オンにした場合、製品またはプロビジョニングアーティファクトの更新時に、プロビジョニングアー
ティファクトに新しい一意の識別子が与えられます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SupportDescription
製品に関するサポート情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8191
Update requires: No interruption
SupportEmail
製品サポートの連絡先 E メール。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 254
Update requires: No interruption
SupportUrl
製品サポートの連絡先 URL。
^https?:\/\// / は、SupportUrl を検証するために使用するパターンです。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2083
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
prod-nd24wbqkm4pju など、プロビジョニングアーティファクトの ID このリソースの論理 ID を組み込
みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ProductName
製品の名前。
ProvisioningArtifactIds
プロビジョニングアーティファクトの ID。
ProvisioningArtifactNames
プロビジョニングアーティファクトの名前。

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreateProduct

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct ProvisioningArtifactProperties
プロダクトのプロビジョニングアーティファクト (バージョンとも呼ばれます) に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Description" : String,
"DisableTemplateValidation" : Boolean,
"Info" : Json,
"Name" : String

YAML
Description: String
DisableTemplateValidation: Boolean
Info: Json
Name: String

プロパティ
Description
以前のプロビジョニングアーティファクトとの違いの程度を含むプロビジョニングアーティファクト
の説明です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8192
Update requires: No interruption
DisableTemplateValidation
true に設定すると、AWS Service Catalog は指定されたプロビジョンアーティファクトが無効であっ
ても検証を停止します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Info
次のオプションのいずれかを使用してテンプレートソースを指定します。ただし、両方を指定するこ
とはできません。受け付けられるキー: [LoadTemplateFromURL、ImportFromPhysicalId]
Amazon S3、AWS CodeCommit、または GitHub の JSON 形式の AWS CloudFormation テンプレート
の URL。JSON 形式の URL を次のように指定します。
"LoadTemplateFromURL": "https://s3.amazonaws.com/cf-templates-ozkq9d3hgiq2us-east-1/..."
ImportFromPhysicalId: テンプレートを含むリソースの物理 ID。現在、AWS CloudFormation
スタック arn のみをサポートしています。次のように JSON 形式で物理 ID を指定し
ます。ImportFromPhysicalId: “arn:aws:cloudformation:[us-east-1]:
[accountId]:stack/[StackName]/[resourceId]
必須: はい
タイプ: Json
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Update requires: No interruption
Name
プロビジョニングアーティファクトの名前 (v1 v2beta など)。スペースは使用できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 8192
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの ProvisioningArtifactProperties

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
指定された製品をプロビジョニングします。
プロビジョニングされた製品は、製品のリソースインスタンスです。例えば、AWS CloudFormation テン
プレートに基づいて製品をプロビジョンすると、AWS CloudFormation スタックとその基礎となるリソー
スが起動します。DescribeRecord を使用して、このリクエストのステータスを確認できます。
値の空のリストを持つタグキーがリクエストに含まれている場合、そのキーのタグの競合があります。競
合するキーをタグとして含めないでください。含めた場合は、「パラメータ検証失敗: Tags[N]:Value に必
須パラメータがありません」というエラーが発生します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"NotificationArns" : [ String, ... ],
"PathId" : String,
"PathName" : String,
"ProductId" : String,
"ProductName" : String,
"ProvisionedProductName" : String,
"ProvisioningArtifactId" : String,
"ProvisioningArtifactName" : String,
"ProvisioningParameters" : [ ProvisioningParameter (p. 6108), ... ],
"ProvisioningPreferences" : ProvisioningPreferences (p. 6109),
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
Properties:
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AcceptLanguage: String
NotificationArns:
- String
PathId: String
PathName: String
ProductId: String
ProductName: String
ProvisionedProductName: String
ProvisioningArtifactId: String
ProvisioningArtifactName: String
ProvisioningParameters:
- ProvisioningParameter (p. 6108)
ProvisioningPreferences:
ProvisioningPreferences (p. 6109)
Tags:
- Tag

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
NotificationArns
AWS CloudFormation に渡されます。スタック関連イベントを発行する SNS トピック ARN。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 5
Update requires: Replacement
PathId
製品のパス識別子。この値は、製品にデフォルトのパスがある場合はオプションであり、製品に複数
のパスがある場合は必須です。製品のパスを一覧表示するには、ListLaunchPaths を使用します。

Note
名前または ID を指定する必要がありますが、両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
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パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: No interruption
PathName
パスの名前。この値は、製品にデフォルトのパスがある場合はオプションであり、製品に複数のパス
がある場合は必須です。製品のパスを一覧表示するには、ListLaunchPaths を使用します。

Note
名前または ID を指定する必要がありますが、両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
ProductId
製品 ID。

Note
ID と製品名のどちらかを指定する必要がありますが、両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: No interruption
ProductName
プロビジョニングされた製品のわかりやすい名前。この値は AWS アカウント に対して一意である必
要があり、製品のプロビジョン後に更新することはできません。
ProductName を指定すると、この ProductName を持つ製品が 1 つだけアカウントまたはリージョ
ンに存在する場合は、スタックを作成または更新するたびに、この名前が ProductId に正常に解決
されます。

Note
製品名と製品 ID のどちらかを指定する必要がありますが、両方を指定することはできませ
ん。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*
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Update requires: No interruption
ProvisionedProductName
プロビジョニングされた製品のわかりやすい名前。この値は AWS アカウント に対して一意である必
要があり、製品のプロビジョン後に更新することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*
Update requires: Replacement
ProvisioningArtifactId
プロビジョニングアーティファクト (バージョンとも呼ばれます) の識別子。

Note
プロビジョニングアーティファクトの ID と名前のどちらかを指定する必要がありますが、両
方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: No interruption
ProvisioningArtifactName
プロダクトのプロビジョニングアーティファクト (バージョンとも呼ばれます) の名前。この名前は、
製品に対して一意である必要があります。

Note
プロビジョニングアーティファクトの名前と ID のどちらかを指定する必要がありますが、両
方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最大: 8192
Update requires: No interruption
ProvisioningParameters
管理者によって指定されるパラメータ (製品のプロビジョニングに必要)。
必須: いいえ
タイプ: ProvisioningParameter (p. 6108) のリスト
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Update requires: No interruption
ProvisioningPreferences
製品のプロビジョニングまたはプロビジョニングされた製品の更新に必要な、StackSet 設定。
必須: いいえ
タイプ: ProvisioningPreferences (p. 6109)
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。

Note
ResourceUpdateConstraint リソースの TagUpdatesOnProvisionedProduct を
ALLOWED に設定してタグの更新を許可するには、プロビジョニングされた製品が必要で
す。RESOURCE_UPDATE 制約が存在しない場合、タグの更新は無視されます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
pp-hfyszaotincww など、プロビジョニングされた製品の ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
CloudformationStackArn
CloudFormation スタックの Amazon リソースネーム (ARN) (例:
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/SC-499278721343-pphfyszaotincww/8f3df460-346a-11e8-9444-503abe701c29)。
ProvisionedProductId
プロビジョニングされた製品の ID。
RecordId
レコードの ID (例: rec-rjeatvy434trk)。

例
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GetAtt の例
YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Serverless Stack
Resources:
SimpleLambda:
Type: AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
Properties:
ProductName: Basic Lambda
ProvisioningArtifactName: '1.0'
SimpleApiGateway:
Type: AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
Properties:
ProductName: API Gateway
ProvisioningArtifactName: '1.0'
ProvisioningParameters:
Key: LambdaArn
Value: !GetAtt [SimpleLambda, Outputs.SCLambdaArn]

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの ProvisionProduct

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct ProvisioningParameter
製品をプロビジョニングするために使用されるパラメータに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
パラメータキー。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
Update requires: No interruption
Value
パラメータ値。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 4096
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの ProvisioningParameter

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
ProvisioningPreferences
プロビジョニングされた製品を更新するときに適用されるユーザー定義の設定。すべての設定がすべての
プロビジョニング済み製品タイプに適用できるわけではありません
プロビジョンされた製品にアクセスできる 1 つ以上の AWS アカウント。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
指定された AWS アカウント は、STACKSET 制約のアカウントのリスト内にある必要がありま
す。STACKSET 制約内のアカウントのリストを取得するには、DescribeProvisioningParameters オ
ペレーションを使用します。
値が指定されていない場合のデフォルト値は、STACKSET 制約のすべてのアカウントです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"StackSetAccounts" : [ String, ... ],
"StackSetFailureToleranceCount" : Integer,
"StackSetFailureTolerancePercentage" : Integer,
"StackSetMaxConcurrencyCount" : Integer,
"StackSetMaxConcurrencyPercentage" : Integer,
"StackSetOperationType" : String,
"StackSetRegions" : [ String, ... ]

YAML
StackSetAccounts:
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- String
StackSetFailureToleranceCount: Integer
StackSetFailureTolerancePercentage: Integer
StackSetMaxConcurrencyCount: Integer
StackSetMaxConcurrencyPercentage: Integer
StackSetOperationType: String
StackSetRegions:
- String

プロパティ
StackSetAccounts
プロビジョンされた製品を利用できる 1 つ以上の AWS アカウント。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
指定されたアカウントは、STACKSET 制約のアカウントのリスト内にあ
る必要があります。STACKSET 制約内のアカウントのリストを取得するに
は、DescribeProvisioningParameters オペレーションを使用します。
値が指定されていない場合のデフォルト値は、STACKSET 制約のすべてのアカウントです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StackSetFailureToleranceCount
AWS Service Catalog がそのリージョンでオペレーションを停止する前に、このオペレーションが失
敗する可能性があるリージョンごとのアカウントの数。リージョンでのオペレーションが停止する
と、AWS Service Catalog は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
条件付き: StackSetFailureToleranceCount または
StackSetFailureTolerancePercentage のどちらかを指定する必要があります。両方を指定す
ることはできません。
値を指定しない場合、デフォルトは 0 になります。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
StackSetFailureTolerancePercentage
AWS Service Catalog がそのリージョンでオペレーションを停止する前に、このスタックオペレー
ションが失敗する可能性があるリージョンごとのアカウントの割合。リージョンでのオペレーション
が停止すると、AWS Service Catalog は以降のリージョンでオペレーションを試行しません。
指定した割合に基づいて、アカウントの数を計算するときは、AWS Service Catalog は最も近い整数
になるように切り捨てます。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
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条件付き: StackSetFailureToleranceCount または
StackSetFailureTolerancePercentage のどちらかを指定する必要があります。両方を指定す
ることはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 100
Update requires: No interruption
StackSetMaxConcurrencyCount
このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大数。これ
は、StackSetFailureToleranceCount の値に依存します。StackSetMaxConcurrentCount
は、最大で StackSetFailureToleranceCount より 1 つ多くなります。
この設定では、オペレーションの最大値を指定できます。大規模なデプロイの場合、特定の状況下で
は、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのために低くなる可能性があ
ります。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
条件付き: StackSetMaxConcurrentCount または StackSetMaxConcurrentPercentage のどち
らかを指定する必要があります。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption
StackSetMaxConcurrencyPercentage
このオペレーションを一度に実行するアカウントの最大の割合。
指定した割合に基づいて、アカウントの数を計算するときは、AWS Service Catalog は最も近い整数
になるように切り捨てます。これは、切り捨てがゼロになる場合を除いて当てはまります。この場
合、AWS Service Catalog は、数値を代わりに 1 に設定します。
この設定では、オペレーションの最大値を指定できます。大規模なデプロイの場合、特定の状況下で
は、同時に処理される実際のアカウント数はサービスのスロットリングのために低くなる可能性があ
ります。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
条件付き: StackSetMaxConcurrentCount または StackSetMaxConcurrentPercentage のどち
らかを指定する必要があります。両方を指定することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
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StackSetOperationType
プロビジョンされた製品によって表されるスタックセットまたはスタックインスタンスに対して AWS
Service Catalog が実行するアクションを決定します。何も指定されていない場合、デフォルトは
UPDATE になります。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
CREATE
プロビジョニング済み製品によって表されるスタックセットに新しいスタックインスタンスを作
成します。この場合、唯一の新しいスタックインスタンスのアカウントおよびリージョンに基づ
いて作成されます。新しい ProductId または ProvisioningArtifactID が渡されると、それらは無視
されます。
UPDATE
プロビジョニング済み製品とそのスタックインスタンスによって表されるスタックセットを更新
します。
DELETE
プロビジョニング済み製品によって表されるスタックセットのスタックインスタンスを削除しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CREATE | DELETE | UPDATE
Update requires: No interruption
StackSetRegions
プロビジョンされた製品を利用できる 1 つ以上の AWS リージョン。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
指定されたリージョンは、STACKSET 制約のリージョンのリスト内にあ
る必要があります。STACKSET 制約内のリージョンのリストを取得するに
は、DescribeProvisioningParameters オペレーションを使用します。
値が指定されていない場合のデフォルト値は、STACKSET 制約のすべてのリージョンです。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint
通知の制約を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"NotificationArns" : [ String, ... ],
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
NotificationArns:
- String
PortfolioId: String
ProductId: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
制約事項の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
NotificationArns
通知の ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
制約の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreateConstraint

AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint
起動の制約を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"LocalRoleName" : String,
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String,
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}

}

"RoleArn" : String

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
LocalRoleName: String
PortfolioId: String
ProductId: String
RoleArn: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
制約事項の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
LocalRoleName
RoleArn または LocalRoleName のいずれかを指定する必要がありますが、両方を使用することは
できません。
LocalRoleName プロパティを指定すると、アカウントが起動制約を使用する場合、アカウント内の
その名前の IAM ロールが使用されます。これにより、起動ロールの制約をアカウントに依存しないよ
うにできます。共有アカウントごとに管理者が作成するリソースを減らすことができます。
指定されたロール名は、起動制約の作成に使用するアカウントと、この起動制約を使用して製品を起
動するユーザーのアカウントに存在している必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
RoleArn
起動ロールの ARN。
RoleArn または LocalRoleName のいずれかを指定することが求められますが、両方を使用するこ
とはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
制約の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreateConstraint

AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint
テンプレート制約を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String,
"Rules" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
PortfolioId: String
ProductId: String
Rules: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
制約事項の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
Rules
制約のルール。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
制約の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

解説
AWS CloudFormation 制約のルールの使用
管理者は、AWS Service Catalog ポートフォリオでテンプレート制約を作成するルールを作成して適用で
きます。このルールは、管理者が製品を作成するために使用した AWS Service Catalog テンプレートにエ
ンドユーザーが誤った値を入力することを防ぎます。
テンプレート制約ルールとその作成方法の詳細については、AWS Service Catalog 管理ガイドの Template
Constraint Rules を参照してください。

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreateConstraint
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AWS::ServiceCatalog::Portfolio
ポートフォリオを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::Portfolio",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"DisplayName" : String,
"ProviderName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::Portfolio
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
DisplayName: String
ProviderName: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
ポートフォリオの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
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DisplayName
表示目的で使用する名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
Update requires: No interruption
ProviderName
ポートフォリオプロバイダーの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
Update requires: No interruption
Tags
1 つ以上のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ポートフォリオの識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PortfolioName
ポートフォリオの名前。

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreatePortfolio
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AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation
指定されたプリンシパル ARN を指定ポートフォリオに関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"PortfolioId" : String,
"PrincipalARN" : String,
"PrincipalType" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation
Properties:
AcceptLanguage: String
PortfolioId: String
PrincipalARN: String
PrincipalType: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: Replacement
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
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Update requires: Replacement
PrincipalARN
プリンシパルの ARN (IAM ユーザー、ロール、またはグループ)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1000
Update requires: Replacement
PrincipalType
プリンシパルタイプ。サポートされる値は IAM です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: IAM
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
関連付けの一意の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの AssociatePrincipalWithPortfolio

AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation
指定された製品を指定ポートフォリオに関連付けます。
委任された管理者には、このコマンドを呼び出す権限があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String,
"SourcePortfolioId" : String
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}

}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation
Properties:
AcceptLanguage: String
PortfolioId: String
ProductId: String
SourcePortfolioId: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: Replacement
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
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SourcePortfolioId
ソースポートフォリオの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
関連付けの一意の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの AssociateProductWithPortfolio

AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare
指定されたポートフォリオを指定されたアカウントと共有します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"AccountId" : String,
"PortfolioId" : String,
"ShareTagOptions" : Boolean
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare
Properties:
AcceptLanguage: String
AccountId: String
PortfolioId: String
ShareTagOptions: Boolean

API バージョン 2010-05-15
6124

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Service Catalog

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: Replacement
AccountId
AWS アカウント ID。たとえば、123456789012 と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[0-9]{12}$
Update requires: Replacement
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ShareTagOptions
ポートフォリオ共有で TagOptions 共有が有効か無効かを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
ポートフォリオ共有の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返しま
す: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreatePortfolioShare

AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint
RESOURCE_UPDATE 制約を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Description" : String,
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String,
"TagUpdateOnProvisionedProduct" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint
Properties:
AcceptLanguage: String
Description: String
PortfolioId: String
ProductId: String
TagUpdateOnProvisionedProduct: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
Description
制約事項の説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
TagUpdateOnProvisionedProduct
ALLOWED に設定した場合、ユーザーに CloudFormationProvisionedProduct リソースのタグの変更を
許可します。
NOT_ALLOWED に設定した場合、ユーザーは CloudFormationProvisionedProduct リソースのタグを変
更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
制約の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
RESOURCE_UPDATE 制約を作成する
JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : "en",
"Description" : "Sample description",
"PortfolioId" : "port-xxx",
"ProductId" : "prod-xxx",
"TagUpdateOnProvisionedProduct" : "ALLOWED"

YAML
Type: 'AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint'
Properties:
Description: Sample description
TagUpdateOnProvisionedProduct: 'ALLOWED'
PortfolioId: port-xxx
ProductId: prod-xxx`

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog Referenceの CreateConstraint

AWS::ServiceCatalog::ServiceAction
セルフサービスアクションを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::ServiceAction",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"Definition" : [ DefinitionParameter (p. 6130), ... ],
"DefinitionType" : String,
"Description" : String,
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::ServiceAction
Properties:
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AcceptLanguage: String
Definition:
- DefinitionParameter (p. 6130)
DefinitionType: String
Description: String
Name: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Definition
セルフサービスアクションを定義するマップ。
必須: はい
タイプ: DefinitionParameter (p. 6130) のリスト
Update requires: No interruption
DefinitionType
セルフサービスアクションの定義タイプ。たとえば、SSM_AUTOMATION と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: SSM_AUTOMATION
Update requires: No interruption
Description
セルフサービスアクションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
セルフサービスアクションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 256
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]*
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Id
セルフサービスアクションの識別子。たとえば、act-fs7abcd89wxyz と指定します。

AWS::ServiceCatalog::ServiceAction DefinitionParameter
JSON 形式のパラメータのリスト。例: [{\"Name\":\"InstanceId\",\"Type\":\"TARGET\"}] or
[{\"Name\":\"InstanceId\",\"Type\":\"TEXT_VALUE\"}]。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
パラメータキー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
パラメーターの値。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation
アクション ID、プロダクト ID、プロビジョニングアーティファクト ID で構成されるセルフサービスアク
ションの関連付け。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation",
"Properties" : {
"ProductId" : String,
"ProvisioningArtifactId" : String,
"ServiceActionId" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation
Properties:
ProductId: String
ProvisioningArtifactId: String
ServiceActionId: String

プロパティ
ProductId
製品 ID。たとえば、prod-abcdzk7xy33qa と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProvisioningArtifactId
プロビジョニングアーティファクトの ID。たとえば、pa-4abcdjnxjj6ne と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ServiceActionId
セルフサービスアクションの識別子。たとえば、act-fs7abcd89wxyz と指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号

AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint
StackSet の制約を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint",
"Properties" : {
"AcceptLanguage" : String,
"AccountList" : [ String, ... ],
"AdminRole" : String,
"Description" : String,
"ExecutionRole" : String,
"PortfolioId" : String,
"ProductId" : String,
"RegionList" : [ String, ... ],
"StackInstanceControl" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint
Properties:
AcceptLanguage: String
AccountList:
- String
AdminRole: String
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Description: String
ExecutionRole: String
PortfolioId: String
ProductId: String
RegionList:
- String
StackInstanceControl: String

プロパティ
AcceptLanguage
言語コード。
• en - 英語 (デフォルト)
• jp - 日本語
• zh - 中国語
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
AccountList
プロビジョンされた製品にアクセスできる 1 つ以上の AWS アカウント。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
AdminRole
AdminRole ARN
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
制約事項の説明。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 2000
Update requires: No interruption
ExecutionRole
ExecutionRole 名
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
PortfolioId
ポートフォリオの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
ProductId
製品 ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-]*
Update requires: Replacement
RegionList
プロビジョンされた製品を利用できる 1 つ以上の AWS リージョン。
CFN_STACKSET プロビジョニングされた製品タイプにのみ該当します。
指定されたリージョンは、STACKSET 制約のリージョンのリスト内にあ
る必要があります。STACKSET 制約内のリージョンのリストを取得するに
は、DescribeProvisioningParameters オペレーションを使用します。
値が指定されていない場合のデフォルト値は、STACKSET 制約のすべてのリージョンです。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
StackInstanceControl
スタックインスタンスを作成、更新、削除するアクセス許可。ALLOWED または NOT_ALLOWED か
ら選択します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
制約の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::ServiceCatalog::TagOption
TagOption を指定します。TagOption は、AWS タグを作成するためのテンプレートとして機能する AWS
Service Catalog によって管理されるキーと値のペアです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::TagOption",
"Properties" : {
"Active" : Boolean,
"Key" : String,
"Value" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::TagOption
Properties:
Active: Boolean
Key: String
Value: String

プロパティ
Active
TagOption のアクティブな状態。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Key
TagOption キー。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Value
TagOption の値。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
TagOption の識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの CreateTagOption

AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation
指定された TagOption を指定されたポートフォリオまたは製品に関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation",
"Properties" : {
"ResourceId" : String,
"TagOptionId" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation
Properties:
ResourceId: String
TagOptionId: String

プロパティ
ResourceId
リソース識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TagOptionId
TagOption 識別子。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
関連付けの識別子このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• AWS Service Catalog API リファレンスの AssociateTagOptionWithResource

AWS Service Catalog アプリケーションレジストリ リ
ソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application (p. 6137)
• AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup (p. 6139)
• AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation (p. 6140)
• AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation (p. 6141)

AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
関連するクラウドリソースの抽象化階層の最上位ノードである AWS Service Catalog AppRegistry のアプ
リケーションを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
Properties:
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Description: String
Name: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
Description
アプリケーションの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
アプリケーションの名前。この名前は、作成しているアプリケーションのリージョン内で一意である
ことが必要です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [-.\w]+
Update requires: No interruption
Tags
アプリケーションと関連付けるために使用できるキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
アプリケーションの ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.
Id
各リソース内のアプリケーション ID。
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AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup
ユーザー定義属性のコンテナとして新しい属性グループを作成します。この機能により、ユーザーは高
度な機械読み取り可能な形式でクラウドアプリケーションのメタデータを完全に制御でき、自動化された
ワークフローやサードパーティーツールとの統合が容易になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup",
"Properties" : {
"Attributes" : Json,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Tags" : {Key : Value, ...}
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup
Properties:
Attributes: Json
Description: String
Name: String
Tags:
Key : Value

プロパティ
Attributes
グループ内の属性を表し、アプリケーションとそのコンポーネントを記述する、ネストされたキーと
値のペアの形式の JSON 文字列。
必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Description
ユーザーが指定する属性グループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
属性グループの名前。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: [-.\w]+
Update requires: No interruption
Tags
属性グループに関連付けるために使用できるキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
Arn
属性グループの ARN。
For more information about using the Ref function, see Ref.
Id
各リソースの属性グループ ID。

AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation
ServiceCatalogAppRegistry の
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation",
"Properties" : {
"Application" : String,
"AttributeGroup" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation
Properties:
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Application: String
AttributeGroup: String

プロパティ
Application
アプリケーションの名前または ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
AttributeGroup
アプリケーションを記述する属性を保持する属性グループの名前または ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
ApplicationArn
Property description not available.
AttributeGroupArn
Property description not available.
Id
関連付けの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.

AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation
ServiceCatalogAppRegistry の AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation
リソース。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation",
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}

"Properties" : {
"Application" : String,
"Resource" : String,
"ResourceType" : String
}

YAML
Type: AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation
Properties:
Application: String
Resource: String
ResourceType: String

プロパティ
Application
アプリケーションの名前または ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Resource
アプリケーションが関連付けられるリソースの名前または ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ResourceType
アプリケーションが関連付けられるリソースのタイプ。可能な値: CFN_STACK
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
Fn::GetAtt
ApplicationArn
Property description not available.
Id
関連付けの ID。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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ResourceArn
Property description not available.

AWS Security Hub リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::SecurityHub::Hub (p. 6143)

AWS::SecurityHub::Hub
AWS::SecurityHub::Hub リソースは、アカウントでの AWS Security Hub サービスの実装を表しま
す。Security Hub を有効にするリージョンごとに 1 つのハブリソースが作成されます。
Security Hub を有効にする各リージョンでは、CIS AWS 基礎ベンチマーク標準および基本セキュリティベ
ストプラクティス標準も有効になります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SecurityHub::Hub",
"Properties" : {
"Tags" : Json
}

YAML
Type: AWS::SecurityHub::Hub
Properties:
Tags: Json

プロパティ
Tags
ハブリソースに追加するタグ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
arn:aws:securityhub:us-east-1:12345678910:hub/default など、作成されたハブリソースの
HubArn このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ハブリソースを宣言する
次の例では、Security Hub Hub リソースを宣言する方法を示しています。

JSON
{

}

"Description": "Example Hub with Tags",
"Resources": {
"ExampleHubWithTags": {
"Type": "AWS::SecurityHub::Hub",
"Properties": {
"Tags": {
"key1": "value1",
"key2": "value2"
}
}
}
},
"Outputs": {
"HubArn": {
"Value": {
"Ref": "ExampleHubWithTags"
}
}
}

YAML
Description: Example Hub with Tags
Resources:
ExampleHubWithTags:
Type: 'AWS::SecurityHub::Hub'
Properties:
Tags:
key1: value1
key2: value2
Outputs:
HubArn:
Value: !Ref ExampleHubWithTags

Amazon Simple Email Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
•
•
•
•
•

AWS::SES::ConfigurationSet (p. 6145)
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination (p. 6146)
AWS::SES::ContactList (p. 6154)
AWS::SES::ReceiptFilter (p. 6156)
AWS::SES::ReceiptRule (p. 6160)

• AWS::SES::ReceiptRuleSet (p. 6175)
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• AWS::SES::Template (p. 6177)

AWS::SES::ConfigurationSet
設定セットの名前。
設定セットを使用すると、Amazon SES で送信する E メールに適用できるルールのグループを作成でき
ます。設定セットの使用の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドの「Amazon SES 設定セットの使
用」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ConfigurationSet",
"Properties" : {
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::SES::ConfigurationSet
Properties:
Name: String

プロパティ
Name
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
設定セットを指定します。

JSON
{
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}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES ConfigurationSet Sample Template",
"Parameters": {
"ConfigSetName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ConfigSet": {
"Type": "AWS::SES::ConfigurationSet",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "ConfigSetName"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES ConfigurationSet Sample Template
Parameters:
ConfigSetName:
Type: String
Resources:
ConfigSet:
Type: 'AWS::SES::ConfigurationSet'
Properties:
Name: !Ref ConfigSetName

AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination
設定セットイベント送信先を指定します。イベント送信先は、Amazon SES がメール送信イベントを発
行する AWS のサービス です。イベント送信先を指定する場合、送信先を 1 つのみ指定する必要がありま
す。イベントデータを Amazon CloudWatch または Amazon Kinesis Data Firehose に送信できます。

Note
CloudFormation テンプレートで Amazon SNS イベント送信先を指定することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination",
"Properties" : {
"ConfigurationSetName" : String,
"EventDestination" : EventDestination (p. 6151)
}

YAML
Type: AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination
Properties:
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ConfigurationSetName: String
EventDestination:
EventDestination (p. 6151)

プロパティ
ConfigurationSetName
イベントの宛先を含む構成セットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
EventDestination
イベント宛先オブジェクト。
必須: はい
タイプ: EventDestination (p. 6151)
Update requires: No interruption

例
設定セットのイベント送信先を指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES ConfigurationSetEventDestination Sample Template",
"Parameters": {
"ConfigSetName": {
"Type": "String"
},
"EventDestinationName": {
"Type": "String"
},
"EventType1": {
"Type": "String"
},
"EventType2": {
"Type": "String"
},
"EventType3": {
"Type": "String"
},
"DimensionName1": {
"Type": "String"
},
"DimensionValueSource1": {
"Type": "String"
},
"DefaultDimensionValue1": {
"Type": "String"
},
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"DimensionName2": {
"Type": "String"
},
"DimensionValueSource2": {
"Type": "String"
},
"DefaultDimensionValue2": {
"Type": "String"
}

},
"Resources": {
"ConfigSet": {
"Type": "AWS::SES::ConfigurationSet",
"Properties": {
"Name": {
"Ref": "ConfigSetName"
}
}
},
"CWEventDestination": {
"Type": "AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination",
"Properties": {
"ConfigurationSetName": {
"Ref": "ConfigSet"
},
"EventDestination": {
"Name": {
"Ref": "EventDestinationName"
},
"Enabled": true,
"MatchingEventTypes": [
{
"Ref": "EventType1"
},
{
"Ref": "EventType2"
},
{
"Ref": "EventType3"
}
],
"CloudWatchDestination": {
"DimensionConfigurations": [
{
"DimensionName": {
"Ref": "DimensionName1"
},
"DimensionValueSource": {
"Ref": "DimensionValueSource1"
},
"DefaultDimensionValue": {
"Ref": "DefaultDimensionValue1"
}
},
{
"DimensionName": {
"Ref": "DimensionName2"
},
"DimensionValueSource": {
"Ref": "DimensionValueSource2"
},
"DefaultDimensionValue": {
"Ref": "DefaultDimensionValue2"
}
}
]
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}

}

}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES ConfigurationSetEventDestination Sample Template
Parameters:
ConfigSetName:
Type: String
EventDestinationName:
Type: String
EventType1:
Type: String
EventType2:
Type: String
EventType3:
Type: String
DimensionName1:
Type: String
DimensionValueSource1:
Type: String
DefaultDimensionValue1:
Type: String
DimensionName2:
Type: String
DimensionValueSource2:
Type: String
DefaultDimensionValue2:
Type: String
Resources:
ConfigSet:
Type: 'AWS::SES::ConfigurationSet'
Properties:
Name: !Ref ConfigSetName
CWEventDestination:
Type: 'AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination'
Properties:
ConfigurationSetName: !Ref ConfigSet
EventDestination:
Name: !Ref EventDestinationName
Enabled: true
MatchingEventTypes:
- !Ref EventType1
- !Ref EventType2
- !Ref EventType3
CloudWatchDestination:
DimensionConfigurations:
- DimensionName: !Ref DimensionName1
DimensionValueSource: !Ref DimensionValueSource1
DefaultDimensionValue: !Ref DefaultDimensionValue1
- DimensionName: !Ref DimensionName2
DimensionValueSource: !Ref DimensionValueSource2
DefaultDimensionValue: !Ref DefaultDimensionValue2

AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination CloudWatchDestination
E メール送信イベントが発行される Amazon CloudWatch イベントの発行先に関連付けられた情報が含ま
れています。
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Amazon CloudWatch などのイベント発行先は設定セットに関連付けられているため、E メール送信イベ
ントを発行できます。設定セットの使用の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DimensionConfigurations" : [ DimensionConfiguration (p. 6150), ... ]

YAML
DimensionConfigurations:
- DimensionConfiguration (p. 6150)

プロパティ
DimensionConfigurations
メール送信イベントを Amazon CloudWatch に発行する際にメールを分類するためのディメンション
のリスト。
必須: いいえ
タイプ: DimensionConfiguration (p. 6150) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination DimensionConfiguration
Amazon CloudWatch へ E メール送信イベントを発行するときに使用するディメンション設定を含みま
す。
メール送信イベントを Amazon CloudWatch に発行する方法の詳細については、Amazon SES デベロッ
パーガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultDimensionValue" : String,
"DimensionName" : String,
"DimensionValueSource" : String

YAML
DefaultDimensionValue: String
DimensionName: String
DimensionValueSource: String
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プロパティ
DefaultDimensionValue
E メールを送信するときにディメンションの値を指定しなかった場合に、Amazon CloudWatch に発行
されるディメンションのデフォルト値。デフォルト値は、次の要件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) のみを含みます。
• 256 文字以下が含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DimensionName
E メール送信メトリクスに関連付けられた Amazon CloudWatch ディメンションの名前。名前は次の
要件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) のみを含みます。
• 256 文字以下が含まれます。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DimensionValueSource
Amazon CloudWatch に発行するために Amazon SES がディメンションの値を検索する場所。XSES-MESSAGE-TAGS ヘッダーまたは SendEmail/SendRawEmail API へのパラメータを使用して
指定するメッセージタグを使用する場合は、messageTag を指定します。独自の E メールヘッダー
を使用するには、emailHeader を指定します。メールに含まれるリンクにカスタムタグを付けるに
は、linkTag を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: emailHeader | linkTag | messageTag
Update requires: No interruption

AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination EventDestination
イベントの送信先に関する情報が含まれます。

Note
イベント発行先を作成または更新する場合、発行先を 1 つだけ指定する必要があります。送信先
は、Amazon CloudWatch、Amazon Kinesis Data Firehose、または Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) のいずれかです。
イベント送信先は設定セットに関連付けられているため、Amazon CloudWatch、Amazon Kinesis Data
Firehose、または Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) にイベントを送信する E メールを発
行できます。設定セットの使用の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CloudWatchDestination" : CloudWatchDestination (p. 6149),
"Enabled" : Boolean,
"KinesisFirehoseDestination" : KinesisFirehoseDestination (p. 6153),
"MatchingEventTypes" : [ String, ... ],
"Name" : String

YAML
CloudWatchDestination:
CloudWatchDestination (p. 6149)
Enabled: Boolean
KinesisFirehoseDestination:
KinesisFirehoseDestination (p. 6153)
MatchingEventTypes:
- String
Name: String

プロパティ
CloudWatchDestination
Amazon CloudWatch イベント発行先に関連付けられているディメンションの名前、デフォルト値、
およびソースを含むオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchDestination (p. 6149)
Update requires: No interruption
Enabled
関連付けられた設定セットで E メールを送信する際、Amazon SES がこの宛先にイベントを発行する
かどうかを設定します。この宛先への発行を有効にするには、true に設定します。この宛先への発
行を防ぐには、false に設定します。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
KinesisFirehoseDestination
Amazon Kinesis Firehose イベント発行先に関連付けられている配信ストリーム ARN および IAM ロー
ル ARN が含まれているオブジェクト。
必須: いいえ
タイプ: KinesisFirehoseDestination (p. 6153)
Update requires: No interruption
MatchingEventTypes
イベント送信先に発行する E メール送信イベントのタイプ。
• send - 呼び出しに成功したため、Amazon SES は E メールの配信を試みています。
• reject - Amazon SES が、E メールにウイルスが含まれていると判断し、拒否しました。
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• bounce - 受取人のメールサーバーにより、メールは完全に拒否されました。これはハードバウンス
に対応します。
• complaint - 受取人がメールをスパムとしてマークしました。
• delivery - Amazon SES は、受取人のメールサーバーにメールを正常に配信しました。
• open - 受取人が E メールを受け取り、E メールクライアントで開きました。
• click - 受取人はメール内の 1 つ以上のリンクをクリックしました。
• renderingFailure - テンプレートレンダリングの問題が生じたため、Amazon SES は E メール
を送信しませんでした。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
イベント発行先の名前。名前は次の要件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) のみを含みます。
• 64 文字以下が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination KinesisFirehoseDestination
Amazon Kinesis Firehose イベント発行先に関連付けられている配信ストリーム ARN および IAM ロール
ARN が含まれています。
Amazon Kinesis Firehose などのイベント発行先は設定セットに関連付けられているため、E メール送信イ
ベントを発行できます。設定セットの使用の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してくだ
さい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"DeliveryStreamARN" : String,
"IAMRoleARN" : String

YAML
DeliveryStreamARN: String
IAMRoleARN: String

プロパティ
DeliveryStreamARN
メール送信イベントが発行される先の Amazon Kinesis Firehose ストリームの ARN。
必須: はい
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
IAMRoleARN
Amazon SES が Amazon Kinesis Firehose ストリームに E メール送信イベントを公開する IAM ロー
ルの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ContactList
特定の 1 つ以上のトピックにサブスクライブしている連絡先を含むリスト。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ContactList",
"Properties" : {
"ContactListName" : String,
"Description" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"Topics" : [ Topic (p. 6155), ... ]
}

YAML
Type: AWS::SES::ContactList
Properties:
ContactListName: String
Description: String
Tags:
- Tag
Topics:
- Topic (p. 6155)

プロパティ
ContactListName
連絡先リストの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Description
連絡先リスト内容の説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
連絡先リストに関連付けられたタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
Topics
リスト内のインタレストグループ、テーマ、またはラベル。連絡先リストには、複数のトピックを含
めることができます。
必須: いいえ
タイプ : トピック (p. 6155) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの `Ref` 関数に渡すと、Ref は リソース名を返します。次に例を示しま
す。
{ "Ref" : "ContactListName" }
Amazon SES ContactList の場合、Ref が連絡先リストの名前を返します。

AWS::SES::ContactList Topic
リスト内のインタレストグループ、テーマ、またはラベル。リストには複数のトピックを含めることがで
きます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DefaultSubscriptionStatus" : String,
"Description" : String,
"DisplayName" : String,
"TopicName" : String

YAML
DefaultSubscriptionStatus: String
Description: String
DisplayName: String
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TopicName: String

プロパティ
DefaultSubscriptionStatus
連絡先がトピックの購読に関する優先事項を記載していない場合に、連絡先に適用されるデフォルト
のサブスクリプションステータス。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Description
トピックが何であるかについての説明、連絡先が表示されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DisplayName
連絡先に表示されるトピックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TopicName
トピックの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptFilter
新しい IP アドレスフィルターを指定します。Amazon SES で E メールを受信したときに IP アドレスフィ
ルターを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ReceiptFilter",
"Properties" : {
"Filter" : Filter (p. 6158)
}
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YAML
Type: AWS::SES::ReceiptFilter
Properties:
Filter:
Filter (p. 6158)

プロパティ
Filter
作成する IP アドレスフィルターを説明するデータ構造。このフィルターは、名前、IP アドレスの範
囲、およびフィルターからのメールを許可するかブロックするかによって構成されます。
必須: はい
タイプ: Filter (p. 6158)
Update requires: Replacement

例
受信 E メールの IP アドレスフィルターを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES ReceiptFilter Sample Template",
"Parameters": {
"FilterName": {
"Type": "String"
},
"Policy": {
"Type": "String"
},
"Cidr": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ReceiptFilter": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptFilter",
"Properties": {
"Filter": {
"Name": {
"Ref": "FilterName"
},
"IpFilter": {
"Policy": {
"Ref": "Policy"
},
"Cidr": {
"Ref": "Cidr"
}
}
}
}
}
}
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}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES ReceiptFilter Sample Template
Parameters:
FilterName:
Type: String
Policy:
Type: String
Cidr:
Type: String
Resources:
ReceiptFilter:
Type: 'AWS::SES::ReceiptFilter'
Properties:
Filter:
Name: !Ref FilterName
IpFilter:
Policy: !Ref Policy
Cidr: !Ref Cidr

AWS::SES::ReceiptFilter Filter
IP アドレスフィルターを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"IpFilter" : IpFilter (p. 6159),
"Name" : String

YAML
IpFilter:
IpFilter (p. 6159)
Name: String

プロパティ
IpFilter
ブロックまたは許可する IP アドレス、およびそれらからの受信メールをブロックするかどうかを提供
する構造。
必須: はい
タイプ: IpFilter (p. 6159)
Update requires: No interruption
Name
IP アドレスフィルターの名前。名前は次の要件を満たしている必要があります。
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• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) のみを含みます。
• 数字または文字で始めます。
• 64 文字以下が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptFilter IpFilter
受信 IP アドレスフィルターを使用すると、IP アドレスまたは IP アドレス範囲から送信されるメールを受
け入れるか拒否するかを指定できます。
IP アドレスフィルターをセットアップする方法の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Cidr" : String,
"Policy" : String

YAML
Cidr: String
Policy: String

プロパティ
Cidr
クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 表記で指定された、ブロックまたは許可する 1 つの IP ア
ドレスまたは IP アドレス範囲。単一の E メールアドレスの例は 10.0.0.1 です。IP アドレス範囲の例
は 10.0.0.1/24 となります。CIDR 表記の詳細については、RFC 2317 を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Policy
指定した IP アドレスからの受信メールをブロックするか許可するかを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Allow | Block
Update requires: No interruption
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AWS::SES::ReceiptRule
受信ルールを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ReceiptRule",
"Properties" : {
"After" : String,
"Rule" : Rule (p. 6168),
"RuleSetName" : String
}

YAML
Type: AWS::SES::ReceiptRule
Properties:
After: String
Rule:
Rule (p. 6168)
RuleSetName: String

プロパティ
After
既存ルールの名前。この後に新しいルールが配置されます。このパラメータが null の場合、新しい
ルールはルールリストの冒頭に挿入されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Rule
指定したルールの名前、アクション、受信者、ドメイン、有効ステータス、スキャンステータ
ス、TLS ポリシーを含むデータ構造。
必須: はい
タイプ: Rule (p. 6168)
Update requires: No interruption
RuleSetName
受信ルールが追加されるルールセットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
受信 E メールの受信ルールを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES ReceiptRule Sample Template",
"Parameters": {
"RuleSetName": {
"Type": "String"
},
"ReceiptRuleName1": {
"Type": "String"
},
"ReceiptRuleName2": {
"Type": "String"
},
"TlsPolicy": {
"Type": "String"
},
"HeaderName": {
"Type": "String"
},
"HeaderValue": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ReceiptRule1": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptRule",
"Properties": {
"RuleSetName": {
"Ref": "RuleSetName"
},
"Rule": {
"Name": {
"Ref": "ReceiptRuleName1"
},
"Enabled": true,
"ScanEnabled": true,
"TlsPolicy": {
"Ref": "TlsPolicy"
},
"Actions": [
{
"AddHeaderAction": {
"HeaderName": {
"Ref": "HeaderName"
},
"HeaderValue": {
"Ref": "HeaderValue"
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}

}

}

}

]

}

}

}

},
"ReceiptRule2": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptRule",
"Properties": {
"RuleSetName": {
"Ref": "RuleSetName"
},
"After": {
"Ref": "ReceiptRule1"
},
"Rule": {
"Name": {
"Ref": "ReceiptRuleName2"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES ReceiptRule Sample Template
Parameters:
RuleSetName:
Type: String
ReceiptRuleName1:
Type: String
ReceiptRuleName2:
Type: String
TlsPolicy:
Type: String
HeaderName:
Type: String
HeaderValue:
Type: String
Resources:
ReceiptRule1:
Type: 'AWS::SES::ReceiptRule'
Properties:
RuleSetName: !Ref RuleSetName
Rule:
Name: !Ref ReceiptRuleName1
Enabled: true
ScanEnabled: true
TlsPolicy: !Ref TlsPolicy
Actions:
- AddHeaderAction:
HeaderName: !Ref HeaderName
HeaderValue: !Ref HeaderValue
ReceiptRule2:
Type: 'AWS::SES::ReceiptRule'
Properties:
RuleSetName: !Ref RuleSetName
After: !Ref ReceiptRule1
Rule:
Name: !Ref ReceiptRuleName2
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AWS::SES::ReceiptRule Action
お客様が所有する 1 つ以上の E メールアドレスまたはドメインに代わって E メールを受信したときに
Amazon SES が実行できるアクション。このデータ型のインスタンスは、1 つのアクションのみを表すこ
とができます。
受信ルールの設定の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AddHeaderAction" : AddHeaderAction (p. 6164),
"BounceAction" : BounceAction (p. 6165),
"LambdaAction" : LambdaAction (p. 6167),
"S3Action" : S3Action (p. 6170),
"SNSAction" : SNSAction (p. 6172),
"StopAction" : StopAction (p. 6174),
"WorkmailAction" : WorkmailAction (p. 6174)

YAML
AddHeaderAction:
AddHeaderAction (p. 6164)
BounceAction:
BounceAction (p. 6165)
LambdaAction:
LambdaAction (p. 6167)
S3Action:
S3Action (p. 6170)
SNSAction:
SNSAction (p. 6172)
StopAction:
StopAction (p. 6174)
WorkmailAction:
WorkmailAction (p. 6174)

プロパティ
AddHeaderAction
受信メールにヘッダーを追加します。
必須: いいえ
タイプ: AddHeaderAction (p. 6164)
Update requires: No interruption
BounceAction
送信者にバウンス応答を返すことによって、受信メールを拒否します。オプションで、Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) への通知を発行します。
必須: いいえ
タイプ: BounceAction (p. 6165)
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Update requires: No interruption
LambdaAction
AWS Lambda 関数を呼び出します。オプションで Amazon SNS への通知を発行します。
必須: いいえ
タイプ: LambdaAction (p. 6167)
Update requires: No interruption
S3Action
受信メッセージを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存し、オプションで
Amazon SNS への通知を発行します。
必須: いいえ
タイプ: S3Action (p. 6170)
Update requires: No interruption
SNSAction
Amazon SNS への通知に E メールの内容を含めて発行します。
必須: いいえ
タイプ: SNSAction (p. 6172)
Update requires: No interruption
StopAction
受信ルールセットの評価を終了します。オプションで Amazon SNS への通知を発行します。
必須: いいえ
タイプ: StopAction (p. 6174)
Update requires: No interruption
WorkmailAction
Amazon WorkMail を呼び出し、オプションで Amazon SNS に通知を発行します。
必須: いいえ
タイプ: WorkmailAction (p. 6174)
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule AddHeaderAction
このアクションは、受信ルールに含まれている場合、受信メールにヘッダーを追加します。
受信ルールを使用してヘッダーを追加する方法の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"HeaderName" : String,
"HeaderValue" : String

YAML
HeaderName: String
HeaderValue: String

プロパティ
HeaderName
受信メッセージに追加するヘッダーの名前。名前には少なくとも 1 文字が含まれている必要があり、
最大 50 文字を含めることができます。英数字 (A～z、A～Z、0～9) の文字とダッシュで構成されま
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
HeaderValue
ヘッダーに含めるコンテンツ。この値は最大 2048 文字を含めることができます。改行 (\n) または
キャリジリターン (\r) 文字を含めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule BounceAction
受信ルールに含まれている場合は、このアクションは、送信者にバウンス応答を返すことによって受信
メールを拒否します。オプションで Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) に通知を発行しま
す
受信メールへの返信としてバウンスメッセージを送信する方法については、Amazon SES 開発者ガイドを
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Message" : String,
"Sender" : String,
"SmtpReplyCode" : String,
"StatusCode" : String,
"TopicArn" : String
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YAML
Message: String
Sender: String
SmtpReplyCode: String
StatusCode: String
TopicArn: String

プロパティ
Message
バウンスメッセージに含める、人間が読み取れるテキスト。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Sender
バウンス E メールの送信者の E メールアドレス。これは、バウンスメッセージの送信元のアドレスで
す。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SmtpReplyCode
RFC 5321 で定義される SMTP 応答コード。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StatusCode
RFC 3463 で定義される SMTP 拡張ステータスコード。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TopicArn
バウンスアクションが行われたときに通知するための Amazon SNS トピックの Amazon リソース
ネーム (ARN)。トピックの ARN は、Amazon SNS の ListTopics オペレーションを使用して検索でき
ます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule LambdaAction
受信ルールに含まれている場合、このアクションは AWS Lambda を呼び出し、必要に応じて、Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) に通知を発行します。
Amazon SES を有効にして AWS Lambda 関数を呼び出す、または別のアカウントの Amazon SNS トピッ
クに発行するには、Amazon SES は、それらのリソースにアクセスするための許可を持っている必要があ
ります。アクセス許可の付与については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。
受信ルールでの AWS Lambda アクションの使用の詳細については、Amazon SES デベロッパーガイドを
参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FunctionArn" : String,
"InvocationType" : String,
"TopicArn" : String

YAML
FunctionArn: String
InvocationType: String
TopicArn: String

プロパティ
FunctionArn
AWS Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。AWS Lambda 関数 ARN の例
は、arn:aws:lambda:us-west-2:account-id:function:MyFunction です。AWS Lambda
の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InvocationType
AWS Lambda 関数の呼び出しタイプ。呼び出しタイプが RequestResponse の場合は、関数の実行
により即座に応答が得られることを意味します。また、値が Event の場合は、関数が非同期で呼び出
されることを意味します。デフォルト値は Event です。AWS Lambd の呼び出しタイプの詳細につい
ては、AWS Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

Important
RequestResponse の呼び出しには 30 秒のタイムアウトがあります。ほとんどの場
合、Event 呼び出しを使用する必要があります。RequestResponse は、受信ルールまたは
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受信ルールセットを停止するかどうかなど、メールフローの決定をするときにのみ使用しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Event | RequestResponse
Update requires: No interruption
TopicArn
Lambda アクションが実行されたときに通知するための Amazon SNS トピックの Amazon リソース
ネーム (ARN)。トピックの ARN は、Amazon SNS の ListTopics オペレーションを使用して検索でき
ます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule Rule
受信ルールを使用して、所有する 1 つ以上の E メールアドレスまたはドメインに代わってメールを受信し
たときに Amazon SES が実行するアクションを指定します。
各受信ルールは、それが適用される一連の E メールアドレスまたはドメインを指定します。E メールアド
レスまたはドメインが、少なくとも 1 つのメッセージの受信者のアドレスと一致する場合、Amazon SES
はメッセージのすべての受信ルールのアクションを実行します。
受信ルールの設定の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Actions" : [ Action (p. 6163), ... ],
"Enabled" : Boolean,
"Name" : String,
"Recipients" : [ String, ... ],
"ScanEnabled" : Boolean,
"TlsPolicy" : String

YAML
Actions:
- Action (p. 6163)
Enabled: Boolean
Name: String
Recipients:
- String
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ScanEnabled: Boolean
TlsPolicy: String

プロパティ
Actions
受信ルールで指定された受信者の E メールアドレスまたはドメインの少なくとも 1 つに一致するメッ
セージに対して実行されるアクションの順序付きリスト。
必須: いいえ
タイプ: アクション (p. 6163) のリスト
Update requires: No interruption
Enabled
true の場合、受信ルールがアクティブになります。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Name
受信ルールの名前。名前は次の要件を満たしている必要があります。
• ASCII 文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) のみを含みます。
• 数字または文字で始めます。
• 64 文字以下が含まれます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Recipients
受信ルールが適用される受信者のドメインと E メールアドレス。このフィールドが指定されていない
場合、このルールはすべての確認済みドメインのすべての受信者に当てはめられます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ScanEnabled
true の場合、この受信ルールが適用されるメッセージでスパムとウイルスのスキャンが行われま
す。デフォルト値は false です。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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TlsPolicy
受信メールが Transport Layer Security (TLS) で暗号化された接続で配信されるよう Amazon SES が
要求するかどうかを指定します。このパラメータが Require に設定されていると、Amazon SES は
TLS 経由で受信されていない E メールをバウンスします。デフォルト: Optional。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Optional | Require
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule S3Action
受信ルールに含まれている場合は、このアクションは、受信メッセージを Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) に保存し、オプションで Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) に通知
を発行します
Amazon S3 バケットへの E メールの書き込み、AWS KMS キーを使用した E メールの暗号化、別のア
カウントの Amazon SNS トピックへの公開を Amazon SES が実行できるようにするためには、これ
らのリソースに対する許可を Amazon SES に付与する必要があります。アクセス許可の付与について
は、Amazon SES デベロッパーガイドを参照してください。

Note
E メールを Amazon S3 バケットに保存するときの E メールの最大サイズ (ヘッダーを含む) は 30
MB です。それより大きいメールは返送されます。
受信ルールで Amazon S3 アクションを指定する方法については、Amazon SES 開発者ガイドを参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"KmsKeyArn" : String,
"ObjectKeyPrefix" : String,
"TopicArn" : String

YAML
BucketName: String
KmsKeyArn: String
ObjectKeyPrefix: String
TopicArn: String

プロパティ
BucketName
受信メール用 Amazon S3 バケットの名前。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsKeyArn
E メールを Amazon S3 バケットに保存する前に暗号化するために Amazon SES が使用する、カスタ
マーマスターキー。以下のように、デフォルトのマスターキーか、AWS KMS で作成したカスタムの
マスターキーを使用できます。
• デフォルトのマスターキーを使用するには、arn:aws:kms:REGION:ACCOUNT-ID-WITHOUTHYPHENS:alias/aws/ses 形式で ARN を提供します。例えば、AWS アカウント ID が
123456789012 であり、米国西部 (オレゴン) リージョンのデフォルトのマスターキーを使用する場
合は、デフォルトのマスターキーの ARN は arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/
aws/ses となります。デフォルトのマスターキーを使用する場合は、そのキーを使用するためのア
クセス許可を Amazon SES に付与する手順を特に実行する必要はありません。
• AWS KMS で作成したカスタムのマスターキーを使用するには、マスターキーの ARN を指定し、
そのキーを使用するための許可を Amazon SES に付与するステートメントをキーのポリシーに追加
します。アクセス許可の付与の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。
キーのポリシーの詳細については、AWS KMS デベロッパーガイドを参照してください。マスター
キーを指定しない場合、Amazon SES は E メールを暗号化しません。

Important
E メールは、Amazon S3 に送信されて保存される前に、Amazon S3 暗号化クライアントを
使用して Amazon S3 で暗号化されます。Amazon S3 サーバー側での暗号化を使用して暗号
化されるわけではありません。つまり、サービスは復号のために AWS KMS キーを使用する
ためのアクセス権限を持たないため、Amazon S3 から E メールを取得した後で、Amazon
S3 暗号化クライアントを使用して復号する必要があります。この暗号化クライアントは、現
在 AWS SDK for Java および AWS SDK for Ruby でのみ使用できます。AWS KMS マスター
キーを使用したクライアント側での暗号化の詳細については、Amazon S3 デベロッパーガイ
ドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ObjectKeyPrefix
Amazon S3 バケットのキープレフィックス。キープレフィックスは、バケット内の同じディレクトリ
に同様のデータを保存するためのディレクトリ名に似ています。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TopicArn
メッセージが Amazon S3 バケットに保存されたときに通知するための Amazon SNS トピックの
ARN。トピックの ARN は、Amazon SNS の ListTopics オペレーションを使用して検索できます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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Update requires: No interruption

例
SES RuleSet の S3 アクション
次の例では、SES RuleSet に S3 アクションを作成します。

JSON
{

}

"SesRuleSet": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptRuleSet"
},
"SesRule": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptRule",
"Properties": {
"Rule": {
"Recipients": [
"String"
],
"Actions": [
{
"S3Action": {
"BucketName": {
"Ref": "Bucket"
}
}
}
],
"Enabled": true,
"ScanEnabled": true
},
"RuleSetName": {
"Ref": "SesRuleSet"
}
}
}

YAML
SesRuleSet:
Type: 'AWS::SES::ReceiptRuleSet'
SesRule:
Type: 'AWS::SES::ReceiptRule'
Properties:
Rule:
Recipients:
- String
Actions:
- S3Action:
BucketName: !Ref Bucket
Enabled: true
ScanEnabled: true
RuleSetName: !Ref SesRuleSet

AWS::SES::ReceiptRule SNSAction
受信ルールに含まれている場合は、このアクションは、Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)
に通知を発行します。このアクションでは、メールのコンテンツの完全なコピーが Amazon SNS 通知に
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含まれます。他のすべてのアクションの Amazon SNS 通知は、E メールに関する情報を提供するだけで
す。E メールのコンテンツそのものは含まれません。
Amazon SNS トピックを所有している場合、そのトピックに E メールを発行するためのアクセス権限を
Amazon SES に付与するために何かを行う必要はありません。ただし、Amazon SNS トピックを所有して
いない場合は、トピックにポリシーをアタッチしてこれにアクセスする権限を Amazon SNS に付与する必
要があります。アクセス許可の付与については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。

Important
Amazon SNS に発行できる E メール (ヘッダーを含む) のサイズは 150 KB までです。大きいメー
ルは返送されます。150 KB よりも大きい E メールが予想される場合は、代わりに S3 アクション
を使用します。
Amazon SNS 通知を発行する受信ルールを使用する方法については、Amazon SES 開発者ガイドを参照し
てください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Encoding" : String,
"TopicArn" : String

YAML
Encoding: String
TopicArn: String

プロパティ
Encoding
Amazon SNS 通知内で E メールに使用するエンコーディング。UTF-8 は使用が容易ですが、別のエ
ンコード形式でメッセージがエンコードされた場合にすべての特殊文字が保存されないことがありま
す。Base64 ではすべての特殊文字が保存されます。デフォルト値は UTF-8 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Base64 | UTF-8
Update requires: No interruption
TopicArn
通知する Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。トピックの ARN は、Amazon
SNS の ListTopics オペレーションを使用して検索できます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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AWS::SES::ReceiptRule StopAction
受信ルールに含まれている場合、このアクションは、受信ルールセットの評価を終了し、オプション
で、Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) に通知を発行します。
受信ルールの停止アクションの設定については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Scope" : String,
"TopicArn" : String

YAML
Scope: String
TopicArn: String

プロパティ
Scope
StopAction のスコープ。唯一の許容値は RuleSet です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: RuleSet
Update requires: No interruption
TopicArn
停止アクションが行われたときに通知するための Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム
(ARN)。トピックの ARN は、ListTopics Amazon SNS 操作を使用して検索できます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRule WorkmailAction
受信ルールに含まれている場合、このアクションは Amazon WorkMail を呼び出し、必要に応じ
て、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) に通知を発行します。Amazon WorkMail はセット
アップ手順の中でルールを自動的に追加するため、通常この操作を手動で設定する必要はありません。
受信ルールを使用して Amazon WorkMail を呼び出す方法の詳細については、Amazon SES 開発者ガイ
ドを参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OrganizationArn" : String,
"TopicArn" : String

YAML
OrganizationArn: String
TopicArn: String

プロパティ
OrganizationArn
Amazon WorkMail 組織の Amazon リソースネーム (ARN)。Amazon WorkMail ARN は次の形式を使用
します。
arn:aws:workmail:<region>:<awsAccountId>:organization/
<workmailOrganizationId>
組織の ID を確認するには、Amazon WorkMail で ListOrganizations オペレーションを使用しま
す。Amazon WorkMail 組織 ID は「m-」で始まり、英数字の文字列が続きます。
Amazon WorkMail 組織の詳細については、Amazon WorkMail 管理者ガイドを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TopicArn
WorkMail アクションが呼び出されたときに通知するための Amazon SNS トピックの Amazon リソー
スネーム (ARN)。トピックの ARN は、Amazon SNS の ListTopics オペレーションを使用して検索で
きます。
Amazon SNS トピックの詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::SES::ReceiptRuleSet
空の受信ルールセットを作成します。
受信ルールセットの設定の詳細については、Amazon SES 開発者ガイドを参照してください。
このオペレーションを実行できるのは 1 秒あたり 1 回限りです。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::ReceiptRuleSet",
"Properties" : {
"RuleSetName" : String
}

YAML
Type: AWS::SES::ReceiptRuleSet
Properties:
RuleSetName: String

プロパティ
RuleSetName
順序を変更するように設定された受信ルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。例:
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
受信 E メールに適用される受信ルールのコレクションを指定します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES ReceiptRuleSet Sample Template",
"Parameters": {
"ReceiptRuleSetName": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"ReceiptRuleSet": {
"Type": "AWS::SES::ReceiptRuleSet",
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}

}

}

"Properties": {
"RuleSetName": {
"Ref": "ReceiptRuleSetName"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES ReceiptRuleSet Sample Template
Parameters:
ReceiptRuleSetName:
Type: String
Resources:
ReceiptRuleSet:
Type: 'AWS::SES::ReceiptRuleSet'
Properties:
RuleSetName: !Ref ReceiptRuleSetName

AWS::SES::Template
E メールのテンプレートを指定します。E メールテンプレートを使用すると、1 回の API オペレーション
で、パーソナライズされた E メールを 1 つ以上の宛先に送信できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SES::Template",
"Properties" : {
"Template" : Template (p. 6179)
}

YAML
Type: AWS::SES::Template
Properties:
Template:
Template (p. 6179)

プロパティ
Template
件名、HTML 部分、およびテキストのみの部分で構成される E メールの内容。
必須: いいえ
タイプ: Template (p. 6179)
Update requires: No interruption
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例
テンプレート化された E メールメッセージを送信するときに使用する E メールテンプレートを指定しま
す。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Amazon SES Template Sample Template",
"Parameters": {
"TemplateName": {
"Type": "String"
},
"SubjectPart": {
"Type": "String"
},
"TextPart": {
"Type": "String"
},
"HtmlPart": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"Template": {
"Type": "AWS::SES::Template",
"Properties": {
"Template": {
"TemplateName": {
"Ref": "TemplateName"
},
"SubjectPart": {
"Ref": "SubjectPart"
},
"TextPart": {
"Ref": "TextPart"
},
"HtmlPart": {
"Ref": "HtmlPart"
}
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Amazon SES Template Sample Template
Parameters:
TemplateName:
Type: String
SubjectPart:
Type: String
TextPart:
Type: String
HtmlPart:
Type: String
Resources:
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Type: 'AWS::SES::Template'
Properties:
Template:
TemplateName: !Ref TemplateName
SubjectPart: !Ref SubjectPart
TextPart: !Ref TextPart
HtmlPart: !Ref HtmlPart

AWS::SES::Template テンプレート
件名、HTML 部分、およびテキストのみの部分で構成される E メールの内容。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"HtmlPart" : String,
"SubjectPart" : String,
"TemplateName" : String,
"TextPart" : String

YAML
HtmlPart: String
SubjectPart: String
TemplateName: String
TextPart: String

プロパティ
HtmlPart
E メールの HTML 本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SubjectPart
E メールの件名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TemplateName
テンプレートの名前。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
TextPart
HTML コンテンツが表示されないメールクライアントを持つ受信者に表示されるメール本文。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS Signer リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Signer::ProfilePermission (p. 6180)
• AWS::Signer::SigningProfile (p. 6181)

AWS::Signer::ProfilePermission
署名プロファイルにクロスアカウントのアクセス許可を追加します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Signer::ProfilePermission",
"Properties" : {
"Action" : String,
"Principal" : String,
"ProfileName" : String,
"ProfileVersion" : String,
"StatementId" : String
}

YAML
Type: AWS::Signer::ProfilePermission
Properties:
Action: String
Principal: String
ProfileName: String
ProfileVersion: String
StatementId: String

プロパティ
Action
クロスアカウントの許可の一部として許可された AWS Signer のアクション。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Principal
クロスアカウントの許可を受ける AWS プリンシパル。これは IAM ロールまたは別の AWS account
ID です。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProfileName
人が読める署名プロファイルの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
ProfileVersion
署名プロファイルのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StatementId
クロスアカウントアクセス許可ステートメントの一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::Signer::SigningProfile
署名プロファイルを作成します。署名プロファイルは、定義済みの署名ジョブを実行するために使用でき
るコード署名テンプレートです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::Signer::SigningProfile",
"Properties" : {
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}

}

"PlatformId" : String,
"SignatureValidityPeriod" : SignatureValidityPeriod (p. 6182),
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::Signer::SigningProfile
Properties:
PlatformId: String
SignatureValidityPeriod:
SignatureValidityPeriod (p. 6182)
Tags:
- Tag

プロパティ
PlatformId
署名プロファイルで使用できるプラットフォームの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
SignatureValidityPeriod
この署名プロファイルを使用して生成された署名の有効期間の上書き。指定しない場合、デフォルト
は 135 か月です。
必須: いいえ
タイプ: SignatureValidityPeriod (p. 6182)
Update requires: Replacement
Tags
署名プロファイルに関連付けられたタグのリスト。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

AWS::Signer::SigningProfile SignatureValidityPeriod
署名ジョブの有効期間。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : String,
"Value" : Integer

YAML
Type: String
Value: Integer

プロパティ
Type
署名の有効性の時間単位: 日 | 月 | 年。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Value
署名の有効性の時間単位の数値。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: Replacement

Amazon SimpleDB リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::SDB::Domain (p. 6183)

AWS::SDB::Domain
AWS::SDB::Domain リソースを使用して SimpleDB ドメインを宣言します。Ref 関数の引数として
AWS::SDB::Domain を指定すると、AWS CloudFormation は DomainName の値を返します。

Important
AWS::SDB::Domain リソースは、メタデータの更新を含め、一切更新することはできません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SDB::Domain",
"Properties" : {
"Description" : String
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}

}

YAML
Type: AWS::SDB::Domain
Properties:
Description: String

プロパティ
Description
SimpleDB ドメインに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
DomainName の値 (Domain1-123456789012 など) このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡
すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Amazon Simple Notification Service リソースタイプの
リファレンス
リソースタイプ
• AWS::SNS::Subscription (p. 6184)
• AWS::SNS::Topic (p. 6190)
• AWS::SNS::TopicPolicy (p. 6194)

AWS::SNS::Subscription
AWS::SNS::Subscription リソースはエンドポイントを Amazon SNS トピックにサブスクライブしま
す。作成するサブスクリプションについては、エンドポイントの所有者はサブスクリプションを確認する
必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

API バージョン 2010-05-15
6184

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon SNS

}

"Type" : "AWS::SNS::Subscription",
"Properties" : {
"DeliveryPolicy" : Json,
"Endpoint" : String,
"FilterPolicy" : Json,
"Protocol" : String,
"RawMessageDelivery" : Boolean,
"RedrivePolicy" : Json,
"Region" : String,
"SubscriptionRoleArn" : String,
"TopicArn" : String
}

YAML
Type: AWS::SNS::Subscription
Properties:
DeliveryPolicy: Json
Endpoint: String
FilterPolicy: Json
Protocol: String
RawMessageDelivery: Boolean
RedrivePolicy: Json
Region: String
SubscriptionRoleArn: String
TopicArn: String

プロパティ
DeliveryPolicy
サブスクリプションに割り当てられている配信ポリシーの JSON。トピックにサブスクライブされて
いる HTTP/S エンドポイントの場合、受信者がメッセージ配信の再試行戦略を定義できるようにしま
す。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの GetSubscriptionAttributes および
Amazon SNS デベロッパーガイドのメッセージ配信の再試行を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Endpoint
サブスクリプションのエンドポイント。エンドポイント値は、指定したプロトコルによって異なりま
す。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの Subscribe アクションの Endpoint パ
ラメータを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
FilterPolicy
サブスクリプションに割り当てられているフィルターポリシーの JSON。受信者が不要なメッセー
ジのフィルタ処理を行えるようにします。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの
GetSubscriptionAttributes および Amazon SNS デベロッパーガイドのメッセージのフィルタ
リングを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Protocol
サブスクリプションのプロトコル。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの Subscribe
アクションの Protocol パラメータを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RawMessageDelivery
true に設定すると、raw メッセージ配信が有効になります。raw メッセージには JSON 形式はな
く、Amazon SQS および HTTP/S エンドポイントに送信できます。詳細については、Amazon SNS
API リファレンスの GetSubscriptionAttributes を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
RedrivePolicy
指定すると、指定された Amazon SQS デッドレターキューに配信不能メッセージを送信します。ク
ライアントエラー（例: サブスクライブされたエンドポイントに到達できない）またはサーバーエラー
（例: サブスクライブされたエンドポイントに電力を供給するサービスが使用できなくなる）が原因で
配信できないメッセージは、詳細な分析や再処理のためにデッドレターキューに保持されます。
再処理ポリシーとデッドレターキューの詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの
Amazon SQS デッドレターキューの使用を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Region
クロスリージョンサブスクリプションの場合、トピックが存在するリージョン。
リージョンが指定されていない場合、AWS CloudFormation は発信者のリージョンをデフォルトとし
て使用します。
AWS::SNS::Subscription リソースの Region プロパティのみを更新する更新オペレーションを実
行すると、次のいずれかの操作を行わない限り、そのオペレーションは失敗します。
• Region を 発信者リージョンから NULL に更新する。
• Region から 発信者リージョン NULL への更新。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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SubscriptionRoleArn
このプロパティは、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームのサブスクリプションにのみ適用
されます。次の項目を持つ IAM ロールの ARN を指定します。
• Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込むための許可
• 信頼されたエンティティとしてリストされた Amazon SNS
Kinesis Data Firehose 配信ストリームのサブスクリプションでは、この属性に有効な ARN を指定
する必要があります。詳細については、Amazon SNS デベロッパーガイドの Amazon Kinesis Data
Firehose 配信ストリームへのファンアウトを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TopicArn
サブスクライブ先のトピックの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
必須属性でサブスクリプションを作成
次の例では、エンドポイント、プロトコル、トピック ARN のみを使用してサブスクリプションを作成し
ます。

JSON
"MySubscription" : {
"Type" : "AWS::SNS::Subscription",
"Properties" : {
"Endpoint" : "test@example.com",
"Protocol" : "email",
"TopicArn" : { "Ref" : "MySNSTopic" }
}
}

YAML
MySubscription:
Type: AWS::SNS::Subscription
Properties:
Endpoint: test@example.com
Protocol: email
TopicArn: !Ref 'MySNSTopic'

オプションの属性でサブスクリプションを作成
次の例では、フィルターポリシー、配信ポリシー、raw メッセージ配信を有効にしてサブスクリプション
を作成します。
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Note
サブスクリプション属性は、スタンドアロンの Amazon SNS サブスクリプションでのみ設定でき
ます (トピックにネストされたサブスクリプションでは設定できません)。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
CarSalesTopic:
Type: 'AWS::SNS::Topic'
ERPSubscription:
Type: 'AWS::SNS::Subscription'
Properties:
TopicArn: !Ref CarSalesTopic
Endpoint: !GetAtt
- ERPIntegrationQueue
- Arn
Protocol: sqs
RawMessageDelivery: 'true'
CRMSubscription:
Type: 'AWS::SNS::Subscription'
Properties:
TopicArn: !Ref CarSalesTopic
Endpoint: !GetAtt
- CRMIntegrationQueue
- Arn
Protocol: sqs
RawMessageDelivery: 'true'
FilterPolicy:
buyer-class:
- vip
SCMSubscription:
Type: 'AWS::SNS::Subscription'
Properties:
TopicArn: !Ref CarSalesTopic
Endpoint: !Ref myHttpEndpoint
Protocol: https
DeliveryPolicy:
healthyRetryPolicy:
numRetries: 20
minDelayTarget: 10
maxDelayTarget: 30
numMinDelayRetries: 3
numMaxDelayRetries: 17
numNoDelayRetries: 0
backoffFunction: exponential
ERPIntegrationQueue:
Type: 'AWS::SQS::Queue'
Properties: {}
CRMIntegrationQueue:
Type: 'AWS::SQS::Queue'
Properties: {}
Parameters:
myHttpEndpoint:
Type: String

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"CarSalesTopic": {
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"Type": "AWS::SNS::Topic"
},
"ERPSubscription": {
"Type": "AWS::SNS::Subscription",
"Properties": {
"TopicArn": {
"Ref": "CarSalesTopic"
},
"Endpoint": {
"Fn::GetAtt": ["ERPIntegrationQueue", "Arn"]
},
"Protocol": "sqs",
"RawMessageDelivery": "true"
}
},
"CRMSubscription": {
"Type": "AWS::SNS::Subscription",
"Properties": {
"TopicArn": {
"Ref": "CarSalesTopic"
},
"Endpoint": {
"Fn::GetAtt": ["CRMIntegrationQueue", "Arn"]
},
"Protocol": "sqs",
"RawMessageDelivery": "true",
"FilterPolicy": {
"buyer-class": [
"vip"
]
}
}
},
"SCMSubscription": {
"Type": "AWS::SNS::Subscription",
"Properties": {
"TopicArn": {
"Ref": "CarSalesTopic"
},
"Endpoint": {
"Ref": "myHttpEndpoint"
},
"Protocol": "https",
"DeliveryPolicy": {
"healthyRetryPolicy": {
"numRetries": 20,
"minDelayTarget": 10,
"maxDelayTarget": 30,
"numMinDelayRetries": 3,
"numMaxDelayRetries": 17,
"numNoDelayRetries": 0,
"backoffFunction": "exponential"
}
}
}
},
"ERPIntegrationQueue": {
"Type": "AWS::SQS::Queue",
"Properties": {}
},
"CRMIntegrationQueue": {
"Type": "AWS::SQS::Queue",
"Properties": {}
}

},
"Parameters": {
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}

}

"myHttpEndpoint": {
"Type": "String"
}

AWS::SNS::Topic
AWS::SNS::Topic リソースは、通知が発行されるトピックを作成します。

Note
1 つのアカウントで最大 100,000 の標準トピックと 1,000 の FIFO トピックを作成できます。詳
細については、AWS 全般のリファレンスの Amazon SNS エンドポイントとクォータを参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SNS::Topic",
"Properties" : {
"ContentBasedDeduplication" : Boolean,
"DisplayName" : String,
"FifoTopic" : Boolean,
"KmsMasterKeyId" : String,
"Subscription" : [ Subscription (p. 6193), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TopicName" : String
}

YAML
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
ContentBasedDeduplication: Boolean
DisplayName: String
FifoTopic: Boolean
KmsMasterKeyId: String
Subscription:
- Subscription (p. 6193)
Tags:
- Tag
TopicName: String

プロパティ
ContentBasedDeduplication
FIFO トピックでは、コンテンツベースの重複排除を有効にします。
• デフォルトで、ContentBasedDeduplication は false に設定されています。FIFO トピックを
作成し、この属性が false である場合は、Publish アクションの MessageDeduplicationId パ
ラメータの値を指定する必要があります。
• ContentBasedDeduplication を true に設定すると、Amazon SNS は SHA-256 ハッシュを使
用して、メッセージの本文 (メッセージの属性ではなく) により MessageDeduplicationId を生
成します。
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(オプション) 生成された値を上書きするには、Publish アクションの
MessageDeduplicationId パラメータの値を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DisplayName
SMS サブスクリプションで Amazon SNS トピックに使用する表示名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
FifoTopic
FIFO トピックを作成するには、true に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
KmsMasterKeyId
Amazon SNS 用 AWS マネージドカスタマーマスターキー (CMK) またはカスタム CMK の ID。詳細に
ついては、重要な用語を参照してください。さらなる例については、AWS Key Management Service
API リファレンスの KeyId を参照してください。
このプロパティは server-side-encryption にのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Subscription
このトピックの Amazon SNS サブスクリプション (エンドポイント)。
必須: いいえ
タイプ: Subscription (p. 6193) のリスト (p. 6193)
Update requires: No interruption
Tags
新しいトピックに追加するタグのリスト。

Note
作成時にトピックにタグを付けるには、 sns:CreateTopic および sns:TagResource の
アクセス許可が必要です。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
TopicName
作成するトピックの名前。トピック名は大文字および小文字の ASCII 文字、数字、アンダースコア、
ハイフン、およびハイフンのみを含み、1～256 文字の長さである必要があります。FIFO トピック名
は、.fifo で終わる必要があります。
名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID をトピック名とし
て使用します。詳細については、「Name タイプ」を参照してください。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: トピック ARN (例:
arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:mystack-mytopic-NZJ5JSMVGFIE).
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
TopicName
Amazon SNS トピックの名前を返します。

例
2 つの Amazon SQS キューサブスクリプションを持つ Amazon SNS トピック
JSON
"MySNSTopic" : {
"Type" : "AWS::SNS::Topic",
"Properties" : {
"Subscription" : [{
"Endpoint" : { "Fn::GetAtt" : [ "MyQueue1", "Arn" ] },
"Protocol" : "sqs"
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}

}

}, {
"Endpoint" : { "Fn::GetAtt" : [ "MyQueue2", "Arn" ] },
"Protocol" : "sqs"
}],
"TopicName" : "SampleTopic"

YAML
MySNSTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
- Endpoint:
Fn::GetAtt:
- "MyQueue1"
- "Arn"
Protocol: "sqs"
- Endpoint:
Fn::GetAtt:
- "MyQueue2"
- "Arn"
Protocol: "sqs"
TopicName: "SampleTopic"

以下の資料も参照してください。
• Amazon SNS デベロッパーガイドの AWS CloudFormationテンプレートを使用して Amazon SQS
キューにメッセージを送信するトピックを作成する
• Amazon SNS デベロッパーガイドの FIFO トピックの AWS CloudFormation コード例の使用

AWS::SNS::Topic サブスクリプション
Subscription は、Amazon SNS トピックのサブスクリプションエンドポイントを記述する埋め込みプ
ロパティです。

Note
サブスクリプションの動作 (配信ポリシー、フィルタリング、raw メッセージ配信、クロスリー
ジョンサブスクリプションなど) を完全に制御するには、 AWS::SNS::Subscription リソースを使
用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Endpoint" : String,
"Protocol" : String

YAML
Endpoint: String
Protocol: String
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プロパティ
Endpoint
Amazon SNS トピックからの通知を受け取るエンドポイント。エンドポイント値は、指定したプロト
コルによって異なります。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの Subscribe アク
ションの Endpoint パラメータを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Protocol
サブスクリプションのプロトコル。詳細については、Amazon SNS API リファレンスの Subscribe
アクションの Protocol パラメータを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

AWS::SNS::TopicPolicy
AWS::SNS::TopicPolicy リソースは Amazon SNS トピックをポリシーに関連付けます。スニペットの
例については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Amazon SNS ポリシーの宣言を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SNS::TopicPolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : Json,
"Topics" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SNS::TopicPolicy
Properties:
PolicyDocument: Json
Topics:
- String

プロパティ
PolicyDocument
指定された SNS トピックに追加される許可が含まれるポリシードキュメントです。
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必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Topics
ポリシーを追加するトピックの Amazon リソースネーム (ARN) Ref 関数を使用して、
AWS::SNS::Topic リソースを指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

Amazon Simple Queue Service リソースタイプのリ
ファレンス
リソースタイプ
• AWS::SQS::Queue (p. 6195)
• AWS::SQS::QueuePolicy (p. 6204)

AWS::SQS::Queue
AWS::SQS::Queue リソースは、Amazon SQS 標準キューまたは FIFO キューを作成します。
以下の点に注意してください。
• FifoQueue プロパティを指定しないと、Amazon SQS は標準キューを作成します。

Note
作成後にキュータイプを変更することはできず、既存の標準キューを FIFO キューに変換す
ることもできません。アプリケーション用に新しい FIFO キューを作成するか、既存の標準
キューを削除して FIFO キューとして再作成する必要があります。詳細については、Amazon
SQS デベロッパーガイドの Moving from a standard queue to a FIFO queue を参照してくださ
い。
• プロパティの値を指定しない場合、キューはプロパティのデフォルト値で作成されます。
• キューを削除した場合、同じ名前のキューを作成するまでに 60 秒以上待機する必要があります。
• 新しいキューを正常に作成するには、キューに関連する制限事項に従い、キューの範囲内で一意である
キュー名を指定する必要があります。
FIFO (先入れ先出し) キューの作成の詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの Creating an
Amazon SQS queue (AWS CloudFormation) を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::SQS::Queue",
"Properties" : {
"ContentBasedDeduplication" : Boolean,
"DeduplicationScope" : String,
"DelaySeconds" : Integer,
"FifoQueue" : Boolean,
"FifoThroughputLimit" : String,
"KmsDataKeyReusePeriodSeconds" : Integer,
"KmsMasterKeyId" : String,
"MaximumMessageSize" : Integer,
"MessageRetentionPeriod" : Integer,
"QueueName" : String,
"ReceiveMessageWaitTimeSeconds" : Integer,
"RedrivePolicy" : Json,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VisibilityTimeout" : Integer
}

YAML
Type: AWS::SQS::Queue
Properties:
ContentBasedDeduplication: Boolean
DeduplicationScope: String
DelaySeconds: Integer
FifoQueue: Boolean
FifoThroughputLimit: String
KmsDataKeyReusePeriodSeconds: Integer
KmsMasterKeyId: String
MaximumMessageSize: Integer
MessageRetentionPeriod: Integer
QueueName: String
ReceiveMessageWaitTimeSeconds: Integer
RedrivePolicy: Json
Tags:
- Tag
VisibilityTimeout: Integer

プロパティ
ContentBasedDeduplication
先入れ先出し (FIFO) キューに対して、コンテンツに基づく重複排除を有効にするかどうかを指定
します。重複排除間隔中、Amazon SQS は同一の内容で送信されるメッセージを重複として処理
し、そのメッセージを 1 部のみ配信します。詳細については、Amazon SQS API リファレンスの「
CreateQueue アクションの ContentBasedDeduplication 属性」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
DeduplicationScope
FIFO キューの高スループットについては、メッセージ重複除去がメッセージグループレベルまたは
キューレベルのどちらで行われるかを指定します。有効な値は、messageGroup および queue で
す。
FIFO キューの高スループットを有効にするには、この属性を messageGroup に設定し、か
つ、FifoThroughputLimit 属性を perMessageGroupId に設定します。これらの属性にこれらの
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値以外の値を設定すると、通常のスループットが有効になり、指定されたとおりの重複除去が実行さ
れます。詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの High throughput for FIFO queues およ
び Quotas related to messages を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DelaySeconds
キューのすべてのメッセージの配信が遅れる時間 (秒)。0 ～ 900 (15 分) の整数値を指定できます。デ
フォルト値は 0 です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
FifoQueue
true に設定した場合、FIFO キューが作成されます。このプロパティを指定しないと、Amazon SQS
は標準キューを作成します。詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの FIFO queues を
参照してください。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Replacement
FifoThroughputLimit
FIFO キューの高スループットについては、FIFO キューのスループットクォータをキュー全体に
適用するか、メッセージグループごとに適用するかを指定します。有効な値は、perQueue および
perMessageGroupId です。
FIFO キューの高スループットを有効にするには、この属性を perMessageGroupId に設定し、か
つ、DeduplicationScope 属性を messageGroup に設定します。これらの属性にこれらの値以外
の値を設定すると、通常のスループットが有効になり、指定されたとおりの重複除去が実行されま
す。詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの High throughput for FIFO queues および
Quotas related to messages を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
KmsDataKeyReusePeriodSeconds
Amazon SQS がデータキーを再利用して、もう一度 AWS KMS を呼び出す前にメッセージを暗号化ま
たは復号できる時間の長さ (秒)。この値は 60 (1 分) 〜 86,400 (24 時間) の間の整数であることが必要
です。デフォルトは 300 (5 分) です。

Note
この期間を短くするとセキュリティは向上しますが、AWS KMS への呼び出しが多くなり、
無料利用枠を超えた後に料金が発生することがあります。詳細については、Amazon SQS デ
ベロッパーガイドの Encryption at rest を参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
KmsMasterKeyId
Amazon SQS 用 AWS マネージドカスタマーマスターキー (CMK) またはカスタム CMK の
ID。Amazon SQS 用 AWS マネージド CMK を使用するには、(デフォルト) エイリアス alias/aws/
sqs を指定します。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon SQS デベロッパーガイドの Encryption at rest
• Amazon SQS API リファレンスの CreateQueue
• ホワイトペーパーの AWS Key Management Service Best Practices のカスタマーマスターキーのセ
クション
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
MaximumMessageSize
メッセージのバイト数の制限。これを超えると、Amazon SQS に拒否されます。1,024 バイト (1
KiB) ～ 262,144 (256 KiB) までの整数値を指定できます。デフォルト値は 262,144 (256 KiB) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
MessageRetentionPeriod
Amazon SQS がメッセージを保持する秒数。60 秒 (1 分) ～ 1,209,600 (14 日) までの整数値を指定
できます。デフォルト値は 345,600 秒 (4 日) です。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
QueueName
キューの名前です。FIFO キューを作成するには、FIFO キューの名前は .fifo サフィックスで終わ
る必要があります。詳細については、Amazon SQS デベロッパーガイドの FIFO queues を参照して
ください。
名前を指定しない場合、AWS CloudFormation は一意の物理 ID を生成し、その ID をキュー名として
使用します。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Name type を参照してくださ
い。

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
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ReceiveMessageWaitTimeSeconds
レスポンスに含めるメッセージがまだ使用できない場合に、ReceiveMessage アクション呼び出しが
空のレスポンスを返すのではなく、メッセージがキューに入るまで待機するようにするとき、その待
機期間を秒単位で指定します。1～20 の整数を指定できます。デフォルトとして、またはこのプロパ
ティに 0 が指定された場合に、ショートポーリングが使用されます。詳細については、Amazon SQS
デベロッパーガイドの Consuming messages using long polling を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RedrivePolicy
JSON オブジェクトとしてのソースキューのデッドレターキュー機能のパラメータを含む文字列。パ
ラメータは次のとおりです。
• deadLetterTargetArn: maxReceiveCount の値を超えた後、Amazon SQS がメッセージを移動
するデッドレターキューの Amazon リソースネーム (ARN)。
• maxReceiveCount: デッドレターキューに移動する前に、メッセージがソースキューに配信された
回数。メッセージの ReceiveCount がキューの maxReceiveCount を超えると、Amazon SQS は
メッセージをデッドレターキューに移動します。

Note
FIFO キューのデッドレターキューは、FIFO キューでもある必要があります。同様に、標準
キューのデッドレターキューは、標準キューでもある必要があります。
JSON
{ "deadLetterTargetArn" : String, "maxReceiveCount" : Integer }
YAML
deadLetterTargetArn : String
maxReceiveCount : Integer
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Tags
このキューにアタッチするタグ。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの Resource
tag を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VisibilityTimeout
キューからメッセージが配信された後にメッセージを利用できなくなる時間の長さ。これにより、そ
の他のコンポーネントが同じメッセージを受信できなくなり、最初のコンポーネントに、キューから
のメッセージを処理して削除するための時間が与えられます。
値は 0～43,200 秒 (12 時間) である必要があります。値を指定しない場合、AWS CloudFormation は
30 秒のデフォルト値を使用します。
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Amazon SQS キューの可視性タイムアウトに関する詳細については、Amazon SQS デベロッパーガ
イドの Visibility timeout を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
キュー URL このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。次に例を示
します。
{ "Ref": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/ab1-MyQueueA2BCDEF3GHI4" }
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
キューの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。例: arn:aws:sqs:useast-2:123456789012:mystack-myqueue-15PG5C2FC1CW8。
QueueName
キュー名を返します。例: mystack-myqueue-1VF9BKQH5BJVI。

例
CloudWatch アラームを含む Amazon SQS キュー
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "This example template shows how to create an Amazon SQS queue with
CloudWatch alarms on queue depth. This template creates an Amazon SQS queue and one or
more CloudWatch alarms. You will be billed for the AWS resources used if you create a
stack using this template.",
"Parameters" : {
"AlarmEmail": {
"Default": "jane.doe@example.com",
"Description": "Email address to notify of operational issues",
"Type": "String"
}
},
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}

"Resources" : {
"MyQueue" : {
"Type" : "AWS::SQS::Queue",
"Properties" : {
"QueueName" : "SampleQueue"
}
},
"AlarmTopic": {
"Type": "AWS::SNS::Topic",
"Properties": {
"Subscription": [{
"Endpoint": { "Ref": "AlarmEmail" },
"Protocol": "email"
}]
}
},
"QueueDepthAlarm": {
"Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
"Properties": {
"AlarmDescription": "Alarm if queue depth increases to more than 10 messages",
"Namespace": "AWS/SQS",
"MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
"Dimensions": [{
"Name": "QueueName",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MyQueue", "QueueName"] }
}],
"Statistic": "Sum",
"Period": "300",
"EvaluationPeriods": "1",
"Threshold": "10",
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"AlarmActions": [{
"Ref": "AlarmTopic"
}],
"InsufficientDataActions": [{
"Ref": "AlarmTopic"
}]
}
}
},
"Outputs" : {
"QueueURL" : {
"Description" : "URL of new Amazon SQS Queue",
"Value" : { "Ref" : "MyQueue" }
},
"QueueARN" : {
"Description" : "ARN of new Amazon SQS Queue",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MyQueue", "Arn"]}
},
"QueueName" : {
"Description" : "Name new Amazon SQS Queue",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MyQueue", "QueueName"]}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "This example template shows how to create an Amazon SQS queue with CloudWatch
alarms on queue depth. This template creates an Amazon SQS queue and one or more
CloudWatch alarms. You will be billed for the AWS resources used if you create a stack
using this template."
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Parameters:
AlarmEmail:
Default: "jane.doe@example.com"
Description: "Email address to notify of operational issues"
Type: "String"
Resources:
MyQueue:
Type: AWS::SQS::Queue
Properties:
QueueName: "SampleQueue"
AlarmTopic:
Type: AWS::SNS::Topic
Properties:
Subscription:
Endpoint:
Ref: "AlarmEmail"
Protocol: "email"
QueueDepthAlarm:
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
AlarmDescription: "Alarm if queue depth increases to more than 10 messages"
Namespace: "AWS/SQS"
MetricName: "ApproximateNumberOfMessagesVisible"
Dimensions:
Name: "QueueName"
Value:
Fn::GetAtt:
- "MyQueue"
- "QueueName"
Statistic: "Sum"
Period: "300"
EvaluationPeriods: "1"
Threshold: "10"
ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold"
AlarmActions:
Ref: "AlarmTopic"
InsufficientDataActions:
Ref: "AlarmTopic"
Outputs:
QueueURL:
Description: "URL of new Amazon SQS Queue"
Value:
Ref: "MyQueue"
QueueARN:
Description: "ARN of new AmazonSQS Queue"
Value:
Fn::GetAtt:
- "MyQueue"
- "Arn"
QueueName:
Description: "Name of new Amazon SQS Queue"
Value:
Fn::GetAtt:
- "MyQueue"
- "QueueName"

デッドレターキューを持つ Amazon SQS キュー
次のサンプルテンプレートは、ソースキューとデッドレターキューを作成します。
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Note
ソースキューは redrive ポリシーでデッドレターキューを指定するため、ソースキューは、デッド
レターキューの作成に依存します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"MySourceQueue" : {
"Type" : "AWS::SQS::Queue",
"Properties" : {
"RedrivePolicy": {
"deadLetterTargetArn" : {"Fn::GetAtt" : [ "MyDeadLetterQueue" , "Arn" ]},
"maxReceiveCount" : 5
}
}
},
"MyDeadLetterQueue" : {
"Type" : "AWS::SQS::Queue"
}
},

}

"Outputs" : {
"SourceQueueURL" : {
"Description" : "URL of the source queue",
"Value" : { "Ref" : "MySourceQueue" }
},
"SourceQueueARN" : {
"Description" : "ARN of source queue",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MySourceQueue", "Arn"]}
},
"DeadLetterQueueURL" : {
"Description" : "URL of dead-letter queue",
"Value" : { "Ref" : "MyDeadLetterQueue" }
},
"DeadLetterQueueARN" : {
"Description" : "ARN of dead-letter queue",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["MyDeadLetterQueue", "Arn"]}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Resources:
MySourceQueue:
Type: AWS::SQS::Queue
Properties:
RedrivePolicy:
deadLetterTargetArn:
Fn::GetAtt:
- "MyDeadLetterQueue"
- "Arn"
maxReceiveCount: 5
MyDeadLetterQueue:
Type: AWS::SQS::Queue
Outputs:
SourceQueueURL:
Description: "URL of source queue"
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Value:
Ref: "MySourceQueue"
SourceQueueARN:
Description: "ARN of source queue"
Value:
Fn::GetAtt:
- "MySourceQueue"
- "Arn"
DeadLetterQueueURL:
Description: "URL of dead-letter queue"
Value:
Ref: "MyDeadLetterQueue"
DeadLetterQueueARN:
Description: "ARN of dead-letter queue"
Value:
Fn::GetAtt:
- "MyDeadLetterQueue"
- "Arn"

以下の資料も参照してください。
• Amazon SQS デベロッパーガイドの What is Amazon Simple Queue Service?
• Amazon SQS API リファレンスの CreateQueue

AWS::SQS::QueuePolicy
AWS::SQS::QueuePolicy タイプは、Amazon SQS キューにポリシーを適用します。スニペットの例に
ついては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「Amazon SQS ポリシーの宣言」を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SQS::QueuePolicy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : Json,
"Queues" : [ String, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SQS::QueuePolicy
Properties:
PolicyDocument: Json
Queues:
- String

プロパティ
PolicyDocument
指定された Amazon SQS キューの許可が含まれるポリシードキュメント。Amazon SQS ポリシーの
詳細については、Amazon SQSデベロッパーガイドの「Amazon SQS アクセスポリシー言語でのカス
タムポリシーの使用」を参照してください。
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必須: はい
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Queues
ポリシーの追加先のキューの URL です。Ref 関数を使用して、AWS::SQS::Queue リソースを指定
できます。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

例
Amazon SQS キューポリシー
次のサンプルは、AWS アカウント 111122223333 がキュー queue2 でメッセージを送受信することを許
可するキューポリシーです。テンプレートのリソースセクションにポリシーを追加します。

JSON
"SampleSQSPolicy" : {
"Type" : "AWS::SQS::QueuePolicy",
"Properties" : {
"Queues" : ["https://sqs:us-east-2.amazonaws.com/444455556666/queue2"],
"PolicyDocument": {
"Statement":[{
"Action":["SQS:SendMessage", "SQS:ReceiveMessage"],
"Effect":"Allow",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2",
"Principal": {
"AWS": [
"111122223333"]
}
}]
}
}
}

YAML
SampleSQSPolicy:
Type: AWS::SQS::QueuePolicy
Properties:
Queues:
- "https://sqs:us-east-2.amazonaws.com/444455556666/queue2"
PolicyDocument:
Statement:
Action:
- "SQS:SendMessage"
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- "SQS:ReceiveMessage"
Effect: "Allow"
Resource: "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue2"
Principal:
AWS:
- "111122223333"

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On) リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::SSO::Assignment (p. 6206)
• AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration (p. 6209)
• AWS::SSO::PermissionSet (p. 6212)

AWS::SSO::Assignment
指定された許可セットを使用して、指定された AWS account のプリンシパルへのアクセスを割り当てま
す。

Note
ここでプリンシパルという用語は、IAM Identity Center で定義されているユーザーまたはグルー
プを指します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSO::Assignment",
"Properties" : {
"InstanceArn" : String,
"PermissionSetArn" : String,
"PrincipalId" : String,
"PrincipalType" : String,
"TargetId" : String,
"TargetType" : String
}

YAML
Type: AWS::SSO::Assignment
Properties:
InstanceArn: String
PermissionSetArn: String
PrincipalId: String
PrincipalType: String
TargetId: String
TargetType: String
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プロパティ
InstanceArn
オペレーションを実行する SSO インスタンスの ARN。ARN の詳細については、AWS 全般のリファ
レンスの Amazon リソースネーム (ARN) および AWS のサービスの名前空間を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 1224
パターン: arn:aws:sso:::instance/(sso)?ins-[a-zA-Z0-9-.]{16}
Update requires: Replacement
PermissionSetArn
アクセス許可セットの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 1224
パターン: arn:aws:sso:::permissionSet/(sso)?ins-[a-zA-Z0-9-.]{16}/ps-[a-zAZ0-9-./]{16}
Update requires: Replacement
PrincipalId
IAM Identity Center 内のオブジェクト (ユーザーやグループなど) の識別子。PrincipalId は GUID です
(f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6 など)。IAM Identity Center の PrincipalId の詳細について
は、IAM Identity Center Identity Store API リファレンス を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 47
パターン: ^([0-9a-f]{10}-|)[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{4}-[A-Faf0-9]{4}-[A-Fa-f0-9]{12}$
Update requires: Replacement
PrincipalType
割り当てを作成する対象のエンティティタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: GROUP | USER
Update requires: Replacement
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TargetId
TargetID は AWS アカウント識別子で、通常は 10～12 桁の文字列です (例: 123456789012)。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: \d{12}
Update requires: Replacement
TargetType
割り当てを作成する対象のエンティティタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AWS_ACCOUNT
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 生成された ID で、すべて
のフィールドが区切り文字 (|) で結合されたものです。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IAM Identity Center の新しい割り当ての作成
次の例では、カスタム割り当てを作成し、アクセス許可 "PermissionSet" を持つアカウント
"arn:aws:organizations::org_master_id:account/org_id/accountId" へのアクセス権を
ユーザー "user_id" に割り当てます。

JSON
{

}

"Assignment": {
"Type": "AWS::SSO::Assignment",
"Properties": {
"InstanceArn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId",
"PermissionSetArn": {
"Fn::GetAtt": [
"PermissionSet",
"PermissionSetArn"
]
},
"TargetId": "accountId",
"TargetType": "AWS_ACCOUNT",
"PrincipalType": "USER",
"PrincipalId": "user_id"
}
}
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YAML
Assignment:
Type: AWS::SSO::Assignment
Properties:
InstanceArn: 'arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId'
PermissionSetArn: !GetAtt PermissionSet.PermissionSetArn
TargetId: 'accountId'
TargetType: 'AWS_ACCOUNT'
PrincipalType: 'USER'
PrincipalId: 'user_id'

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
指定された IAM Identity Center インスタンスの属性ベース向けのアクセスコントロール (ABAC) 機能を
有効にします。また、有効化プロセス中に ABAC 設定に追加する新しい属性を指定することもできま
す。ABAC の詳細については、IAM Identity Center ユーザーガイドの Attribute-Based Access Control を参
照してください。

Note
InstanceAccessControlAttributeConfiguration プロパティは廃止されましたが、下位
互換性のために引き続きサポートされています。代わりに AccessControlAttributes プロパ
ティを使用することをお勧めします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration",
"Properties" : {
"AccessControlAttributes" : [ AccessControlAttribute (p. 6211), ... ],
"InstanceArn" : String
}

YAML
Type: AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
Properties:
AccessControlAttributes:
- AccessControlAttribute (p. 6211)
InstanceArn: String

プロパティ
AccessControlAttributes
指定された IAM Identity Center インスタンスの ABAC に設定されている属性を一覧表示します。
必須: いいえ
タイプ: AccessControlAttribute (p. 6211) のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
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InstanceArn
オペレーションを実行する IAM Identity Center インスタンスの ARN。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 1224
パターン: arn:aws:sso:::instance/(sso)?ins-[a-zA-Z0-9-.]{16}
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
ABAC 設定に追加する IAM Identity Center ID ストア属性を指定します。ID ソースとして外部 ID プロバ
イダーを使用する場合は、SAML アサーションを介して属性を渡すことができます。これにより、IAM
Identity Center ID ストアから属性を設定する代替手段がもたらされます。SAML アサーションがこれらの
属性のいずれかを渡した場合、IAM Identity Center は属性値を IAM Identity Center アイデンティティスト
アの値で置き換えます。

例
IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される属性の有効化と設定
次の例では、IAM Identity Center で ABAC を有効にし、アイデンティティソースから取得した値
“${path:enterprise.costCenter}” にマッピングされた新しい属性キー CostCenter を作成しま
す。

JSON
{

}

"Resources": {
"ABAC": {
"Type": "AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration",
"Properties": {
"InstanceArn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId",
"AccessControlAttributes": [
{
"Key": "CostCenter",
"Value": {
"Source": [
"${path:enterprise.costCenter}"
]
}
}
]
}
}
}

YAML
Resources:
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ABAC:
Type: 'AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration'
Properties:
InstanceArn: 'arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId'
AccessControlAttributes:
- Key: CostCenter
Value:
Source:
- '${path:enterprise.costCenter}'

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration AccessControlAttribute
これらは、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) で使用するために設定できる IAM Identity Center
アイデンティティストア属性です。設定した属性値に基づいて AWS リソースにアクセスできるユーザー
を決定する許可ポリシーを作成できます。ABAC を有効にして AccessControlAttributes を指定する
と、IAM Identity Center は認証されたユーザーの属性値を IAM に渡し、ポリシー評価で使用できるように
します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : AccessControlAttributeValue (p. 6212)

YAML
Key: String
Value:
AccessControlAttributeValue (p. 6212)

プロパティ
Key
アイデンティティソース内のアイデンティティに関連付けられた属性の名前。これは、アイデンティ
ティソース内の指定された属性を IAM Identity Center の属性にマッピングするために使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: [\p{L}\p{Z}\p{N}_.:\/=+\-@]+
Update requires: No interruption
Value
指定した属性をアイデンティティソースにマッピングするために使用する値。
必須: はい
タイプ: AccessControlAttributeValue (p. 6212)
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Update requires: No interruption

AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
AccessControlAttributeValue
指定した属性をアイデンティティソースにマッピングするために使用する値。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Source" : [ String, ... ]

YAML
Source:
- String

プロパティ
Source
指定された属性を IAM Identity Center にマッピングするときに使用するアイデンティティソース。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::SSO::PermissionSet
指定した SSO インスタンス内のアクセス許可セットを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SSO::PermissionSet",
"Properties" : {
"Description" : String,
"InlinePolicy" : Json,
"InstanceArn" : String,
"ManagedPolicies" : [ String, ... ],
"Name" : String,
"RelayStateType" : String,
"SessionDuration" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::SSO::PermissionSet
Properties:
Description: String
InlinePolicy: Json
InstanceArn: String
ManagedPolicies:
- String
Name: String
RelayStateType: String
SessionDuration: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
AWS::SSO::PermissionSet (p. 6212) の説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 700
パターン: [\p{L}\p{M}\p{Z}\p{S}\p{N}\p{P}]*
Update requires: No interruption
InlinePolicy
アクセス許可セットにアタッチされている IAM インラインポリシー。
必須: いいえ
タイプ: Json
最小: 1
最大: 10240
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
Update requires: No interruption
InstanceArn
オペレーションを実行する SSO インスタンスの ARN。ARN の詳細については、AWS 全般のリファ
レンスの Amazon リソースネーム (ARN) および AWS のサービスの名前空間を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 1224
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パターン: arn:aws:sso:::instance/(sso)?ins-[a-zA-Z0-9-.]{16}
Update requires: Replacement
ManagedPolicies
IAM 管理ポリシーの詳細を保存する構造。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Name
アクセス許可セットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
パターン: [\w+=,.@-]+
Update requires: Replacement
RelayStateType
フェデレーション認証プロセス中にアプリケーション内のユーザーをリダイレクトするために使用し
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 240
パターン: [a-zA-Z0-9&$@#\\\/%?=~\-_'"|!:,.;*+\[\]\ \(\)\{\}]+
Update requires: No interruption
SessionDuration
ISO-8601 標準でアプリケーションのユーザーセッションが有効である時間の長さ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 100
パターン: ^(-?)P(?=\d|T\d)(?:(\d+)Y)?(?:(\d+)M)?(?:(\d+)([DW]))?(?:T(?:(\d
+)H)?(?:(\d+)M)?(?:(\d+(?:\.\d+)?)S)?)?$
Update requires: No interruption
Tags
新しい AWS::SSO::PermissionSet (p. 6212) にアタッチするタグ。
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必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
permission-arn|sso-instance-arn 生成された ID (このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
PermissionSetArn
アクセス許可セットのアクセス許可セット ARN (arn:aws:sso:::permissionSet/insinstanceid/ps-permissionsetid など)。

例
IAM Identity Center 用の新しいカスタム許可セットの作成
次の例では、管理ポリシーのアタッチメントとインラインポリシーを持つカスタムアクセス許可セット
(PermissionSet) を作成します。

JSON
{

"PermissionSet": {
"Type": "AWS::SSO::PermissionSet",
"Properties": {
"InstanceArn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId",
"Name": "PermissionSet",
"Description": "This is a sample permission set.",
"SessionDuration": "PT8H",
"ManagedPolicies": [
"arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
],
"InlinePolicy": "Inline policy json string",
"Tags": [
{
"Key": "tagKey",
"Value": "tagValue"
}
]
}
}
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YAML
PermissionSet:
Type: AWS::SSO::PermissionSet
Properties:
InstanceArn: 'arn:aws:sso:::instance/ssoins-instanceId'
Name: 'PermissionSet'
Description: 'This is a sample permission set.'
SessionDuration: 'PT8H'
ManagedPolicies:
- 'arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess'
InlinePolicy: 'Inline policy json string'
Tags:
- Key: tagKey
Value: tagValue

AWS Step Functions リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::StepFunctions::Activity (p. 6216)
• AWS::StepFunctions::StateMachine (p. 6219)

AWS::StepFunctions::Activity
アクティビティとは、任意のプログラミング言語で記述し、AWS Step Functions にアクセスできる任意の
マシンでホストするタスクです。アクティビティは、GetActivityTask API アクションを使用して Step
Functions をポーリングし、SendTask* API アクションを使用して応答する必要があります。この関数で
は、Step Functions にアクティビティの存在を知らせ、ステートマシンで使用するため、およびアクティ
ビティからのポーリング時に識別子を返します。
アクティビティ作成の詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドのアクティビティステー
トマシンを作成するおよび AWS Step Functions API リファレンスの CreateActivity を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::StepFunctions::Activity",
"Properties" : {
"Name" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 6218), ... ]
}

YAML
Type: AWS::StepFunctions::Activity
Properties:
Name: String
Tags:
- TagsEntry (p. 6218)

API バージョン 2010-05-15
6216

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Step Functions

プロパティ
Name
アクティビティの名前。
名前に以下を含めることはできません。
• 空白
• 角かっこ < > { } [ ]
• ワイルドカード文字 ? *
• 特殊文字 " # % \ ^ | ~ ` $ & , ; : /
• 制御文字 (U+0000-001F、U+007F-009F)
CloudWatch Logs でログ記録を有効にするには、名前に 0～9、A～Z、a～z、- および _ のみを含める
必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
リソースに追加するタグのリスト。
タグに使用できるのは、Unicode 文字、数字、空白、または _ . : / = + - @ のみです。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 6218) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID をRef 組み込み関数に提供すると、Ref は作成されたアクティビティの ARN を返
します。次に例を示します。
{ "Ref": "MyActivity" }
次のような値が返されます:
arn:aws:states:us-east-1:111122223333:activity:myActivity
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Name
アクティビティの名前が返されます。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt": ["MyActivity", "Name"] }
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次のような値が返されます:
myActivity
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。

例
次の例では Step Functions アクティビティを作成します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "An example template for a Step Functions activity.",
"Resources" : {
"MyActivity" : {
"Type" : "AWS::StepFunctions::Activity",
"Properties" : {
"Name" : "myActivity",
"Tags": [
{
"Key": "keyname1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "keyname2",
"Value": "value2"
}
]
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "A sample template for a Step Functions activity"
Resources:
MyActivity:
Type: "AWS::StepFunctions::Activity"
Properties:
Name: myActivity
Tags:
Key: "keyname1"
Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

AWS::StepFunctions::Activity TagsEntry
TagsEntry プロパティは、アクティビティを識別するタグを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
API バージョン 2010-05-15
6218

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Step Functions

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String

YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグエントリにおけるキーと値のペアの key。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグエントリにおけるキーと値のペアの value。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine
ステートマシンをプロビジョニングします｡ステートマシンは、作業を実行できる状態のコレクション
(Task 状態)、次に移行する状態の決定 (Choice 状態)、エラーによる実行の停止 (Fail 状態) などで構成
されます。ステートマシンは JSON ベースの構造化言語を使用して指定されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties" : {
"Definition" : Definition (p. 6226),
"DefinitionS3Location" : S3Location (p. 6227),
"DefinitionString" : String,
"DefinitionSubstitutions" : {Key : Value, ...},
"LoggingConfiguration" : LoggingConfiguration (p. 6226),
"RoleArn" : String,
"StateMachineName" : String,
"StateMachineType" : String,
"Tags" : [ TagsEntry (p. 6228), ... ],
"TracingConfiguration" : TracingConfiguration (p. 6229)
}
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YAML
Type: AWS::StepFunctions::StateMachine
Properties:
Definition:
Definition (p. 6226)
DefinitionS3Location:
S3Location (p. 6227)
DefinitionString:
String
DefinitionSubstitutions:
Key : Value
LoggingConfiguration:
LoggingConfiguration (p. 6226)
RoleArn: String
StateMachineName: String
StateMachineType: String
Tags:
- TagsEntry (p. 6228)
TracingConfiguration:
TracingConfiguration (p. 6229)

プロパティ
Definition
ステートマシンの Amazon ステートメント言語定義。ステートマシン定義は JSON または YAML で
なければならず、オブジェクトの形式は AWS Step Functions テンプレートファイルの形式と一致す
る必要があります。Amazon ステートメント言語を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Definition (p. 6226)
Update requires: No interruption
DefinitionS3Location
ステートマシン定義が保存されている S3 バケットの名前。ステートマシン定義は JSON または
YAML ファイルである必要があります。
必須: いいえ
タイプ: S3Location (p. 6227)
Update requires: No interruption
DefinitionString
ステートマシンの Amazon ステートメント言語定義。ステートマシン定義は JSON である必要があり
ます。Amazon ステートメント言語を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
DefinitionSubstitutions
ステートマシン定義内のプレースホルダー変数のマッピングを指定するマップ (文字列から文字列)。
これにより、顧客は実行時に取得した値 (組み込み関数など) をステートマシン定義に挿入できます。
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変数は、テンプレートパラメーター名、リソースの論理 ID、リソース属性、またはキー/値マップの変
数です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
LoggingConfiguration
ログに記録される実行履歴イベントと、イベントがログに記録される場所を定義します。

Note
デフォルトでは、level は OFF に設定されています。詳細については、AWS Step
Functions ユーザーガイドのログレベルを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: LoggingConfiguration (p. 6226)
Update requires: No interruption
RoleArn
このステートマシンに使用する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StateMachineName
ステートマシンの名前。
名前に以下を含めることはできません。
• 空白
• 角かっこ < > { } [ ]
• ワイルドカード文字 ? *
• 特殊文字 " # % \ ^ | ~ ` $ & , ; : /
• 制御文字 (U+0000-001F、U+007F-009F)

Important
名前を指定すると、このリソースの置換が必要な更新はできません。中断が不要であるか、
一定の中断が必要な更新であれば、行うことができます。リソースを置き換える必要がある
場合は、新しい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
StateMachineType
STANDARD または EXPRESS ステートマシンが作成されるかどうかを決定します。デフォルト:
STANDARD。ステートマシンが作成されると、そのステートマシンの type を更新することはできま
せん。STANDARD および EXPRESS ワークフローの詳細については、AWS Step Functions デベロッ
パーガイドの標準ワークフローと Express ワークフローを参照してください。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
リソースに追加するタグのリスト。
タグに使用できるのは、Unicode 文字、数字、空白、または _ . : / = + - @ のみです。
必須: いいえ
タイプ: TagsEntry (p. 6228) のリスト
Update requires: No interruption
TracingConfiguration
ステートマシンの AWS X-Ray トレースを有効にするかどうかを選択します。
必須: いいえ
タイプ: TracingConfiguration (p. 6229)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を Ref 組み込み関数に提供すると、Ref は作成されたステートマシンの ARN を返
します。次に例を示します。
{ "Ref": "MyStateMachine" }Guide
次のような値が返されます:
arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine
Ref 関数の使用方法の詳細については、「Ref」を参照してください。

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性とサンプル戻
り値のリストが示されます。
Arn
Property description not available.
Name
ステートマシンの名前を返します。次に例を示します。
{ "Fn::GetAtt": ["MyStateMachine", "Name"] }
ステートマシンの名前を返します。
HelloWorld-StateMachine
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名前を指定しなかった場合は、次のようになります。
MyStateMachine-1234abcdefgh
Fn::GetAtt の使用の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。

例
次の例では Step Functions ステートマシンを作成します。

単一行のプロパティの使用
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion":"2010-09-09",
"Description":"An example template for a Step Functions state machine.",
"Resources":{
"MyStateMachine":{
"Type":"AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties":{
"StateMachineName":"HelloWorld-StateMachine",
"StateMachineType":"STANDARD",
"DefinitionString":"{\"StartAt\": \"HelloWorld\",
\"States\": {\"HelloWorld\": {\"Type\": \"Task\", \"Resource\":
\"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333;:function:HelloFunction\", \"End\":
true}}}",
"RoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/StatesExecutionRole-useast-1;"
}
}
}
}

Fn::Join 組み込み関数の使用
JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Description" : "An example template for a Step Functions state machine.",
"Resources": {
"MyStateMachine": {
"Type": "AWS::StepFunctions::StateMachine",
"Properties": {
"StateMachineName" : "HelloWorld-StateMachine",
"StateMachineType":"STANDARD",
"DefinitionString" : {
"Fn::Join": [
"\n",
[
"{",
"
\"StartAt\": \"HelloWorld\",",
"
\"States\" : {",
"
\"HelloWorld\" : {",
"
\"Type\" : \"Task\", ",
"
\"Resource\" : \"arn:aws:lambda:useast-1:111122223333:function:HelloFunction\",",
"
\"End\" : true",
"
}",
"
}",
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]

]
},
"RoleArn" : "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/StatesExecutionRole-us-

east-1",

"Tags": [
{
},
{

}

}

"}"

}

}

]

}

"Key": "keyname1",
"Value": "value1"
"Key": "keyname2",
"Value": "value2"

含まれるタグ
YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: An example template for a Step Functions state machine.
Resources:
MyStateMachine:
Type: AWS::StepFunctions::StateMachine
Properties:
StateMachineName: HelloWorld-StateMachine
DefinitionString: |{
"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:HelloFunction",
"End": true
}
}
}
RoleArn: arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/StatesExecutionRole-us-east-1
Tags:
Key: "keyname1"
Value: "value1"
Key: "keyname2"
Value: "value2"

DefinitionSubstitutions の使用
このサンプルテンプレートでは DefinitionSubstitutions プロパティに対して HelloFunction:
が定義されています。hello_world.json 定義ファイルでは、${HelloFunction} 以下が
arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:HelloFunction に置き換えられます。

YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: An example template for a Step Functions state machine.
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MyStateMachine:
Type: AWS::StepFunctions::StateMachine
Properties:
StateMachineName: HelloWorld-StateMachine
DefinitionS3Location:
Bucket: example_bucket
Key: hello_world.json
DefinitionSubstitutions:
HelloFunction: arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:HelloFunction
RoleArn: arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/StatesExecutionRole-us-east-1

hello_world.json
前のサンプルテンプレートから ${HelloFunction} が arn:aws:lambda:useast-1:111122223333:function:HelloFunction に置き換えられる定義ファイル。

JSON
{

}

"StartAt": "HelloWorld",
"States": {
"HelloWorld": {
"Type": "Task",
"Resource": "${HelloFunction}",
"End": true
}
}

AWS::StepFunctions::StateMachine CloudWatchLogsLogGroup
CloudWatch ロググループを定義します。

Note
詳細については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの標準ワークフローとエクスプレス
ワークフローを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"LogGroupArn" : String

YAML
LogGroupArn: String

プロパティ
LogGroupArn
ログの出力先となる CloudWatch ロググループの ARN。ARN は :* で終わる必要があります。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine Definition
ステートマシン定義はオブジェクトで、オブジェクトの形式は、AWS Step Functions テンプレートファ
イル (JSON や YAML など) の形式と一致します。ステートマシンの定義は、Amazon ステートメント言
語に準拠しています。定義テンプレートの例については、Step Functions デベロッパーガイドの「開発オ
プション」ページの「定義フォーマットのサポート」のセクションをご参照ください。

AWS::StepFunctions::StateMachine LogDestination
LoggingConfiguration の送信先を定義します。

Note
EXPRESS ワークフローを使用したロギングの詳細については、「CloudWatch Logs を使用した
Express ワークフローのロギング」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CloudWatchLogsLogGroup" : CloudWatchLogsLogGroup (p. 6225)

YAML
CloudWatchLogsLogGroup:
CloudWatchLogsLogGroup (p. 6225)

プロパティ
CloudWatchLogsLogGroup
CloudWatch ロググループを記述するオブジェクト。詳細については、AWS CloudFormation ユー
ザーガイドの AWS::Logs::LogGroup を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CloudWatchLogsLogGroup (p. 6225)
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine LoggingConfiguration
ログに記録される実行履歴イベントと、イベントがログに記録される場所を定義します。

Note
デフォルトでは、level は OFF に設定されています。詳細については、AWS Step Functions
ユーザーガイドのログレベルを参照してください。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Destinations" : [ LogDestination (p. 6226), ... ],
"IncludeExecutionData" : Boolean,
"Level" : String

YAML
Destinations:
- LogDestination (p. 6226)
IncludeExecutionData: Boolean
Level: String

プロパティ
Destinations
実行履歴イベントが記録される場所を記述するオブジェクトの配列。サイズ 1 に制限されています。
ログレベルが OFF に設定されていない場合は必須です。
必須: いいえ
タイプ: LogDestination (p. 6226) のリスト
Update requires: No interruption
IncludeExecutionData
実行データをログに含めるかどうかを決定します。false に設定すると、データは除外されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Level
記録される実行履歴イベントのカテゴリを定義します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine S3Location
ステートマシン定義が保存されている S3 バケットの場所を定義します。ステートマシン定義は JSON ま
たは YAML ファイルである必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Bucket" : String,
"Key" : String,
"Version" : String

YAML
Bucket: String
Key: String
Version: String

プロパティ
Bucket
ステートマシン定義の JSON または YAML ファイルが保存されている S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Key
ステートマシン定義ファイルの名前 (Amazon S3 オブジェクト名)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Version
バージョニングが有効なバケットに対する、ステートマシン定義の特定のバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine TagsEntry
TagsEntry プロパティは、ステートマシンを識別するタグを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Value" : String
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YAML
Key: String
Value: String

プロパティ
Key
タグエントリにおけるキーと値のペアの key。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
タグエントリにおけるキーと値のペアの value。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::StepFunctions::StateMachine TracingConfiguration
ステートマシンの AWS X-Ray トレースを有効にするかどうかを選択します。トレースデータを X-Ray に
送信するようにステートマシンを設定するには、Enabled を true に設定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Enabled" : Boolean

YAML
Enabled: Boolean

プロパティ
Enabled
true に設定すると、X-Ray トレースが有効になります。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
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AWS Systems Manager リソースタイプのリファレン
ス
リソースタイプ
• AWS::SSM::Association (p. 6230)
• AWS::SSM::Document (p. 6284)
• AWS::SSM::MaintenanceWindow (p. 6296)
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget (p. 6300)
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTask (p. 6305)
• AWS::SSM::Parameter (p. 6327)
• AWS::SSM::PatchBaseline (p. 6333)
• AWS::SSM::ResourceDataSync (p. 6345)

AWS::SSM::Association
AWS::SSM::Association リソースによって、管理対象インスタンスに対するステートマネージャーの
関連付けが作成されます。ステートマネージャーの関連付けは、インスタンスで維持する状態を定義し
ます。たとえば、関連付けでは、アンチウイルスソフトウェアをインスタンスにインストールして実行
する必要があること、または特定のポートを閉じる必要があることを指定できます。静的ターゲットの場
合、関連付けは設定を再適用するスケジュールを指定します。AWS Resource Groups または AWS Auto
Scaling グループなどの動的ターゲットの場合、新しいインスタンスがグループに追加されると、State
Manager によって設定が適用されます。関連付けは、設定を適用するときに実行するアクションも指定
します。たとえば、アンチウイルスソフトウェアの関連付けが 1 日に 1 回実行されることがあります。ソ
フトウェアがインストールされていない場合は、ステートマネージャーがインストールされます。ソフト
ウェアがインストールされているがサービスが実行されていない場合、関連付けはステートマネージャー
にサービスを開始するよう指示することがあります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::Association",
"Properties" : {
"ApplyOnlyAtCronInterval" : Boolean,
"AssociationName" : String,
"AutomationTargetParameterName" : String,
"CalendarNames" : [ String, ... ],
"ComplianceSeverity" : String,
"DocumentVersion" : String,
"InstanceId" : String,
"MaxConcurrency" : String,
"MaxErrors" : String,
"Name" : String,
"OutputLocation" : InstanceAssociationOutputLocation (p. 6282),
"Parameters" : {Key : Value, ...},
"ScheduleExpression" : String,
"SyncCompliance" : String,
"Targets" : [ Target (p. 6283), ... ],
"WaitForSuccessTimeoutSeconds" : Integer
}
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YAML
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
ApplyOnlyAtCronInterval: Boolean
AssociationName: String
AutomationTargetParameterName: String
CalendarNames:
- String
ComplianceSeverity: String
DocumentVersion: String
InstanceId: String
MaxConcurrency: String
MaxErrors: String
Name: String
OutputLocation:
InstanceAssociationOutputLocation (p. 6282)
Parameters:
Key : Value
ScheduleExpression: String
SyncCompliance: String
Targets:
- Target (p. 6283)
WaitForSuccessTimeoutSeconds: Integer

プロパティ
ApplyOnlyAtCronInterval
デフォルトでは、新しい関連付けを作成すると、その作成直後にシステムによってその関連付けは実
行され、以降は指定したスケジュールに従って実行されます。関連付けがその作成直後に実行されな
いようにする場合は、このオプションを指定します。このパラメータは、rate 式ではサポートされて
いません。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
AssociationName
関連付けにわかりやすい名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: No interruption
AutomationTargetParameterName
関連付けのターゲットを指定します。このターゲットは、レート制御を使用した、オートメーショ
ンランブックおよびターゲットリソースを使用する関連付けに必要です。オートメーションは AWS
Systems Manager の一機能です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 50
Update requires: No interruption
CalendarNames
関連付けがゲートされている Change Calendar タイプドキュメントの名前または Amazon リソース
ネーム (ARN) 。関連付けは、そのChange Calendarが開いている場合にのみ実行されます。詳細につ
いては、AWS Systems Manager Change Calendar を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ComplianceSeverity
関連付けに割り当てられる重大度。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CRITICAL | HIGH | LOW | MEDIUM | UNSPECIFIED
Update requires: No interruption
DocumentVersion
ターゲットと関連付ける SSM ドキュメントのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ([$]LATEST|[$]DEFAULT|^[1-9][0-9]*$)
Update requires: No interruption
InstanceId
SSM ドキュメントが関連付けられるインスタンスの ID。InstanceId または Targets プロパティ
を指定する必要があります。

Note

InstanceId は廃止されています。関連付けのインスタンス ID を指定するには、Targets
パラメータを使用します。パラメータを使用する場合 InstanceId、パラメータ
AssociationName、DocumentVersion、MaxErrors、MaxConcurrency、OutputLocation、Schedule
を使用することはできません。これらのパラメータを使用するには、 Targets パラメータ
を使用する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
パターン: (^i-(\w{8}|\w{17})$)|(^mi-\w{17}$)
Update requires: No interruption
MaxConcurrency
関連付けを同時に実行できるターゲットの最大数。数値 (10 など) またはターゲットセットのパーセン
ト数 (10% など) を指定できます。デフォルト値は 100% です。これは、すべてのターゲットが同時に
関連付けを実行することを意味します。
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Systems Manager が MaxConcurrency の関連付けを実行している間に、新しいインスタンスが起動
して関連付けを実行しようとすると、関連付けの実行が許可されます。次の関連付け間隔の間、新し
いインスタンスは、MaxConcurrency に指定された制限内でその関連付けを処理します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 7
パターン: ^([1-9][0-9]*|[1-9][0-9]%|[1-9]%|100%)$
Update requires: No interruption
MaxErrors
追加のターゲットで関連付けを実行するリクエストの送信がシステムで停止されるまでに許容される
エラー数。エラーの絶対数 (10 など) またはターゲットセットのパーセント数 (10% など) を指定でき
ます。たとえば、3 を指定した場合、4 番目のエラーが受信されると、システムからリクエストが送
信されなくなります。0 を指定した場合、最初のエラーが返された後、システムでリクエストの送信
が停止されます。50 個のインスタンスで関連付けを実行して MaxError を 10% に設定した場合、6
番目のエラーを受信すると、システムでリクエストの送信が停止されます。
MaxErrors に達したときに既に関連付けを実行中の実行については、完了はできますが、一部の
実行が失敗する場合があります。実行が失敗した max-errors を超えないようにする必要がある場合
は、MaxConcurrency を 1 に設定して、実行が一度に 1 つずつ実行されるようにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 7
パターン: ^([1-9][0-9]*|[0]|[1-9][0-9]%|[0-9]%|100%)$
Update requires: No interruption
Name
インスタンスの設定情報を含む SSM ドキュメントの名前。Command または Automation ドキュメ
ントを指定できます。ドキュメントには、AWS 定義済みドキュメント、作成したドキュメント、ま
たは別のアカウントから共有されているドキュメントがあります。他の AWS accounts から共有され
る SSM ドキュメントの場合は、完全な SSM ドキュメント ARN を次の形式で指定する必要がありま
す。
arn:partition:ssm:region:account-id:document/document-name
例: arn:aws:ssm:us-east-2:12345678912:document/My-Shared-Document
アカウントで作成した AWS 定義済みドキュメントおよび SSM ドキュメントの場合、ドキュメント名
を指定するだけで済みます。例えば、AWS-ApplyPatchBaseline や My-Document などです。
必須: はい
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.:/]{3,128}$
Update requires: No interruption
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OutputLocation
このリクエストの出力の詳細を保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
必須: いいえ
タイプ: InstanceAssociationOutputLocation (p. 6282)
Update requires: No interruption
Parameters
ドキュメントのランタイム設定のパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Json のマップ
Update requires: No interruption
ScheduleExpression
関連付けが実行されるときにスケジュールを指定する Cron 式。スケジュールは、協定世界時 (UTC)
基準で実行されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: No interruption
SyncCompliance
関連付けのコンプライアンスを生成するためのモード。AUTO または MANUAL を指定できます。AUTO
モードでは、関連付け実行のステータスを使用してコンプライアンスステータスが判断されます。関
連付け実行が正常に実行された場合、関連付けは COMPLIANT です。関連付け実行が正常に実行され
ない場合、関連付けは NON-COMPLIANT です。
MANUAL モードでは、PutCompreianceItems API アクションのパラメータとして AssociationId を
指定する必要があります。この場合、コンプライアンスデータは、ステートマネージャーによって管
理されません。これは、PutComprianceItems API アクションの直接呼び出しによって管理されます。
デフォルトでは、すべての関連付けは、AUTO モードを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AUTO | MANUAL
Update requires: No interruption
Targets
関連付けのターゲット。InstanceId または Targets プロパティを指定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: Target (p. 6283) のリスト
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最大: 5
Update requires: No interruption
WaitForSuccessTimeoutSeconds
スタックの実行を続行する前に、関連付けのステータスが「Success」と表示されるまでサービスが
待機する秒数。指定した秒数が経過しても関連付けステータスが「Success」と表示されない場合、
スタックの作成は失敗します。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
AssociationId
Property description not available.

例
特定のインスタンスの関連付けを作成する
次の例では、AWS-RunShellScript SSM ドキュメントを使用する関連付けを作成します。関連付けは、特
定のインスタンスに対して単純なコマンドを実行します。

JSON
{

}

"Resources": {
"SpecificInstanceIdAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "AWS-RunShellScript",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-1234567890abcdef0"
]
}
],
"Parameters": {
"commands": [
"ls"
],
"workingDirectory": [
"/"
]
},
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300
}
}
}
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YAML
--Resources:
SpecificInstanceIdAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
Name: AWS-RunShellScript
Targets:
- Key: InstanceIds
Values:
- i-1234567890abcdef0
Parameters:
commands:
- ls
workingDirectory:
- "/"
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300

AWS account のすべてのマネージドインスタンスの関連付けを作成する
次の例では、AWS-UpdateSSMAgent SSM ドキュメントを使用する関連付けを作成します。関連付けは、
指定された CRON スケジュールに従って、ユーザーの AWS account 内のすべてのマネージドインスタン
ス (Systems Manager 用に設定されたインスタンス) の SSM エージェントを更新します。

JSON
{

}

"Resources": {
"AllInstanceIdsAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"AssociationName": "UpdateSSMAgent",
"Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
"ScheduleExpression": "cron(0 2 ? * SUN *)",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"*"
]
}
],
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300
}
}
}

YAML
--Resources:
AllInstanceIdsAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
AssociationName: UpdateSSMAgent
Name: AWS-UpdateSSMAgent
ScheduleExpression: cron(0 2 ? * SUN *)
Targets:
- Key: InstanceIds
Values:
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- "*"
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300

特定のタグの関連付けを作成する
次の例では、AWS-UpdateSSMAgent SSM ドキュメントを使用する関連付けを作成します。関連付け
は、Environment のタグキーと Production の値が割り当てられているすべてのマネージドインスタン
スで SSM エージェントを更新します。関連付けは、指定されたレート式に従って 7 日ごとに実行されま
す。

JSON
{

}

"Resources": {
"TaggedInstancesAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"AssociationName": "UpdateSSMAgent",
"Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
"ScheduleExpression": "rate(7 days)",
"Targets": [
{
"Key": "tag:Environment",
"Values": [
"Production"
]
}
],
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300
}
}
}

YAML
--Resources:
TaggedInstancesAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
AssociationName: UpdateSSMAgent
Name: AWS-UpdateSSMAgent
ScheduleExpression: rate(7 days)
Targets:
- Key: tag:Environment
Values:
- Production
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300

オートメーションドキュメントとインスタンスとの関連付けを作成する
次の例では、AWS-StopEC2Instance オートメーションドキュメントを特定のインスタンスに割り当てる
関連付けを作成します。

Note
この例では、Amazon リソースネーム (ARN) (arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/
AmazonEC2FullAccess) を指定します。このポリシーは、インスタンスの停止に必要なアクセ
ス許可以上のものを実現します。アクセス許可がより制限されたポリシーを使用することをお勧
めします。
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JSON
{

}

"Resources": {
"AutomationExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm.amazonaws.com"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"
]
}
},
"AutomationAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "AWS-StopEC2Instance",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": [
"AutomationExecutionRole.Arn"
]
},
"Targets": [
{
"Key": "ParameterValues",
"Values": [
"i-1234567890abcdef0"
]
}
],
"AutomationTargetParameterName": "InstanceId"
}
}
}

YAML
--Resources:
AutomationExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: ssm.amazonaws.com
Action:
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- sts:AssumeRole
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess
AutomationAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
Name: AWS-StopEC2Instance
Parameters:
AutomationAssumeRole:
- !GetAtt AutomationExecutionRole.Arn
Targets:
- Key: ParameterValues
Values:
- i-1234567890abcdef0
AutomationTargetParameterName: InstanceId

レート制御を使用してログ出力を Amazon S3 に送信する関連付けを作成する
次の例では、レート制御を使用する関連付けを作成します。関連付けは、一度に 20% のインスタンスでの
み SSM Agent の更新を試行します。Systems Manager は、インスタンスの総数の 5% で実行が失敗した
場合、追加のインスタンスでの関連付けの実行を停止します。また、Systems Manager は、関連付けの出
力を Amazon S3 にログ記録します。

JSON
{

}

"Resources": {
"RateControlAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"*"
]
}
],
"MaxConcurrency": "20%",
"MaxErrors": "5%"
},
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "MyAssociationOutputBucket",
"OutputS3KeyPrefix": "my-agent-update-output"
}
},
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300
}
}

YAML
--Resources:
RateControlAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
Name: AWS-UpdateSSMAgent
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Targets:
- Key: InstanceIds
Values:
- "*"
MaxConcurrency: 20%
MaxErrors: 5%
OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: MyAssociationOutputBucket
OutputS3KeyPrefix: my-agent-update-output
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300

Ansible で動作する関連付けを作成する
次の例では、Ansible と Systems Manager を使用して Nginx をデプロイする関連付けを作成します。この
テンプレートは、Github リポジトリから Ansible Playbook をコピーします。ターゲットはインスタンス
ID に基づいています。

JSON
{

"Description": "Deploy Single EC2 Linux Instance",
"Parameters": {
"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
},
"GitHubOwner": {
"Type": "String"
},
"GitHubRepo": {
"Type": "String"
},
"GitHubBranch": {
"Type": "String"
}
},
"Resources": {
"SSMAssocLogs": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"SSMInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*"
],
"Effect": "Allow"
}
]
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},
"PolicyName": "ssm-custom-s3-policy"

},
{

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*",
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "s3-instance-bucket-policy"

}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

}
},
"SSMInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Roles": [
"SSMInstanceRole"
]
}
},
"EC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "LatestAmiId",
"InstanceType": "t3.small",
"IamInstanceProfile": "SSMInstanceProfile"
}
},
"AnsibleAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "AWS-ApplyAnsiblePlaybooks",
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"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300,
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"EC2Instance"
]
}
],
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "SSMAssocLogs",
"OutputS3KeyPrefix": "logs/"
}
},
"Parameters": {
"SourceType": [
"GitHub"
],
"SourceInfo": [
"{\"owner\":\"${GitHubOwner}\",\n\"repository\":\"${GitHubRepo}\",\n\"path\":
\"\",\n\"getOptions\":\"branch:${GitHubBranch}\"}\n"
],
"InstallDependencies": [
"True"
],
"PlaybookFile": [
"playbook.yml"
],
"ExtraVariables": [
"SSM=True"
],
"Check": [
"False"
],
"Verbose": [
"-v"
]
}
}
}
},
"Outputs": {
"WebServerPublic": {
"Value": "EC2Instance.PublicDnsName",
"Description": "Public DNS for WebServer"
}
}
}

YAML
--Description: "Deploy Single EC2 Linux Instance"
Parameters:
# Using SSM Parameter Store to fetch the Latest AMI for Amazon Linux, eliminates the need
for AMI Mappings
LatestAmiId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
GitHubOwner:
Type: 'String'
GitHubRepo:
Type: 'String'
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GitHubBranch:
Type: 'String'
Resources:
SSMAssocLogs:
Type: AWS::S3::Bucket
SSMInstanceRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-custom-s3-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
- s3:ListBucket
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}'
Effect: Allow
PolicyName: s3-instance-bucket-policy
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Roles:
- !Ref SSMInstanceRole
EC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: "t3.small"
IamInstanceProfile: !Ref SSMInstanceProfile
AnsibleAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
# Here using the AWS-ApplyAnsiblePlaybooks
Name: AWS-ApplyAnsiblePlaybooks
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300
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# Targeting Instance by InstanceId passed from the Logical ID of Instance being
created
# in CloudFormation
Targets:
- Key: InstanceIds
Values: [ !Ref EC2Instance ]
OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: !Ref SSMAssocLogs
OutputS3KeyPrefix: 'logs/'
Parameters:
# Getting an Ansible Playbook from a GitHub Location
SourceType:
- 'GitHub'
# At a minimum must include the following GitHub repo information, if using a
private repo
# would want to include the GitHub Token option
SourceInfo:
- !Sub |
{"owner":"${GitHubOwner}",
"repository":"${GitHubRepo}",
"path":"",
"getOptions":"branch:${GitHubBranch}"}
# Installing Ansible and its dependencies
InstallDependencies:
- 'True'
# Playbook file we want to run
PlaybookFile:
- 'playbook.yml'
ExtraVariables:
- 'SSM=True'
Check:
- 'False'
Verbose:
- '-v'
Outputs:
WebServerPublic:
Value: !GetAtt 'EC2Instance.PublicDnsName'
Description: Public DNS for WebServer

bash スクリプトを実行する関連付けを作成する
次の例では、bash スクリプトを実行する関連付けを作成します。ターゲットはタグに基づいています。

JSON
{

"Description": "Deploy Single EC2 Linux Instance Install and Install Nginx by a State
Manager Association",
"Parameters": {
"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
}
},
"Resources": {
"SSMAssocLogs": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"SSMInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
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"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "ssm-custom-s3-policy"

},
{

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*",
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "s3-instance-bucket-policy"

}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

}
},
"SSMInstanceProfile": {
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"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Roles": [
"SSMInstanceRole"
]
}
},
"EC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "LatestAmiId",
"InstanceType": "t3.medium",
"IamInstanceProfile": "SSMInstanceProfile",
"Tags": [
{
"Key": "nginx",
"Value": "yes"
}
]
}
},
"NginxAssociation": {
"DependsOn": "EC2Instance",
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "AWS-RunShellScript",
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300,
"Targets": [
{
"Key": "tag:nginx",
"Values": [
"yes"
]
}
],
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "SSMAssocLogs",
"OutputS3KeyPrefix": "logs/"
}
},
"Parameters": {
"commands": [
"sudo amazon-linux-extras install nginx1 -y\nsudo service nginx start\n"
]
}
}
}

}

},
"Outputs": {
"WebServerPublic": {
"Value": "EC2Instance.PublicDnsName",
"Description": "Public DNS for WebServer"
}
}

YAML
--Description: "Deploy Single EC2 Linux Instance Install and Install Nginx by a State Manager
Association"
Parameters:
LatestAmiId:

API バージョン 2010-05-15
6246

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value*<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
Resources:
SSMAssocLogs:
Type: AWS::S3::Bucket
# Role that allows SSM Agent to communicate with SSM and allows use of all features of
SSM
SSMInstanceRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-custom-s3-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
- s3:ListBucket
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}'
Effect: Allow
PolicyName: s3-instance-bucket-policy
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Roles:
- !Ref SSMInstanceRole
EC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: "t3.medium"
IamInstanceProfile: !Ref SSMInstanceProfile
Tags:
- Key: 'nginx'
Value: 'yes'
NginxAssociation:
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to

DependsOn: EC2Instance
# CloudFormation Resource Type that creates State Manager Associations
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
# Command Document that this Association will run
Name: AWS-RunShellScript
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300
# Targeting Instance by Tags
Targets:
- Key: tag:nginx
Values:
- 'yes'
# The passing in the S3 Bucket that is created in the template that logs will be sent

OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: !Ref SSMAssocLogs
OutputS3KeyPrefix: 'logs/'
# Parameters for the AWS-RunShellScript, in this case commands to install nginx
Parameters:
commands:
- |
sudo amazon-linux-extras install nginx1 -y
sudo service nginx start
Outputs:
WebServerPublic:
Value: !GetAtt 'EC2Instance.PublicDnsName'
Description: Public DNS for WebServer

Systems Manager オートメーションで bash スクリプトを実行する関連付けを作成する
次の例では、ステートマネージャーとオートメーションを使用して bash スクリプトを複数のステップで
実行する関連付けを作成します。ターゲットはタグに基づいています。

JSON
{

"Description": "Deploy Single EC2 Linux Instance",
"Parameters": {
"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
}
},
"Resources": {
"SSMAssocLogs": {
"Type": "AWS::S3::Bucket"
},
"nginxInstallAutomation": {
"Type": "AWS::SSM::Document",
"Properties": {
"DocumentType": "Automation",
"Content": {
"schemaVersion": "0.3",
"description": "Updates AMI with Linux distribution packages and installs Nginx
software",
"assumeRole": "{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters": {
"InstanceId": {
"description": "ID of the Instance.",
"type": "String"
},
"AutomationAssumeRole": {
"default": "",
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"description": "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to
perform the actions on your behalf.",
"type": "String"
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "updateOSSoftware",
"action": "aws:runCommand",
"maxAttempts": 3,
"timeoutSeconds": 3600,
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true"
},
"Parameters": {
"commands": [
"#!/bin/bash\nsudo yum update -y\nneeds-restarting -r\nif [ $? -eq
1 ]\nthen\n
exit 194\nelse\n
exit 0\nfi\n"
]
}
}
},
{
"name": "InstallNginx",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true"
},
"Parameters": {
"commands": [
"sudo amazon-linux-extras install nginx1 -y\nsudo service nginx start
\n"
]
}
}
},
{
"name": "TestInstall",
"action": "aws:runCommand",
"maxAttempts": 3,
"timeoutSeconds": 3600,
"onFailure": "Abort",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"Parameters": {
"commands": [
"curl localhost\n"
]
}
}
}
]
}
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}
},
"SSMExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:StartAssociationsOnce",
"ssm:CreateAssociation",
"ssm:CreateAssociationBatch",
"ssm:UpdateAssociation"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "ssm-association"
}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
}
},
"SSMInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*"
],
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}

"Effect": "Allow"

]
},
"PolicyName": "ssm-custom-s3-policy"

},
{

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*",
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "s3-instance-bucket-policy"

}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

}
},
"SSMInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Roles": [
"SSMInstanceRole"
]
}
},
"EC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "LatestAmiId",
"InstanceType": "t3.medium",
"IamInstanceProfile": "SSMInstanceProfile",
"Tags": [
{
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]

}

"Key": "nginx",
"Value": true

}
},
"NginxAssociation": {
"DependsOn": "EC2Instance",
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"Name": "nginxInstallAutomation",
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300,
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "SSMAssocLogs",
"OutputS3KeyPrefix": "logs/"
}
},
"AutomationTargetParameterName": "InstanceId",
"Parameters": {
"AutomationAssumeRole": [
"SSMExecutionRole.Arn"
]
},
"Targets": [
{
"Key": "tag:nginx",
"Values": [
true
]
}
]
}
}

}

},
"Outputs": {
"WebServerPublic": {
"Value": "EC2Instance.PublicDnsName",
"Description": "Public DNS for WebServer"
}
}

YAML
--Description: "Deploy Single EC2 Linux Instance"
Parameters:
LatestAmiId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2"
Resources:
SSMAssocLogs:
Type: AWS::S3::Bucket
nginxInstallAutomation:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
DocumentType: Automation
Content:
schemaVersion: "0.3"
description: "Updates AMI with Linux distribution packages and installs Nginx
software"
assumeRole: "{{AutomationAssumeRole}}"
parameters:
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InstanceId:
description: "ID of the Instance."
type: "String"
AutomationAssumeRole:
default: ""
description: "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to perform
the actions on your behalf."
type: "String"
mainSteps:
- name: "updateOSSoftware"
action: "aws:runCommand"
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 3600
inputs:
DocumentName: "AWS-RunShellScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
Parameters:
commands:
- |
#!/bin/bash
sudo yum update -y
needs-restarting -r
if [ $? -eq 1 ]
then
exit 194
else
exit 0
fi
- name: "InstallNginx"
action: "aws:runCommand"
inputs:
DocumentName: "AWS-RunShellScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
Parameters:
commands:
- |
sudo amazon-linux-extras install nginx1 -y
sudo service nginx start
- name: "TestInstall"
action: "aws:runCommand"
maxAttempts: 3
timeoutSeconds: 3600
onFailure: "Abort"
inputs:
DocumentName: "AWS-RunShellScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
Parameters:
commands:
- |
curl localhost
SSMExecutionRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- ssm:StartAssociationsOnce
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- ssm:CreateAssociation
- ssm:CreateAssociationBatch
- ssm:UpdateAssociation
Resource: '*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-association
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-custom-s3-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
- s3:ListBucket
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}/*'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${SSMAssocLogs}'
Effect: Allow
PolicyName: s3-instance-bucket-policy
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Roles:

API バージョン 2010-05-15
6254

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager
- !Ref SSMInstanceRole
EC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: "t3.medium"
IamInstanceProfile: !Ref SSMInstanceProfile
Tags:
- Key: nginx
Value: Yes
NginxAssociation:
DependsOn: EC2Instance
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
Name: !Ref nginxInstallAutomation
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300
OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: !Ref SSMAssocLogs
OutputS3KeyPrefix: 'logs/'
AutomationTargetParameterName: InstanceId
Parameters:
AutomationAssumeRole:
- !GetAtt 'SSMExecutionRole.Arn'
Targets:
- Key: tag:nginx
Values:
- Yes
Outputs:
WebServerPublic:
Value: !GetAtt 'EC2Instance.PublicDnsName'
Description: Public DNS for WebServer

Windows Active Directory ドメインにターゲットを結合する関連付けを作成する
次の例では、ステートマネージャーを使用して Windows Active Directory ドメインにターゲットを結合す
る関連付けを作成します。ターゲットはタグに基づいています。

JSON
{

"Description": "Deploy single windows EC2 Instance and join domain with SSM Association",
"Parameters": {
"DomainAdminPassword": {
"AllowedPattern": "(?=^.{6,255}$)((?=.*\\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\\d)(?=.*[^AZa-z0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^AZa-z0-9]))^.*",
"Description": "Password for the domain admin user. Must be at least 8 characters,
containing letters, numbers, and symbols.",
"MaxLength": "32",
"MinLength": "8",
"NoEcho": "true",
"Type": "String"
},
"DomainAdminUser": {
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"Default": "Admin",
"Description": "User name for the account that will be used as domain administrator.
This is separate from the default \"Administrator\" account.",
"MaxLength": "25",
"MinLength": "5",
"Type": "String"
},
"DomainDNSName": {
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"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9\\-]+\\..+",
"Default": "example.com",
"Description": "Fully qualified domain name (FQDN).",
"MaxLength": "255",
"MinLength": "2",
"Type": "String"
},
"DomainMemberSGID": {
"Description": "ID of the domain member security group (e.g., sg-7f16e910).",
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup::Id"
},
"DomainNetBIOSName": {
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9\\-]+",
"Default": "EXAMPLE",
"Description": "NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of earlier
versions of Windows.",
"MaxLength": "15",
"MinLength": "1",
"Type": "String"
},
"EC2InstanceType": {
"AllowedValues": [
"t3.nano",
"t3.micro",
"t3.small",
"t3.medium",
"t3.large",
"t3.xlarge",
"t3.2xlarge",
"m5.large",
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge"
],
"Default": "m5.large",
"Description": "Amazon EC2 instance type",
"Type": "String"
},
"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-Base"
},
"SubnetID": {
"Description": "ID of a Subnet.",
"Type": "AWS::EC2::Subnet::Id"
}
},
"Resources": {
"DSCBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
{
"Id": "DeleteAfter30Days",
"ExpirationInDays": 30,
"Status": "Enabled",
"Prefix": "logs/"
}
]
}
}
},
"DomainJoinSecrets": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
"Name": "DomainJoinSecrets-${AWS::StackName}",
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"Description": "Secrets to join AD domain",
"SecretString": "{\"username\":\"${DomainNetBIOSName}\\\\${DomainAdminUser}\",
\"password\":\"${DomainAdminPassword}\"}"
}
},
"LambdaSSMRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"${DSCBucket.Arn}",
"${DSCBucket.Arn}/*"
]
}
]
},
"PolicyName": "write-mof-s3"
}
],
"Path": "/",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"lambda.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
]
}
},
"WriteMOFFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Code": {
"ZipFile": "var AWS = require('aws-sdk'), s3 = new AWS.S3(); const response
= require(\"cfn-response\"); exports.handler = async (event, context) => {\n
console.log(JSON.stringify(event));\n if (event.RequestType === 'Delete') {\n
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {})\n
return;\n }\n function
postResponse(event, context, status, data){\n
return new Promise((resolve, reject)
=> {\n
setTimeout(() => response.send(event, context, status, data), 5000)\n
});\n }\n await s3.putObject({\n
Body: event.ResourceProperties.Body,\n
Bucket:
event.ResourceProperties.Bucket,\n
Key: event.ResourceProperties.Key\n }).promise();\n
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {});\n};\n"
},
"Handler": "index.handler",
"Role": "LambdaSSMRole.Arn",
"Runtime": "nodejs10.x",
"Timeout": 10
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}
},
"WriteDomainJoinMOF": {
"Type": "Custom::WriteMOFFile",
"Properties": {
"ServiceToken": "WriteMOFFunction.Arn",
"Bucket": "DSCBucket",
"Key": "DomainJoin-${AWS::StackName}.mof",
"Body": "/*\n@TargetNode='localhost'\n*/\ninstance of MSFT_Credential as
$MSFT_Credential1ref\n{\nPassword = \"managementgovernancesample\";\n UserName
= \"${DomainJoinSecrets}\";\n\n};\ninstance of DSC_Computer as $DSC_Computer1ref
\n{\nResourceID = \"[Computer]JoinDomain\";\n Credential = $MSFT_Credential1ref;
\n DomainName = \"{tag:DomainToJoin}\";\n Name = \"{tag:Name}\";\n ModuleName =
\"ComputerManagementDsc\";\n ModuleVersion = \"8.0.0\";\n ConfigurationName = \"DomainJoin
\";\n};\ninstance of OMI_ConfigurationDocument\n
{\n Version=\"2.0.0\";
\n
MinimumCompatibleVersion = \"1.0.0\";\n
CompatibleVersionAdditionalProperties= {\"Omi_BaseResource:ConfigurationName\"};\n
Name=\"DomainJoin\";\n
};
\n"
}
},
"SSMInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "ssm-custom-s3-policy"
},
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": [
"DomainJoinSecrets"
]
}
]
},
"PolicyName": "ssm-secrets-policy"
},
{
"PolicyDocument": {
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}/*",
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "s3-instance-bucket-policy"

}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}

}
},
"SSMInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Roles": [
"SSMInstanceRole"
]
}
},
"WINEC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "LatestAmiId",
"InstanceType": "EC2InstanceType",
"IamInstanceProfile": "SSMInstanceProfile",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeleteOnTermination": true,
"DeviceIndex": "0",
"SubnetId": "SubnetID",
"GroupSet": [
"DomainMemberSGID"
]
}
],
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"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "WindowsBox0"
},
{
"Key": "DomainToJoin",
"Value": "DomainDNSName"
}
]

}
},
"JoinDomainAssociation": {
"DependsOn": [
"WINEC2Instance",
"WriteDomainJoinMOF"
],
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 300,
"Name": "AWS-ApplyDSCMofs",
"Targets": [
{
"Key": "tag:DomainToJoin",
"Values": [
"DomainDNSName"
]
}
],
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "DSCBucket",
"OutputS3KeyPrefix": "logs/"
}
},
"ScheduleExpression": "cron(30 23 * * ? *)",
"MaxErrors": 1,
"MaxConcurrency": 1,
"Parameters": {
"MofsToApply": [
"s3:${DSCBucket}:DomainJoin-${AWS::StackName}.mof"
],
"ServicePath": [
"default"
],
"MofOperationMode": [
"Apply"
],
"ComplianceType": [
"Custom:DomainJoinSample"
],
"ModuleSourceBucketName": [
"NONE"
],
"AllowPSGalleryModuleSource": [
"True"
],
"RebootBehavior": [
"AfterMof"
],
"UseComputerNameForReporting": [
"False"
],
"EnableVerboseLogging": [
"False"
],
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}

}

}

}

}

"EnableDebugLogging": [
"False"
]

YAML
--Description: "Deploy single windows EC2 Instance and join domain with SSM Association"
Parameters:
DomainAdminPassword:
AllowedPattern: (?=^.{6,255}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Zaz0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^A-Zaz0-9]))^.*
Description: Password for the domain admin user. Must be at least 8 characters,
containing letters, numbers, and symbols.
MaxLength: '32'
MinLength: '8'
NoEcho: 'true'
Type: String
DomainAdminUser:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
Default: Admin
Description: User name for the account that will be used as domain administrator. This
is separate from the default "Administrator" account.
MaxLength: '25'
MinLength: '5'
Type: String
DomainDNSName:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9\-]+\..+'
Default: example.com
Description: Fully qualified domain name (FQDN).
MaxLength: '255'
MinLength: '2'
Type: String
DomainMemberSGID:
Description: ID of the domain member security group (e.g., sg-7f16e910).
Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id
DomainNetBIOSName:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9\-]+'
Default: EXAMPLE
Description: NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of earlier
versions of Windows.
MaxLength: '15'
MinLength: '1'
Type: String
EC2InstanceType:
AllowedValues:
- t3.nano
- t3.micro
- t3.small
- t3.medium
- t3.large
- t3.xlarge
- t3.2xlarge
- m5.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
Default: m5.large
Description: Amazon EC2 instance type
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Type: String
LatestAmiId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-Base"
SubnetID:
Description: ID of a Subnet.
Type: AWS::EC2::Subnet::Id
Resources:
DSCBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
LifecycleConfiguration:
Rules:
- Id: DeleteAfter30Days
ExpirationInDays: 30
Status: Enabled
Prefix: 'logs/'
DomainJoinSecrets:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Name: !Sub 'DomainJoinSecrets-${AWS::StackName}'
Description: Secrets to join AD domain
SecretString: !Sub '{"username":"${DomainNetBIOSName}\\
${DomainAdminUser}","password":"${DomainAdminPassword}"}'
LambdaSSMRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- s3:PutObject
Resource:
- !Sub "${DSCBucket.Arn}"
- !Sub "${DSCBucket.Arn}/*"
PolicyName: write-mof-s3
Path: /
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- lambda.amazonaws.com
Action: sts:AssumeRole
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole'
WriteMOFFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
ZipFile: >
var AWS = require('aws-sdk'), s3 = new AWS.S3();
const response = require("cfn-response");
exports.handler = async (event, context) => {
console.log(JSON.stringify(event));
if (event.RequestType === 'Delete') {
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {})
return;
}
function postResponse(event, context, status, data){
return new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => response.send(event, context, status, data), 5000)
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});
}
await s3.putObject({
Body: event.ResourceProperties.Body,
Bucket: event.ResourceProperties.Bucket,
Key: event.ResourceProperties.Key
}).promise();
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {});

};
Handler: index.handler
Role: !GetAtt LambdaSSMRole.Arn
Runtime: nodejs10.x
Timeout: 10
WriteDomainJoinMOF:
Type: Custom::WriteMOFFile
Properties:
ServiceToken: !GetAtt WriteMOFFunction.Arn
Bucket: !Ref DSCBucket
Key: !Sub "DomainJoin-${AWS::StackName}.mof"
Body: !Sub |
/*
@TargetNode='localhost'
*/
instance of MSFT_Credential as $MSFT_Credential1ref
{
Password = "managementgovernancesample";
UserName = "${DomainJoinSecrets}";

};
instance of DSC_Computer as $DSC_Computer1ref
{
ResourceID = "[Computer]JoinDomain";
Credential = $MSFT_Credential1ref;
DomainName = "{tag:DomainToJoin}";
Name = "{tag:Name}";
ModuleName = "ComputerManagementDsc";
ModuleVersion = "8.0.0";
ConfigurationName = "DomainJoin";
};
instance of OMI_ConfigurationDocument
{
Version="2.0.0";
MinimumCompatibleVersion = "1.0.0";
CompatibleVersionAdditionalProperties=
{"Omi_BaseResource:ConfigurationName"};
Name="DomainJoin";
};
SSMInstanceRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-custom-s3-policy
- PolicyDocument:
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Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- secretsmanager:GetSecretValue
- secretsmanager:DescribeSecret
Resource:
- !Ref 'DomainJoinSecrets'
PolicyName: ssm-secrets-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
- s3:ListBucket
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}/*'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}'
Effect: Allow
PolicyName: s3-instance-bucket-policy
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonEC2ReadOnlyAccess'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Roles:
- !Ref SSMInstanceRole
WINEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: !Ref EC2InstanceType
IamInstanceProfile: !Ref SSMInstanceProfile
NetworkInterfaces:
- DeleteOnTermination: true
DeviceIndex: '0'
SubnetId: !Ref 'SubnetID'
GroupSet:
- !Ref DomainMemberSGID
Tags:
- Key: "Name"
Value: "WindowsBox0"
- Key: "DomainToJoin"
Value: !Ref "DomainDNSName"
JoinDomainAssociation:
DependsOn:
- WINEC2Instance
- WriteDomainJoinMOF
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 300
Name: AWS-ApplyDSCMofs
Targets:
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- Key: "tag:DomainToJoin"
Values:
- !Ref "DomainDNSName"
OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: !Ref DSCBucket
OutputS3KeyPrefix: 'logs/'
ScheduleExpression: "cron(30 23 * * ? *)"
MaxErrors: 1
MaxConcurrency: 1
Parameters:
MofsToApply:
- !Sub "s3:${DSCBucket}:DomainJoin-${AWS::StackName}.mof"
ServicePath:
- default
MofOperationMode:
- Apply
ComplianceType:
- Custom:DomainJoinSample
ModuleSourceBucketName:
- "NONE"
AllowPSGalleryModuleSource:
- "True"
RebootBehavior:
- "AfterMof"
UseComputerNameForReporting:
- "False"
EnableVerboseLogging:
- "False"
EnableDebugLogging:
- "False"

Windows Active Directory ドメインにターゲットを結合し、Systems Manager オートメーション
を使用する関連付けを作成する
次の例では、ステートマネージャーとオートメーションを使用して、Windows Active Directory ドメインに
ターゲットを結合する関連付けを作成します。ターゲットはタグに基づいています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Deploy single windows EC2 Instance and join domain with SSM Association",
"Parameters": {
"DomainAdminPassword": {
"AllowedPattern": "(?=^.{6,255}$)((?=.*\\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\\d)(?=.*[^AZa-z0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^AZa-z0-9]))^.*",
"Description": "Password for the domain admin user. Must be at least 8 characters,
containing letters, numbers, and symbols.",
"MaxLength": "32",
"MinLength": "8",
"NoEcho": "true",
"Type": "String"
},
"DomainAdminUser": {
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9]*",
"Default": "Admin",
"Description": "User name for the account that will be used as domain administrator.
This is separate from the default \"Administrator\" account.",
"MaxLength": "25",
"MinLength": "5",
"Type": "String"
},
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"DomainDNSName": {
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9\\-]+\\..+",
"Default": "example.com",
"Description": "Fully qualified domain name (FQDN).",
"MaxLength": "255",
"MinLength": "2",
"Type": "String"
},
"DomainMemberSGID": {
"Description": "ID of the domain member security group (e.g., sg-7f16e910).",
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup::Id"
},
"DomainNetBIOSName": {
"AllowedPattern": "[a-zA-Z0-9\\-]+",
"Default": "EXAMPLE",
"Description": "NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of earlier
versions of Windows.",
"MaxLength": "15",
"MinLength": "1",
"Type": "String"
},
"EC2InstanceType": {
"AllowedValues": [
"t3.nano",
"t3.micro",
"t3.small",
"t3.medium",
"t3.large",
"t3.xlarge",
"t3.2xlarge",
"m5.large",
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge"
],
"Default": "m5.large",
"Description": "Amazon EC2 instance type",
"Type": "String"
},
"LatestAmiId": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
"Default": "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-Base"
},
"SubnetID": {
"Description": "ID of a Subnet.",
"Type": "AWS::EC2::Subnet::Id"
}
},
"Resources": {
"DSCBucket": {
"Type": "AWS::S3::Bucket",
"Properties": {
"LifecycleConfiguration": {
"Rules": [
{
"Id": "DeleteAfter30Days",
"ExpirationInDays": 30,
"Status": "Enabled",
"Prefix": "logs/"
}
]
}
}
},
"DomainJoinSecrets": {
"Type": "AWS::SecretsManager::Secret",
"Properties": {
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"Name": "DomainJoinSecrets-${AWS::StackName}",
"Description": "Secrets to join AD domain",
"SecretString": "{\"username\":\"${DomainAdminUser}\",\"password\":
\"${DomainAdminPassword}\"}"
}
},
"LambdaSSMRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"${DSCBucket.Arn}",
"${DSCBucket.Arn}/*"
]
}
]
},
"PolicyName": "write-mof-s3"
}
],
"Path": "/",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"lambda.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
},
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
]
}
},
"WriteScriptFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Code": {
"ZipFile": "var AWS = require('aws-sdk'), s3 = new AWS.S3(); const response
= require(\"cfn-response\"); exports.handler = async (event, context) => {\n
console.log(JSON.stringify(event));\n if (event.RequestType === 'Delete') {\n
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {})\n
return;\n }\n function
postResponse(event, context, status, data){\n
return new Promise((resolve, reject)
=> {\n
setTimeout(() => response.send(event, context, status, data), 5000)\n
});\n }\n await s3.putObject({\n
Body: event.ResourceProperties.Body,\n
Bucket:
event.ResourceProperties.Bucket,\n
Key: event.ResourceProperties.Key\n }).promise();\n
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {});\n};\n"
},
"Handler": "index.handler",
"Role": "LambdaSSMRole.Arn",
"Runtime": "nodejs10.x",
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"Timeout": 10
}
},
"WriteDomainJoinScript": {
"Type": "Custom::WriteScript",
"Properties": {
"ServiceToken": "WriteScriptFunction.Arn",
"Bucket": "DSCBucket",
"Key": "DomainJoin.ps1",
"Body": "[CmdletBinding()]\n# Incoming Parameters for Script, CloudFormation
\\SSM Parameters being passed in\nparam(\n
[Parameter(Mandatory=$true)]\n
[string]$DomainNetBIOSName,\n\n
[Parameter(Mandatory=$true)]\n
[string]$DomainDNSName,\n\n
[Parameter(Mandatory=$true)]\n
[string]$AdminSecret
\n)\n\n# Formatting AD Admin User to proper format for JoinDomain DSC Resources in
this Script\n$DomainAdmin = 'Domain\\User' -replace 'Domain',$DomainNetBIOSName replace 'User',$UserName\n$Admin = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue
-SecretId $AdminSecret).SecretString\n$AdminUser = $DomainNetBIOSName + '\\' +
$Admin.UserName\n# Creating Credential Object for Administrator\n$Credentials = (NewObject PSCredential($AdminUser,(ConvertTo-SecureString $Admin.Password -AsPlainText
-Force)))\n# Getting the DSC Cert Encryption Thumbprint to Secure the MOF File\n
$DscCertThumbprint = (get-childitem -path cert:\\LocalMachine\\My | where { $_.subject
-eq \"CN=SampleDscEncryptCert\" }).Thumbprint\n# Getting the Name Tag of the Instance\n
$NameTag = (Get-EC2Tag -Filter @{ Name=\"resource-id\";Values=(Invoke-RestMethod -Method
Get -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)}| Where-Object { $_.Key eq \"Name\" })\n$NewName = $NameTag.Value\n\n# Creating Configuration Data Block that has
the Certificate Information for DSC Configuration Processing\n$ConfigurationData = @{\n
AllNodes = @(\n
@{\n
NodeName=\"*\"\n
CertificateFile = \"C:
\\awssample\\publickeys\\SamplePublicKey.cer\"\n
Thumbprint = $DscCertThumbprint
\n
PSDscAllowDomainUser = $true\n
},\n
@{\n
NodeName
= 'localhost'\n
}\n
)\n}\n\nConfiguration DomainJoin {\n
param(\n
[PSCredential] $Credentials\n
)\n\n
Import-Module -Name PSDesiredStateConfiguration
\n
Import-Module -Name ComputerManagementDsc\n
\n
Import-DscResource -Module
PSDesiredStateConfiguration\n
Import-DscResource -Module ComputerManagementDsc\n\n
Node 'localhost' {\n\n
Computer JoinDomain {\n
Name = $NewName\n
DomainName = $DomainDNSName\n
Credential = $Credentials\n
}\n
}\n}\n\nDomainJoin -OutputPath 'C:\\awssample\\DomainJoin' -ConfigurationData
$ConfigurationData -Credentials $Credentials\n"
}
},
"WriteInstallModuleScript": {
"Type": "Custom::WriteScript",
"Properties": {
"ServiceToken": "WriteScriptFunction.Arn",
"Bucket": "DSCBucket",
"Key": "install-modules.ps1",
"Body": "[CmdletBinding()]\nparam()\n\n\"Setting up Powershell Gallery to Install
DSC Modules\"\nInstall-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force
\nSet-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted\n\n\"Installing the needed
Powershell DSC modules for this Quick Start\"\nInstall-Module -Name ComputerManagementDsc
\nInstall-Module -Name PSDscResources\n\n\"Creating Directory for DSC Public Cert\"\nNewItem -Path C:\\awssample\\publickeys -ItemType directory -Force\n\n\"Setting up DSC
Certificate to Encrypt Credentials in MOF File\"\n$cert = New-SelfSignedCertificate -Type
DocumentEncryptionCertLegacyCsp -DnsName 'SampleDscEncryptCert' -HashAlgorithm SHA256\n#
Exporting the public key certificate\n$cert | Export-Certificate -FilePath \"C:\\awssample
\\publickeys\\SamplePublicKey.cer\" -Force\n"
}
},
"WriteLCMConfigScript": {
"Type": "Custom::WriteScript",
"Properties": {
"ServiceToken": "WriteScriptFunction.Arn",
"Bucket": "DSCBucket",
"Key": "LCM-Config.ps1",
"Body": "# This block sets the LCM configuration to what we need for QS
\n[DSCLocalConfigurationManager()]\nconfiguration LCMConfig\n{\n
Node 'localhost' {\n
Settings {\n
RefreshMode = 'Push'\n
ActionAfterReboot =
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'StopConfiguration'
\n
RebootNodeIfNeeded = $false\n
CertificateId = $DscCertThumbprint \n
}\n
}\n}\n\n$DscCertThumbprint
= [string](get-childitem -path cert:\\LocalMachine\\My | where { $_.subject -eq
\"CN=SampleDscEncryptCert\" }).Thumbprint\n
\n#Generates MOF File for LCM\nLCMConfig OutputPath 'C:\\awssample\\LCMConfig'\n
\n# Sets LCM Configuration to MOF generated in
previous command\nSet-DscLocalConfigurationManager -Path 'C:\\awssample\\LCMConfig' \n"
}
},
"DomainJoinAutomation": {
"Type": "AWS::SSM::Document",
"Properties": {
"DocumentType": "Automation",
"Content": {
"schemaVersion": "0.3",
"description": "Join a Windows Domain",
"assumeRole": "{{AutomationAssumeRole}}",
"parameters": {
"InstanceId": {
"description": "ID of the Instance.",
"type": "StringList"
},
"DomainDNSName": {
"default": "example.com",
"description": "Fully qualified domain name (FQDN) of the forest root domain
e.g. example.com",
"type": "String"
},
"DomainNetBIOSName": {
"default": "example",
"description": "NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of
earlier versions of Windows e.g. EXAMPLE",
"type": "String"
},
"AdminSecrets": {
"description": "AWS Secrets Parameter Name that has Password and User name
for a domain administrator.",
"type": "String"
},
"S3BucketName": {
"description": "S3 bucket name for the Quick Start assets. Quick Start bucket
name can include numbers, lowercase letters, uppercase letters, and hyphens (-). It cannot
start or end with a hyphen (-).",
"type": "String"
},
"AutomationAssumeRole": {
"default": "",
"description": "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to
perform the actions on your behalf.",
"type": "String"
}
},
"mainSteps": [
{
"name": "InstallDSCModules",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunRemoteScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true",
"CloudWatchLogGroupName": "/ssm/${AWS::StackName}"
},
"Parameters": {
"sourceType": "S3",
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"sourceInfo": "{\"path\": \"https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/
install-modules.ps1\"}",
"commandLine": "./install-modules.ps1"
}
}
},
{
"name": "ConfigureLCM",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunRemoteScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true",
"CloudWatchLogGroupName": "/ssm/${AWS::StackName}"
},
"Parameters": {
"sourceType": "S3",
"sourceInfo": "{\"path\": \"https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/
LCM-Config.ps1\"}",
"commandLine": "./LCM-Config.ps1"
}
}
},
{
"name": "GenerateDomainJoinMof",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunRemoteScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true",
"CloudWatchLogGroupName": "/ssm/${AWS::StackName}"
},
"Parameters": {
"sourceType": "S3",
"sourceInfo": "{\"path\": \"https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/
DomainJoin.ps1\"}",
"commandLine": "./DomainJoin.ps1 -DomainNetBIOSName {{DomainNetBIOSName}}
-DomainDNSName {{DomainDNSName}} -AdminSecret {{AdminSecrets}}"
}
}
},
{
"name": "DomainJoin",
"action": "aws:runCommand",
"inputs": {
"DocumentName": "AWS-RunPowerShellScript",
"InstanceIds": [
"{{InstanceId}}"
],
"CloudWatchOutputConfig": {
"CloudWatchOutputEnabled": "true",
"CloudWatchLogGroupName": "/ssm/${AWS::StackName}"
},
"Parameters": {
"commands": [
"function DscStatusCheck () {\n
$LCMState = (GetDscLocalConfigurationManager).LCMState\n
if ($LCMState -eq 'PendingConfiguration' -Or
$LCMState -eq 'PendingReboot') {\n
'returning 3010, should continue after reboot'\n
exit 3010\n
} else {\n
'Completed'\n
}\n}\n\nStart-DscConfiguration 'C:\
\awssample\\DomainJoin' -Wait -Verbose -Force\n\nDscStatusCheck\n"

API バージョン 2010-05-15
6270

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager

}

]

}

}

}

]

}
},
"SSMExecutionRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ssm:StartAssociationsOnce",
"ssm:CreateAssociation",
"ssm:CreateAssociationBatch",
"ssm:UpdateAssociation"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "ssm-association"
}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
}
},
"SSMInstanceRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Policies": [
{
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*",
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"arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*",
"arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*",
"arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*"

],
"Effect": "Allow"

}
]
},
"PolicyName": "ssm-custom-s3-policy"

},
{

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": [
"DomainJoinSecrets"
]
}
]
},
"PolicyName": "ssm-secrets-policy"

},
{

"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}/*",
"arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}"
],
"Effect": "Allow"
}
]
},
"PolicyName": "s3-instance-bucket-policy"

}
],
"Path": "/",
"ManagedPolicyArns": [
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
"arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy"
],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"ec2.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
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]

}

]
},
"Action": "sts:AssumeRole"

}
}
},
"SSMInstanceProfile": {
"Type": "AWS::IAM::InstanceProfile",
"Properties": {
"Roles": [
"SSMInstanceRole"
]
}
},
"WINEC2Instance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": "LatestAmiId",
"InstanceType": "EC2InstanceType",
"IamInstanceProfile": "SSMInstanceProfile",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeleteOnTermination": true,
"DeviceIndex": "0",
"SubnetId": "SubnetID",
"GroupSet": [
"DomainMemberSGID"
]
}
],
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "WindowsBox1"
}
]
}
},
"DomainAssociation": {
"Type": "AWS::SSM::Association",
"Properties": {
"AssociationName": "DomainJoin",
"Name": "DomainJoinAutomation",
"WaitForSuccessTimeoutSeconds": 600,
"AutomationTargetParameterName": "InstanceId",
"Targets": [
{
"Key": "ParameterValues",
"Values": [
"WINEC2Instance"
]
}
],
"OutputLocation": {
"S3Location": {
"OutputS3BucketName": "DSCBucket",
"OutputS3KeyPrefix": "logs/"
}
},
"Parameters": {
"DomainDNSName": [
"DomainDNSName"
],
"DomainNetBIOSName": [
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}

}

}

}

}

"DomainNetBIOSName"
],
"AdminSecrets": [
"DomainJoinSecrets"
],
"S3BucketName": [
"DSCBucket"
],
"AutomationAssumeRole": [
"SSMExecutionRole.Arn"
]

YAML
--Description: "Deploy single windows EC2 Instance and join domain with SSM Association"
Parameters:
DomainAdminPassword:
AllowedPattern: (?=^.{6,255}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Zaz0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^A-Zaz0-9]))^.*
Description: Password for the domain admin user. Must be at least 8 characters,
containing letters, numbers, and symbols.
MaxLength: '32'
MinLength: '8'
NoEcho: 'true'
Type: String
DomainAdminUser:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9]*'
Default: Admin
Description: User name for the account that will be used as domain administrator. This
is separate from the default "Administrator" account.
MaxLength: '25'
MinLength: '5'
Type: String
DomainDNSName:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9\-]+\..+'
Default: example.com
Description: Fully qualified domain name (FQDN).
MaxLength: '255'
MinLength: '2'
Type: String
DomainMemberSGID:
Description: ID of the domain member security group (e.g., sg-7f16e910).
Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id
DomainNetBIOSName:
AllowedPattern: '[a-zA-Z0-9\-]+'
Default: EXAMPLE
Description: NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of earlier
versions of Windows.
MaxLength: '15'
MinLength: '1'
Type: String
EC2InstanceType:
AllowedValues:
- t3.nano
- t3.micro
- t3.small
- t3.medium
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- t3.large
- t3.xlarge
- t3.2xlarge
- m5.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
Default: m5.large
Description: Amazon EC2 instance type
Type: String
LatestAmiId:
Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
Default: "/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2019-English-Full-Base"
SubnetID:
Description: ID of a Subnet.
Type: AWS::EC2::Subnet::Id
Resources:
DSCBucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Properties:
LifecycleConfiguration:
Rules:
- Id: DeleteAfter30Days
ExpirationInDays: 30
Status: Enabled
Prefix: 'logs/'
DomainJoinSecrets:
Type: AWS::SecretsManager::Secret
Properties:
Name: !Sub 'DomainJoinSecrets-${AWS::StackName}'
Description: Secrets to join AD domain
SecretString: !Sub
'{"username":"${DomainAdminUser}","password":"${DomainAdminPassword}"}'
LambdaSSMRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- s3:PutObject
Resource:
- !Sub "${DSCBucket.Arn}"
- !Sub "${DSCBucket.Arn}/*"
PolicyName: write-mof-s3
Path: /
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- lambda.amazonaws.com
Action: sts:AssumeRole
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole'
WriteScriptFunction:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Code:
ZipFile: >
var AWS = require('aws-sdk'), s3 = new AWS.S3();
const response = require("cfn-response");
exports.handler = async (event, context) => {
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console.log(JSON.stringify(event));
if (event.RequestType === 'Delete') {
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {})
return;
}
function postResponse(event, context, status, data){
return new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => response.send(event, context, status, data), 5000)
});
}
await s3.putObject({
Body: event.ResourceProperties.Body,
Bucket: event.ResourceProperties.Bucket,
Key: event.ResourceProperties.Key
}).promise();
await postResponse(event, context, response.SUCCESS, {});

};
Handler: index.handler
Role: !GetAtt LambdaSSMRole.Arn
Runtime: nodejs10.x
Timeout: 10
WriteDomainJoinScript:
Type: Custom::WriteScript
Properties:
ServiceToken: !GetAtt WriteScriptFunction.Arn
Bucket: !Ref DSCBucket
Key: "DomainJoin.ps1"
Body: |
[CmdletBinding()]
# Incoming Parameters for Script, CloudFormation\SSM Parameters being passed in
param(
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$DomainNetBIOSName,
[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$DomainDNSName,

)
Script

[Parameter(Mandatory=$true)]
[string]$AdminSecret

# Formatting AD Admin User to proper format for JoinDomain DSC Resources in this

$DomainAdmin = 'Domain\User' -replace 'Domain',$DomainNetBIOSName -replace 'User',
$UserName
$Admin = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
$AdminSecret).SecretString
$AdminUser = $DomainNetBIOSName + '\' + $Admin.UserName
# Creating Credential Object for Administrator
$Credentials = (New-Object PSCredential($AdminUser,(ConvertTo-SecureString
$Admin.Password -AsPlainText -Force)))
# Getting the DSC Cert Encryption Thumbprint to Secure the MOF File
$DscCertThumbprint = (get-childitem -path cert:\LocalMachine\My | where
{ $_.subject -eq "CN=SampleDscEncryptCert" }).Thumbprint
# Getting the Name Tag of the Instance
$NameTag = (Get-EC2Tag -Filter @{ Name="resource-id";Values=(Invoke-RestMethod
-Method Get -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)}| Where-Object
{ $_.Key -eq "Name" })
$NewName = $NameTag.Value
# Creating Configuration Data Block that has the Certificate Information for DSC
Configuration Processing
$ConfigurationData = @{
AllNodes = @(
@{
NodeName="*"
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},
@{

}

)

}

CertificateFile = "C:\awssample\publickeys\SamplePublicKey.cer"
Thumbprint = $DscCertThumbprint
PSDscAllowDomainUser = $true
NodeName = 'localhost'

Configuration DomainJoin {
param(
[PSCredential] $Credentials
)
Import-Module -Name PSDesiredStateConfiguration
Import-Module -Name ComputerManagementDsc
Import-DscResource -Module PSDesiredStateConfiguration
Import-DscResource -Module ComputerManagementDsc
Node 'localhost' {

}

}

Computer JoinDomain {
Name = $NewName
DomainName = $DomainDNSName
Credential = $Credentials
}

DomainJoin -OutputPath 'C:\awssample\DomainJoin' -ConfigurationData
$ConfigurationData -Credentials $Credentials
WriteInstallModuleScript:
Type: Custom::WriteScript
Properties:
ServiceToken: !GetAtt WriteScriptFunction.Arn
Bucket: !Ref DSCBucket
Key: "install-modules.ps1"
Body: |
[CmdletBinding()]
param()
"Setting up Powershell Gallery to Install DSC Modules"
Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force
Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted
"Installing the needed Powershell DSC modules for this Quick Start"
Install-Module -Name ComputerManagementDsc
Install-Module -Name PSDscResources
"Creating Directory for DSC Public Cert"
New-Item -Path C:\awssample\publickeys -ItemType directory -Force
"Setting up DSC Certificate to Encrypt Credentials in MOF File"
$cert = New-SelfSignedCertificate -Type DocumentEncryptionCertLegacyCsp -DnsName
'SampleDscEncryptCert' -HashAlgorithm SHA256
# Exporting the public key certificate
$cert | Export-Certificate -FilePath "C:\awssample\publickeys\SamplePublicKey.cer"
-Force
WriteLCMConfigScript:
Type: Custom::WriteScript
Properties:
ServiceToken: !GetAtt WriteScriptFunction.Arn
Bucket: !Ref DSCBucket
Key: "LCM-Config.ps1"
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Body: |
# This block sets the LCM configuration to what we need for QS
[DSCLocalConfigurationManager()]
configuration LCMConfig
{
Node 'localhost' {
Settings {
RefreshMode = 'Push'
ActionAfterReboot = 'StopConfiguration'
RebootNodeIfNeeded = $false
CertificateId = $DscCertThumbprint
}
}
}
$DscCertThumbprint = [string](get-childitem -path cert:\LocalMachine\My | where
{ $_.subject -eq "CN=SampleDscEncryptCert" }).Thumbprint
#Generates MOF File for LCM
LCMConfig -OutputPath 'C:\awssample\LCMConfig'
# Sets LCM Configuration to MOF generated in previous command
Set-DscLocalConfigurationManager -Path 'C:\awssample\LCMConfig'
DomainJoinAutomation:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
DocumentType: Automation
Content:
schemaVersion: "0.3"
description: "Join a Windows Domain"
# Role that is utilized to perform the steps within the Automation Document.
assumeRole: "{{AutomationAssumeRole}}"
# Gathering parameters needed to configure DCs in the Quick Start
parameters:
InstanceId:
description: "ID of the Instance."
type: "StringList"
DomainDNSName:
default: "example.com"
description: "Fully qualified domain name (FQDN) of the forest root domain
e.g. example.com"
type: "String"
DomainNetBIOSName:
default: "example"
description: "NetBIOS name of the domain (up to 15 characters) for users of
earlier versions of Windows e.g. EXAMPLE"
type: "String"
AdminSecrets:
description: "AWS Secrets Parameter Name that has Password and User name for
a domain administrator."
type: "String"
S3BucketName:
description: "S3 bucket name for the Quick Start assets. Quick Start bucket
name can include numbers, lowercase letters, uppercase letters, and hyphens (-). It cannot
start or end with a hyphen (-)."
type: "String"
AutomationAssumeRole:
default: ""
description: "(Optional) The ARN of the role that allows Automation to
perform the actions on your behalf."
type: "String"
mainSteps:
# This step Demonstrates how to run a local script on an Instance. It can be
defined or pointed to a local script.
- name: "InstallDSCModules"
action: "aws:runCommand"
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inputs:
DocumentName: "AWS-RunRemoteScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
CloudWatchLogGroupName: !Sub '/ssm/${AWS::StackName}'
Parameters:
sourceType: "S3"
sourceInfo: '{"path": "https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/installmodules.ps1"}'
commandLine: "./install-modules.ps1"
- name: "ConfigureLCM"
action: "aws:runCommand"
inputs:
DocumentName: "AWS-RunRemoteScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
CloudWatchLogGroupName: !Sub '/ssm/${AWS::StackName}'
Parameters:
sourceType: "S3"
sourceInfo: '{"path": "https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/LCMConfig.ps1"}'
commandLine: "./LCM-Config.ps1"
- name: "GenerateDomainJoinMof"
action: "aws:runCommand"
inputs:
DocumentName: "AWS-RunRemoteScript"
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
CloudWatchLogGroupName: !Sub '/ssm/${AWS::StackName}'
Parameters:
sourceType: "S3"
sourceInfo: '{"path": "https://{{S3BucketName}}.s3.amazonaws.com/
DomainJoin.ps1"}'
commandLine: "./DomainJoin.ps1 -DomainNetBIOSName {{DomainNetBIOSName}} DomainDNSName {{DomainDNSName}} -AdminSecret {{AdminSecrets}}"
- name: "DomainJoin"
action: aws:runCommand
inputs:
DocumentName: AWS-RunPowerShellScript
InstanceIds:
- "{{InstanceId}}"
CloudWatchOutputConfig:
CloudWatchOutputEnabled: "true"
CloudWatchLogGroupName: !Sub '/ssm/${AWS::StackName}'
Parameters:
commands:
- |
function DscStatusCheck () {
$LCMState = (Get-DscLocalConfigurationManager).LCMState
if ($LCMState -eq 'PendingConfiguration' -Or $LCMState -eq
'PendingReboot') {
'returning 3010, should continue after reboot'
exit 3010
} else {
'Completed'
}
}
Start-DscConfiguration 'C:\awssample\DomainJoin' -Wait -Verbose -Force
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DscStatusCheck
SSMExecutionRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- ssm:StartAssociationsOnce
- ssm:CreateAssociation
- ssm:CreateAssociationBatch
- ssm:UpdateAssociation
Resource: '*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-association
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMAutomationRole'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceRole:
Type : AWS::IAM::Role
Properties:
Policies:
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
Resource:
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::aws-windows-downloads-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::amazon-ssm-packages-${AWS::Region}/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::${AWS::Region}-birdwatcher-prod/*'
- !Sub 'arn:aws:s3:::patch-baseline-snapshot-${AWS::Region}/*'
Effect: Allow
PolicyName: ssm-custom-s3-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- secretsmanager:GetSecretValue
- secretsmanager:DescribeSecret
Resource:
- !Ref 'DomainJoinSecrets'
PolicyName: ssm-secrets-policy
- PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Action:
- s3:GetObject
- s3:PutObject
- s3:PutObjectAcl
- s3:ListBucket
Resource:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}/*'
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- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:s3:::${DSCBucket}'
Effect: Allow
PolicyName: s3-instance-bucket-policy
Path: /
ManagedPolicyArns:
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore'
- !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy'
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "ec2.amazonaws.com"
- "ssm.amazonaws.com"
Action: "sts:AssumeRole"
SSMInstanceProfile:
Type: "AWS::IAM::InstanceProfile"
Properties:
Roles:
- !Ref SSMInstanceRole
WINEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !Ref LatestAmiId
InstanceType: !Ref EC2InstanceType
IamInstanceProfile: !Ref SSMInstanceProfile
NetworkInterfaces:
- DeleteOnTermination: true
DeviceIndex: '0'
SubnetId: !Ref 'SubnetID'
GroupSet:
- !Ref DomainMemberSGID
Tags:
- Key: "Name"
Value: "WindowsBox1"
DomainAssociation:
Type: AWS::SSM::Association
Properties:
AssociationName: DomainJoin
# We are using the AWS-ApplyDSCMofs Document
Name: !Ref DomainJoinAutomation
WaitForSuccessTimeoutSeconds: 600
AutomationTargetParameterName: InstanceId
Targets:
- Key: ParameterValues
Values:
- !Ref WINEC2Instance
OutputLocation:
S3Location:
OutputS3BucketName: !Ref DSCBucket
OutputS3KeyPrefix: 'logs/'
Parameters:
DomainDNSName:
- !Ref DomainDNSName
DomainNetBIOSName:
- !Ref DomainNetBIOSName
AdminSecrets:
- !Ref DomainJoinSecrets
S3BucketName:
- !Ref DSCBucket
AutomationAssumeRole:
- !GetAtt 'SSMExecutionRole.Arn'
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以下の資料も参照してください。
• リファレンス: Systems Manager の cron 式または rate 式

AWS::SSM::Association InstanceAssociationOutputLocation
InstanceAssociationOutputLocation は、この関連付けリクエストの結果を保存するための
Amazon S3 バケットを指定する AWS::SSM::Association リソースのプロパティです。
関連付けの Amazon S3 出力を有効にするために必要な最小限の許可については、Systems Manager ユー
ザーガイドの関連付けの作成を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"S3Location" : S3OutputLocation (p. 6282)

YAML
S3Location:
S3OutputLocation (p. 6282)

プロパティ
S3Location
S3OutputLocation は、このリクエストの結果を保存する Amazon S3 バケットを指定する
InstanceAssociationOutputLocation プロパティのプロパティです。
必須: いいえ
タイプ: S3OutputLocation (p. 6282)
Update requires: No interruption

AWS::SSM::Association S3OutputLocation
S3OutputLocation は、この関連付けリクエストの結果を保存するための Amazon S3 バケットを指定す
る AWS::SSM::Association リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"OutputS3BucketName" : String,
"OutputS3KeyPrefix" : String,
"OutputS3Region" : String
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YAML
OutputS3BucketName: String
OutputS3KeyPrefix: String
OutputS3Region: String

プロパティ
OutputS3BucketName
S3 バケットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
Update requires: No interruption
OutputS3KeyPrefix
S3 バケットのサブフォルダ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
OutputS3Region
(非推奨) このパラメータは指定できなくなりました。これは、システムによって無視されます。代わ
りに、AWS Systems Manager は S3 バケットのリージョンを自動的に決定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 20
Update requires: No interruption

AWS::SSM::Association Target
Target は、Systems Manager の SSM ドキュメントのターゲットを指定する AWS::SSM::Association リ
ソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]
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YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
基準を満たすターゲットインスタンスにコマンドを送信するためのユーザー定義の基準。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 163
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=\-@]*$|resource-groups:ResourceTypeFilters|
resource-groups:Name
Update requires: No interruption
Values
Key にマッピングするユーザー定義基準。たとえば、tag:ServerRole を指定した場
合、value:WebServer を指定して ServerRole,WebServer の EC2 タグを含むコマンドをインス
タンスで実行することができます。
ターゲットのタイプによっては、キーの値の最大数は、グローバルの最大である 50 より小さくなる
場合があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

AWS::SSM::Document
AWS::SSM::Document リソースは、AWS Systems Manager に Systems Manager (SSM) ドキュメント
を作成します。このドキュメントでは、AWS リソースで Systems Manager が実行するアクションを定義
します。

Note
このリソースは CloudFormation ドリフト検出をサポートしていません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::SSM::Document",
"Properties" : {
"Attachments" : [ AttachmentsSource (p. 6294), ... ],
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}

}

"Content" : Json,
"DocumentFormat" : String,
"DocumentType" : String,
"Name" : String,
"Requires" : [ DocumentRequires (p. 6296), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"TargetType" : String,
"VersionName" : String

YAML
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
Attachments:
- AttachmentsSource (p. 6294)
Content: Json
DocumentFormat: String
DocumentType: String
Name: String
Requires:
- DocumentRequires (p. 6296)
Tags:
- Tag
TargetType: String
VersionName: String

プロパティ
Attachments
ドキュメントのバージョンへの添付ファイルを記述するキーと値のペアのリスト。
必須: いいえ
タイプ : AttachmentsSource (p. 6294)のリスト
最大: 20
Update requires: Replacement
Content
JSON または YAML の新しい SSM ドキュメントのコンテンツ。

Note
このパラメータは、String データ型もサポートします。
必須: はい
タイプ: Json
最小: 1
Update requires: Replacement
DocumentFormat
リクエストのドキュメント形式を指定します。ドキュメント形式は JSON または YAML です。これが
デフォルトの形式です。

Note
Allowed values にリストされているとしても、TEXT はサポートされていません。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: JSON | TEXT | YAML
Update requires: Replacement
DocumentType
作成するドキュメントのタイプ。
許容できる値: ApplicationConfigurationSchema | Automation |
Automation.ChangeTemplate | Command | DeploymentStrategy | Package | Policy |
Session
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Name
SSM ドキュメントの名前。

Important
次の文字列をドキュメント名のプレフィックスとして使用することはできません。これら
は、ドキュメント名のプレフィックスとして使用するために AWS によって予約されていま
す。
• aws• amazon
• amzn
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: Replacement
Requires
ドキュメントが必要とするSSM ドキュメントのリスト。このパラメータは、AWS
AppConfig でのみ使用されます。ユーザーが SSM ドキュメントに AWS AppConfig 設
定を作成する場合、ユーザーは検証のために必要なドキュメントも指定する必要が
あります。この場合、ApplicationConfiguration ドキュメントは検証のために
ApplicationConfigurationSchema 文書を必要とします。詳細については、AWS AppConfig
ユーザーガイドの What is AWS AppConfig? を参照してください。
必須: いいえ
タイプ : DocumentRequires (p. 6296) のリスト
Update requires: Replacement
Tags
ドキュメントに適用する AWS CloudFormation リソースタグ。タグを使用して、リソースを識別およ
び分類します。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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最大: 1000
Update requires: No interruption
TargetType
ターゲットタイプを指定して、ドキュメントを実行できるリソースの種類を定義します。例え
ば、EC2 インスタンスでドキュメントを実行するには、/AWS::EC2::Instance の値を指定しま
す。「/ 」の値を指定すると、ドキュメントはすべてのタイプのリソースで実行できます。値を指定
しない場合、ドキュメントはどのリソースでも実行できません。有効なリソースタイプの一覧につい
ては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレン
スを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 200
パターン: ^\/[\w\.\-\:\/]*$
Update requires: Replacement
VersionName
ドキュメントを使用して作成しているアーティファクトのバージョンを指定するオプションのフィー
ルド。たとえば、「リリース 12、更新 6」などです。この値は、ドキュメントのすべてのバージョン
で一意であり、変更できません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{1,128}$
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: MyNewSSMDocument など
の Systems Manager ドキュメント名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
EC2 Linux インスタンスでコマンドを実行するドキュメントを作成する
以下の SSM ドキュメントは、指定したコマンドをターゲット Amazon EC2 Linux インスタンスで実行し
ます。Run Command を使用してドキュメントを実行するときに、コマンドパラメータ値を指定します。

YAML
document:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
Content:
schemaVersion: '2.2'
description: 'Run a script on Linux instances.'
parameters:
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commands:
type: String
description: "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance."
default: 'echo Hello World'
mainSteps:
- action: aws:runShellScript
name: runCommands
inputs:
timeoutSeconds: '60'
runCommand:
- "{{ commands }}"
DocumentType: Command
Name: 'CFN_2.2_command_example'

JSON
"document": {
"Type": "AWS::SSM::Document",
"Properties": {
"Content": {
"schemaVersion": "2.2",
"description": "Run a script on Linux instances.",
"parameters": {
"commands": {
"type": "String",
"description": "(Required) The commands to run or the path to an existing script
on the instance.",
"default": "echo Hello World"
}
},
"mainSteps": [
{
"action": "aws:runShellScript",
"name": "runCommands",
"inputs": {
"timeoutSeconds": "60",
"runCommand": [
"{{ commands }}"
]
}
}
]
},
"DocumentType": "Command",
"Name": "CFN_2.2_command_ex"
}
}

マネージドインスタンスを AWS Directory Service のディレクトリに結合する
以下の SSM ドキュメントでは、AWS Directory Service 内のディレクトリにインスタンスを結合しま
す。3 つのランタイム設定パラメータは、インスタンスを結合するディレクトリを指定します。ドキュメ
ントとインスタンスを関連付ける場合、これらのパラメータ値を指定します。

YAML
document:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
Content:
schemaVersion: '1.2'
description: Join instances to an AWS Directory Service domain.
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parameters:
directoryId:
type: String
description: "(Required) The ID of the AWS Directory Service directory."
directoryName:
type: String
description: "(Required) The name of the directory. For example,
test.example.com"
dnsIpAddresses:
type: StringList
default: []
description: "(Optional) The IP addresses of the DNS servers in the directory.
Required when DHCP is not configured. For more information, see https://
docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/simple_ad_dns.html"
allowedPattern: "((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(25[0-5]|2[0-4]
[0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)"
runtimeConfig:
aws:domainJoin:
properties:
directoryId: "{{ directoryId}}"
directoryName: "{{ directoryName }}"
dnsIpAddresses: "{{ dnsIpAddresses }}"

JSON
"document" : {
"Type": "AWS::SSM::Document",
"Properties": {
"Content": {
"schemaVersion": "1.2",
"description": "Join instances to an AWS Directory Service domain.",
"parameters": {
"directoryId": {
"type": "String",
"description": "(Required) The ID of the AWS Directory Service
directory."
},
"directoryName": {
"type": "String",
"description": "(Required) The name of the directory. For example,
test.example.com"
},
"dnsIpAddresses": {
"type": "StringList",
"default": [],
"description": "(Optional) The IP addresses of the DNS servers in
the directory. Required when DHCP is not configured. For more information, see https://
docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/simple_ad_dns.html",
"allowedPattern": "((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}
(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)"
}
},
"runtimeConfig": {
"aws:domainJoin": {
"properties": {
"directoryId": "{{ directoryId}}",
"directoryName": "{{ directoryName }}",
"dnsIpAddresses": "{{ dnsIpAddresses }}"
}
}
}
}
}
}
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SSM ドキュメントをインスタンスに関連付ける
以下の例では、SSM ドキュメントをインスタンスと関連付ける方法を示しています。DocumentName プ
ロパティは SSM ドキュメントを指定し、AssociationParameters プロパティはランタイム設定パラ
メータの値を指定します。

YAML
myEC2:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId:
Ref: myImageId
InstanceType: t2.micro
SsmAssociations:
- DocumentName:
Ref: document
AssociationParameters:
- Key: directoryId
Value:
- Ref: myDirectory
- Key: directoryName
Value:
- testDirectory.example.com
- Key: dnsIpAddresses
Value:
Fn::GetAtt:
- myDirectory
- DnsIpAddresses
IamInstanceProfile:
Ref: myInstanceProfile
NetworkInterfaces:
- DeviceIndex: '0'
AssociatePublicIpAddress: 'true'
SubnetId:
Ref: mySubnet
KeyName:
Ref: myKeyName

JSON
"myEC2" : {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Properties": {
"ImageId": {
"Ref": "myImageId"
},
"InstanceType": "t2.micro",
"SsmAssociations": [
{
"DocumentName": {
"Ref": "document"
},
"AssociationParameters": [
{
"Key": "directoryId",
"Value": [
{
"Ref": "myDirectory"
}
]
},
{
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},
{

]

}

}

}

"Key": "directoryName",
"Value": [
"testDirectory.example.com"
]
"Key": "dnsIpAddresses",
"Value": {
"Fn::GetAtt": [
"myDirectory",
"DnsIpAddresses"
]
}

}
],
"IamInstanceProfile": {
"Ref": "myInstanceProfile"
},
"NetworkInterfaces": [
{
"DeviceIndex": "0",
"AssociatePublicIpAddress": "true",
"SubnetId": {
"Ref": "mySubnet"
}
}
],
"KeyName": {
"Ref": "myKeyName"
}

セッションマネージャーの設定用の Systems Manager ドキュメントを作成する
次の例では、セッションマネージャーの設定用の Systems Manager Session 型のドキュメントを作成し
ます。このサンプルテンプレートを使用する前に、プレースホルダの値を置き換えてください。

JSON
{

"Resources":{
"SessionPreferencesDocument":{
"Type":"AWS::SSM::Document",
"Properties":{
"Name":"SSM-SessionManagerRunShell",
"Content":{
"schemaVersion":"1.0",
"description":"Document to hold regional settings for Session Manager",
"sessionType":"Standard_Stream",
"inputs":{
"s3BucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"s3KeyPrefix":"MyBucketPrefix",
"s3EncryptionEnabled":true,
"cloudWatchLogGroupName":"MyLogGroupName",
"cloudWatchEncryptionEnabled":true,
"cloudWatchStreamingEnabled":false,
"kmsKeyId":"MyKMSKeyID",
"runAsEnabled":false,
"runAsDefaultUser":"MyDefaultRunAsUser",
"idleSessionTimeout":"20",
"shellProfile":{
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}

}

}

}

}

"windows":"example commands",
"linux":"example commands"

},
"DocumentType":"Session"

},
"Outputs":{
"DocumentName":{
"Description":"Session Manager preferences document",
"Value":"SSM-SessionManagerRunShell"
}
}

YAML
Resources:
SessionPreferencesDocument:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
Name: SSM-SessionManagerRunShell
Content:
schemaVersion: '1.0'
description: Document to hold regional settings for Session Manager
sessionType: Standard_Stream
inputs:
s3BucketName: 'DOC-EXAMPLE-BUCKET'
s3KeyPrefix: 'MyBucketPrefix'
s3EncryptionEnabled: true
cloudWatchLogGroupName: 'MyLogGroupName'
cloudWatchEncryptionEnabled: true
cloudWatchStreamingEnabled: false
kmsKeyId: 'MyKMSKeyID'
runAsEnabled: false
runAsDefaultUser: 'MyDefaultRunAsUser'
idleSessionTimeout: '20'
shellProfile:
windows: example commands
linux: example commands
DocumentType: Session
Outputs:
DocumentName:
Description: "Session Manager preferences document"
Value: SSM-SessionManagerRunShell

JSON コンテンツを含む Systems Manager ドキュメントを作成する
次の例では、JSON コンテンツを含む新しい Systems Manager コマンドドキュメントを作成します。

JSON
{

"Type":"AWS::SSM::Document",
"Properties":{
"Content":"{\"schemaVersion\": \"2.2\", \"description\": \"Command Document Example
JSON\nTemplate\", \"parameters\": {
\"Message\": {
\"type\": \"String\",
\"description\":\n\"Example\",
\"default\": \"Hello World\"
} }, \"mainSteps\":
[
{ \"action\":\n\"aws:runPowerShellScript\",
\"name\": \"example\",
\"inputs
\": {
\"runCommand\":\n[ \"Write-Output {{Message}}\" ]
}
} ]}",
"DocumentType":"Command",
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}

}

"DocumentFormat":"JSON"

YAML
--Type: "AWS::SSM::Document"
Properties:
Content: "{\"schemaVersion\": \"2.2\", \"description\": \"Command Document Example JSON
Template\", \"parameters\": {
\"Message\": {
\"type\": \"String\", \"description
\": \"Example\",
\"default\": \"Hello World\"
} }, \"mainSteps\": [
{ \"action
\": \"aws:runPowerShellScript\",
\"name\": \"example\",
\"inputs\": {
\"runCommand\": [ \"Write-Output {{Message}}\" ]
}
} ]}"
DocumentFormat: JSON
DocumentType: Command

Systems Manager ディストリビューターパッケージを作成する
次の例では、新しい Systems Manager ディストリビューターパッケージを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"ExamplePackageDocument": {
"Type": "AWS::SSM::Document",
"Properties": {
"Content": "{\"files\": {\"NewPackage_WINDOWS.zip\": {\"checksums\":
{\"sha256\": \"36aeb0ec2c706013cf8c68163459678f7f6daa9489cd3f91d52799331EXAMPLE\"}}},
\"publisher\": \"publisherName\", \"schemaVersion\": \"2.0\", \"packages\": {\"_any\":
{\"_any\": {\"x86_64\": {\"file\": \"NewPackage_WINDOWS.zip\"}}}}, \"version\": \"1.0\"}",
"DocumentType": "Package",
"Attachments": [
{
"Key": "SourceUrl",
"Values": [
"s3://example-package-path/valid-package"
]
}
]
}
}
}

}

YAML
Resources:
ExamplePackageDocument:
Type: AWS::SSM::Document
Properties:
Content: '{\"files\": {\"NewPackage_WINDOWS.zip\": {\"checksums\":
{\"sha256\":
\"36aeb0ec2c706013cf8c68163459678f7f6daa9489cd3f91d52799331EXAMPLE\"}}},
\"publisher\": \"publisherName\", \"schemaVersion\":
\"2.0\", \"packages\": {\"_any\": {\"_any\": {\"x86_64\": {\"file\":
\"NewPackage_WINDOWS.zip\"}}}},
\"version\": \"1.0\"}'
DocumentType: Package
Attachments:
- Key: SourceUrl
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Values:
- "s3://example-package-path/valid-package"

Systems Manager Change Calendar ドキュメントを作成する
次の例では、新しい Systems Manager Change Calendar ドキュメントを作成します。

JSON
{

"Resources":{
"ExampleChangeCalendarDocument":{
"Type":"AWS::SSM::Document",
"Properties":{
"Content":"BEGIN:VCALENDAR\r\nPRODID:-//AWS//Change Calendar 1.0//EN\r
\nVERSION:2.0\r\nX-CALENDAR-TYPE:DEFAULT_OPEN\r\nX-WR-CALDESC:test\r\nBEGIN:VTODO\r
\nDTSTAMP:20200320T004207Z\r\nUID:3b5af39a-d0b3-4049-a839-d7bb8af01f92\r\nSUMMARY:Add
events to this calendar.\r\nEND:VTODO\r\nEND:VCALENDAR\r\n",
"DocumentType":"ChangeCalendar",
"DocumentFormat":"TEXT"
}
}
}
}

YAML
Resources:
ExampleChangeCalendarDocument:
Type: 'AWS::SSM::Document'
Properties:
Content: "BEGIN:VCALENDAR\r\nPRODID:-//AWS//Change Calendar 1.0//EN\r
\nVERSION:2.0\r\nX-CALENDAR-TYPE:DEFAULT_OPEN\r\nX-WR-CALDESC:test\r\nBEGIN:VTODO\r
\nDTSTAMP:20200320T004207Z\r\nUID:3b5af39a-d0b3-4049-a839-d7bb8af01f92\r\nSUMMARY:Add
events to this calendar.\r\nEND:VTODO\r\nEND:VCALENDAR\r\n"
DocumentType: ChangeCalendar
DocumentFormat: TEXT

以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager ドキュメント

AWS# SSM# Document AttachmentsSource
ファイル名や、文書への添付ファイルの場所を識別する key-value のペアを含む、ドキュメントの添付
ファイルの識別情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Key" : String,
"Name" : String,
"Values" : [ String, ... ]
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YAML
Key: String
Name: String
Values:
- String

プロパティ
Key
ドキュメントへの添付ファイルの場所を識別する key-value のペアのキー。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AttachmentReference | S3FileUrl | SourceUrl
Update requires: Replacement
Name
ドキュメントの添付ファイルの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: Replacement
Values
ドキュメントへの添付ファイルの場所を識別する key-value のペアの値。Value の形式は、指定する
キーのタイプによって異なります。
• キーが SourceUrl の場合、値は S3 バケットのロケーションです。次に例を示します。
"Values": [ "s3://doc-example-bucket/my-folder" ]
• キーが S3FileUrl の場合、値は S3 バケット内のファイルです。次に例を示します。
"Values": [ "s3://doc-example-bucket/my-folder/my-file.py" ]
• キーが AttachmentReference の場合、値はアカウント内の別の SSM ドキュメントの名前、そのド
キュメントのバージョン番号、および再利用するドキュメントバージョンに添付されたファイルか
ら作成されます。次に例を示します。
"Values": [ "MyOtherDocument/3/my-other-file.py" ]
ただし、SSM ドキュメントが別のアカウントから共有されている場合は、ドキュメント名だけでは
なく完全な SSM ドキュメント ARN を指定する必要があります。次に例を示します。
"Values": [ "arn:aws:ssm:us-east-2:111122223333:document/
OtherAccountDocument/3/their-file.py" ]
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1
Update requires: Replacement
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AWS# SSM#DocumentRequires
現在のドキュメントに必要な SSM ドキュメント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Version" : String

YAML
Name: String
Version: String

プロパティ
Name
必要な SSM ドキュメントの名前。名前には、Amazon リソースネーム (ARN) を使用できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.:/]{3,128}$
Update requires: Replacement
Version
現在のドキュメントに必要なドキュメントのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ([$]LATEST|[$]DEFAULT|^[1-9][0-9]*$)
Update requires: Replacement

AWS::SSM::MaintenanceWindow
AWS::SSM::MaintenanceWindow リソースは、AWS Systems Manager のメンテナンスウィンドウに
関する一般情報を表します。メンテナンスウィンドウでは、オペレーティングシステム (OS) のパッチ適
用、ドライバーの更新、ソフトウェアのインストールなど、インスタンスに対して破壊的になり得るアク
ションを実行するスケジュールを定義できます。各メンテナンスウィンドウには、スケジュール、期間、
登録されたターゲットのセット、登録されたタスクのセットがあります。
詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager メンテナンスウィンド
ウと、AWS Systems Manager API リファレンスの CreateMaintenanceWindow を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::MaintenanceWindow",
"Properties" : {
"AllowUnassociatedTargets" : Boolean,
"Cutoff" : Integer,
"Description" : String,
"Duration" : Integer,
"EndDate" : String,
"Name" : String,
"Schedule" : String,
"ScheduleOffset" : Integer,
"ScheduleTimezone" : String,
"StartDate" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindow
Properties:
AllowUnassociatedTargets: Boolean
Cutoff: Integer
Description: String
Duration: Integer
EndDate: String
Name: String
Schedule: String
ScheduleOffset: Integer
ScheduleTimezone: String
StartDate: String
Tags:
- Tag

プロパティ
AllowUnassociatedTargets
マネージドインスタンスがターゲットとして登録されていない場合でも、そのインスタンスでのメン
テナンスウィンドウタスクの実行を許可します。有効になっている場合、タスクをメンテナンスウィ
ンドウに登録する際に、未登録インスタンスを (インスタンス ID で) 指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Cutoff
メンテナンスウィンドウの終了時間前に AWS Systems Manager によって新しいタスクの実行のスケ
ジュールが停止される時間数。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 23
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Update requires: No interruption
Description
メンテナンスウィンドウの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Duration
メンテナンスウィンドウの期間 (時間単位)
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 24
Update requires: No interruption
EndDate
メンテナンスウィンドウが非アクティブになるようにスケジュールされる日付と時刻 (ISO-8601 拡張
形式)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Name
メンテナンスウィンドウの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: No interruption
Schedule
CRON 式/レート式の形式のメンテナンスウィンドウのスケジュール。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 256
Update requires: No interruption
ScheduleOffset
スケジュールされた cron 式の日時の後にメンテナンスウィンドウの実行を待機する日数。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
最大: 6
Update requires: No interruption
ScheduleTimezone
スケジュールされたメンテナンスウィンドウの実行の基準となるタイムゾーン (Internet Assigned
Numbers Authority (IANA) 形式)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
StartDate
メンテナンスウィンドウがアクティブになるようにスケジュールされる日付と時刻 (ISO-8601 拡張形
式)。StartDate により、指定した将来の日付までメンテナンスウィンドウのアクティベーションを遅
らせることができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
任意のタグセット (キーと値のペア) の形式でリソースに割り当てるオプションのメタデータ。タグを
使用すると、目的、所有者、環境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、メン
テナンスウィンドウにタグを付けて、実行するタスクの種類、ターゲットの種類、実行される環境を
指定できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
mw-abcde1234567890yz など、メンテナンスウィンドウの IDこのリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
未登録のターゲットを許可しないメンテナンスウィンドウを作成する
次の例では、2 時間実行され、毎週日曜日の午前 4 時 (米国東部標準時) に 1 時間のカットオフを実行する
Systems Manager のメンテナンスウィンドウを作成します。メンテナンスウィンドウでは、未登録のター
ゲットも許可されません。

JSON
{

}

"Resources": {
"MaintenanceWindow": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindow",
"Properties": {
"AllowUnassociatedTargets": false,
"Cutoff": 1,
"Description": "Maintenance Window to update SSM Agent",
"Duration": 2,
"Name": "UpdateSSMAgentMaintenanceWindow",
"Schedule": "cron(0 4 ? * SUN *)",
"ScheduleTimezone": "US/Eastern"
}
}
}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindow:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindow
Properties:
AllowUnassociatedTargets: false
Cutoff: 1
Description: Maintenance Window to update SSM Agent
Duration: 2
Name: UpdateSSMAgentMaintenanceWindow
Schedule: cron(0 4 ? * SUN *)
ScheduleTimezone: US/Eastern

以下の資料も参照してください。
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
• AWS Systems Manager API リファレンスの CreateMaintenanceWindow
• リファレンス: Systems Manager の cron 式または rate 式

AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget リソースで、ターゲットを AWS Systems Manager のメ
ンテナンスウィンドウに登録します。詳細については、AWS Systems Manager API リファレンスの
RegisterTargetWithMaintenanceWindow を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"OwnerInformation" : String,
"ResourceType" : String,
"Targets" : [ Targets (p. 6304), ... ],
"WindowId" : String
}

YAML
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
Properties:
Description: String
Name: String
OwnerInformation: String
ResourceType: String
Targets:
- Targets (p. 6304)
WindowId: String

プロパティ
Description
ターゲットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
Name
メンテナンスウィンドウのターゲットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: No interruption
OwnerInformation
このメンテナンスウィンドウでこれらのターゲットのタスクが実行される間に発生する任意の
Amazon CloudWatch Events のイベントに含まれる、ユーザーが指定した値。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
ResourceType
メンテナンスウィンドウに登録されているターゲットのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: INSTANCE | RESOURCE_GROUP
Update requires: No interruption
Targets
メンテナンスウィンドウに登録するターゲット。つまり、メンテナンスウィンドウの実行中に、コマ
ンドを実行するインスタンス。
WindowTargetIds パラメータを使用してターゲットを指定する必要があります。
必須: はい
タイプ: ターゲット (p. 6304)のリスト (p. 6304)
最大: 5
Update requires: No interruption
WindowId
ターゲットを登録するメンテナンスウィンドウの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 20
パターン: ^mw-[0-9a-f]{17}$
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
12a345b6-bbb7-4bb6-90b0-8c9577a2d2b9 など、メンテナンスウィンドウのターゲット ID このリ
ソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
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For more information about using the Ref function, see Ref.

例
タグを使用してインスタンスをターゲットとするメンテナンスウィンドウを作成する
次の例では、タグキー ENV とタグ値 DEV を持つマネージドインスタンスを対象とする Systems Manager
メンテナンスウィンドウのターゲットを作成します 。

JSON
{

"Resources": {
"MaintenanceWindowTarget": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"ResourceType": "INSTANCE",
"Targets": [
{
"Key": "tag:ENV",
"Values": [
"DEV"
]
}
],
"OwnerInformation": "SSM Step Function Demo",
"Name": "SSMStepFunctionDemo",
"Description": "A target for demonstrating maintenance windows and step
functions"
},
"DependsOn": "MaintenanceWindow"
}
}

}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowTarget:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
Properties:
WindowId: MaintenanceWindow
ResourceType: INSTANCE
Targets:
- Key: tag:ENV
Values:
- DEV
OwnerInformation: SSM Step Function Demo
Name: SSMStepFunctionDemo
Description: A target for demonstrating maintenance windows and step functions
DependsOn: MaintenanceWindow

以下の資料も参照してください。
• AWS::SSM::MaintenanceWindow
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
• AWS Systems Manager API リファレンスの RegisterTaskWithMaintenanceWindow
API バージョン 2010-05-15
6303

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager

AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget ターゲット
Targets プロパティタイプは、AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウのターゲットへのター
ゲット追加を指定します。
Targets は、AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget リソースのプロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
基準を満たすターゲットインスタンスにコマンドを送信するためのユーザー定義の基準。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 163
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=\-@]*$|resource-groups:ResourceTypeFilters|
resource-groups:Name
Update requires: No interruption
Values
Key にマッピングするユーザー定義基準。たとえば、tag:ServerRole を指定した場
合、value:WebServer を指定して ServerRole,WebServer の EC2 タグを含むコマンドをインス
タンスで実行することができます。
ターゲットのタイプによっては、キーの値の最大数は、グローバルの最大である 50 より小さくなる
場合があります。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
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AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
AWS::SSM::MaintenanceWindowTask リソースは、AWS Systems Manager メンテナンスウィンド
ウのタスクに関する情報を定義します。詳細については、AWS Systems Manager API リファレンスの
RegisterTaskWithMaintenanceWindow を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties" : {
"Description" : String,
"LoggingInfo" : LoggingInfo (p. 6317),
"MaxConcurrency" : String,
"MaxErrors" : String,
"Name" : String,
"Priority" : Integer,
"ServiceRoleArn" : String,
"Targets" : [ Target (p. 6325), ... ],
"TaskArn" : String,
"TaskInvocationParameters" : TaskInvocationParameters (p. 6326),
"TaskParameters" : Json,
"TaskType" : String,
"WindowId" : String
}

YAML
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
Description: String
LoggingInfo:
LoggingInfo (p. 6317)
MaxConcurrency: String
MaxErrors: String
Name: String
Priority: Integer
ServiceRoleArn: String
Targets:
- Target (p. 6325)
TaskArn: String
TaskInvocationParameters:
TaskInvocationParameters (p. 6326)
TaskParameters: Json
TaskType: String
WindowId: String

プロパティ
Description
タスクの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption
LoggingInfo
タスクレベルのログを書き込む Amazon S3 バケットに関する情報。

Note
LoggingInfo は廃止されています。ログを保存する Amazon S3 バケットを指定するに
は、代わりに TaskInvocationParameters 構造の OutputS3BucketName オプションと
OutputS3KeyPrefix オプションを使用します。サポートされているメンテナンスウィンド
ウのタスクタイプについて、Systems Manager がこれらのオプションを処理する方法につい
ては、AWS Systems Manager MaintenanceWindowTask TaskInvocationParameters を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: LoggingInfo (p. 6317)
Update requires: No interruption
MaxConcurrency
並列してこのタスクを実行することができるターゲットの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 7
パターン: ^([1-9][0-9]*|[1-9][0-9]%|[1-9]%|100%)$
Update requires: No interruption
MaxErrors
このタスクが停止するまでに許容されているエラーの最大数。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 7
パターン: ^([1-9][0-9]*|[0]|[1-9][0-9]%|[0-9]%|100%)$
Update requires: No interruption
Name
タスク名。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
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パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: No interruption
Priority
メンテナンスウィンドウのタスクの優先度。数値が小さいほど、優先度が高くなります。優先度が同
じタスクは並行してスケジュールされます。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
ServiceRoleArn
メンテナンスウィンドウの Run Command タスクの Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) 通知を発行するために使用する AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Targets
ターゲット (インスタンスまたはウィンドウターゲット ID)。
• インスタンスは Key=InstanceIds,Values=instanceid1,instanceid2 を使用して指定し
ます。
• Key=WindowTargetIds,Values=window-target-id-1,window-target-id-2 を使用して
ウィンドウのターゲット ID を指定します。
必須: いいえ
タイプ: Target (p. 6325) のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
TaskArn
実行時にタスクで使用されるリソース。
タスクタイプが RUN_COMMAND または AUTOMATION の場合、TaskArn は SSM ドキュメント名また
は Amazon リソースネーム (ARN) になります。
LAMBDA タスクでは、TaskArn は関数名または ARN です。
STEP_FUNCTIONS タスクでは、TaskArn は、ステートマシンの ARN です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1600
Update requires: No interruption
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TaskInvocationParameters
実行時にタスクに渡されるパラメータ。タスクタイプに一致するフィールドのみを入力します。他の
すべてのフィールドは空である必要があります。

Important
TaskInvocationParameters でオプションが指定されているメンテナンスウィンドウ
タスクを更新する場合は、保持するすべての TaskInvocationParameters 値を再度
指定する必要があります。再度指定しない値は削除されます。たとえば、Run Command
タスクを登録したときに、Comment、NotificationConfig、OutputS3BucketName
に TaskInvocationParameters 値を指定したとします。メンテナンスウィンドウ
タスクを更新して OutputS3BucketName にのみ別の値を指定した場合、Comment と
NotificationConfig の値は削除されます。
必須: いいえ
タイプ: TaskInvocationParameters (p. 6326)
Update requires: No interruption
TaskParameters
実行時にタスクに渡されるパラメータ。

Note
TaskParameters は廃止されています。実行時にタスクに渡すパラメータを指定
するには、代わりに Parameters 構造体の TaskInvocationParameters オプ
ションを使用します。サポートされているメンテナンスウィンドウのタスクタイプ
について、Systems Manager がこれらのオプションを処理する方法については、
「MaintenanceWindowTaskInvocationParameters」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TaskType
タスクのタイプ。有効な値: RUN_COMMAND, AUTOMATION, LAMBDA, STEP_FUNCTIONS.
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AUTOMATION | LAMBDA | RUN_COMMAND | STEP_FUNCTIONS
Update requires: Replacement
WindowId
タスクが登録されているメンテナンスウィンドウの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 20
パターン: ^mw-[0-9a-f]{17}$
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
12a345b6-bbb7-4bb6-90b0-8c9577a2d2b9 など、メンテナンスウィンドウのタスク ID このリソース
の論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
リソースグループ名を使用してインスタンスをターゲットとする Run Command タスクを作成す
る
次の例では、リソースグループ名をターゲットとして使用して、インスタンスにパッチをインストールす
るメンテナンスウィンドウの Run Command タスクを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"PatchTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"Description": "Apply OS patches on instances in target",
"MaxConcurrency": 1,
"MaxErrors": 1,
"Priority": 0,
"TaskType": "RUN_COMMAND",
"WindowId": {
"Ref": "MaintenanceWindow"
},
"TaskArn": "AWS-RunPatchBaseline",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
{
"Ref": "MaintenanceWindowTarget"
}
]
}
]
}
},
"MaintenanceWindow": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindow",
"Properties": {
"Name": "MaintenanceWindow",
"AllowUnassociatedTargets": true,
"Cutoff": 0,
"Description": "Maintenance window for instances",
"Duration": 1,
"Schedule": "cron(20 17 ? * MON-FRI *)"
}
},
"MaintenanceWindowTarget": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget",
"Properties": {
"ResourceType": "RESOURCE_GROUP",
"Targets": [
{
"Key": "resource-groups:Name",
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"Values": [
"TestResourceGroup"
]

}

}

}

}

}
],
"WindowId": {
"Ref": "MaintenanceWindow"
}

YAML
--Resources:
PatchTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
Description: Apply OS patches on instances in target
MaxConcurrency: 1
MaxErrors: 1
Priority: 0
TaskType: RUN_COMMAND
WindowId:
Ref: MaintenanceWindow
TaskArn: AWS-RunPatchBaseline
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- Ref: MaintenanceWindowTarget
MaintenanceWindow:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindow
Properties:
Name: MaintenanceWindow
AllowUnassociatedTargets: true
Cutoff: 0
Description: Maintenance window for instances
Duration: 1
Schedule: cron(20 17 ? * MON-FRI *)
MaintenanceWindowTarget:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
Properties:
ResourceType: RESOURCE_GROUP
Targets:
- Key: resource-groups:Name
Values:
- TestResourceGroup
WindowId:
Ref: MaintenanceWindow

メンテナンスウィンドウのターゲット ID を使用してインスタンスをターゲットとする Run
Command タスクを作成する
以下の例では、インスタンスにパッチをインストールするが再起動しない、メンテナンスウィンドウの
Run Command タスクを作成します。メンテナンスウィンドウのタスクは、メンテナンスウィンドウの
ターゲット ID を使用してマネージドインスタンスをターゲットにします。

JSON
{

"Resources": {
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}

}

"MaintenanceWindowRunCommandTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"MaintenanceWindowTarget"
]
}
],
"TaskType": "RUN_COMMAND",
"TaskArn": "AWS-RunPatchBaseline",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowRunCommandParameters": {
"Parameters": {
"Operation": [
"Install"
],
"RebootOption": [
"NoReboot"
]
}
},
"MaxConcurrency": 7,
"MaxErrors": 7,
"Priority": 5
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}
}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowRunCommandTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
WindowId: MaintenanceWindow
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- MaintenanceWindowTarget
TaskType: RUN_COMMAND
TaskArn: AWS-RunPatchBaseline
TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowRunCommandParameters:
Parameters:
Operation:
- Install
RebootOption:
- NoReboot
MaxConcurrency: 7
MaxErrors: 7
Priority: 5
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

PowerShell スクリプトを実行する Run Command タスクの作成
次の例は、AWS-RunPowerShellScript を使用してコマンドを実行する方法を示しています。
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JSON
{

"Resources": {
"MaintenanceWindowRunCommandTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": {
"Ref": "MaintenanceWindow"
},
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"MaintenanceWindowTarget"
]
}
],
"TaskType": "RUN_COMMAND",
"TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowRunCommandParameters": {
"Comment": "This is a comment",
"Parameters": {
"executionTimeout": [
"3600"
],
"commands": [
"Get-Service myImportantService | Restart-Service\nGetExecutionPolicy -List\nSet-ExecutionPolicy -Scope Process AllSigned\n"
]
}
}
},
"MaxConcurrency": 7,
"MaxErrors": 7,
"Priority": 5
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}
}
}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowRunCommandTask:
Type: 'AWS::SSM::MaintenanceWindowTask'
Properties:
WindowId: !Ref MaintenanceWindow
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- MaintenanceWindowTarget
TaskType: RUN_COMMAND
TaskArn: AWS-RunPowerShellScript
TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowRunCommandParameters:
Comment: This is a comment
Parameters:
executionTimeout:
- '3600'
commands:
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- Get-Service myImportantService | Restart-Service
- Get-ExecutionPolicy -List
- Set-ExecutionPolicy -Scope Process AllSigned
MaxConcurrency: 7
MaxErrors: 7
Priority: 5
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

オートメーションランブックを実行するタスクの作成
次の例では、ランブック AWS-PatchInstanceWithRollback をパッチインスタンスに使用する、Systems
Manager のメンテナンスウィンドウタスクを作成します。

JSON
{

}

"Resources": {
"MaintenanceWindowStepFunctionsTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"MaintenanceWindowTarget"
]
}
],
"TaskArn": "AWS-PatchInstanceWithRollback",
"ServiceRoleArn": "AutomationRole.Arn",
"TaskType": "AUTOMATION",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowAutomationParameters": {
"DocumentVersion": "1",
"Parameters": '{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\" }'
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": 5,
"MaxErrors": 5,
"Name": "AutomationTask"
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}
}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowStepFunctionsTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
WindowId: MaintenanceWindow
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- MaintenanceWindowTarget
TaskArn: AWS-PatchInstanceWithRollback
ServiceRoleArn: AutomationRole.Arn
TaskType: AUTOMATION
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TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowAutomationParameters:
DocumentVersion: 1
Parameters: '{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\" }'
Priority: 1
MaxConcurrency: 5
MaxErrors: 5
Name: AutomationTask
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

メンテナンスウィンドウのターゲット ID をターゲットとする Step Functions タスクを作成する
次の例では、指定された Step Function を実行する Systems Manager メンテナンスウィンドウタスクを作
成します。メンテナンスウィンドウのタスクは、メンテナンスウィンドウのターゲット ID を使用してマ
ネージドインスタンスをターゲットにします。

JSON
{

}

"Resources": {
"MaintenanceWindowStepFunctionsTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"MaintenanceWindowTarget"
]
}
],
"TaskArn": "SSMStepFunctionDemo",
"ServiceRoleArn": "StepFunctionRole.Arn",
"TaskType": "STEP_FUNCTIONS",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowStepFunctionsParameters": {
"Input": "{\"instanceId\":\"{{TARGET_ID}}\", \"wait_time\": 20}",
"Name": "{{INVOCATION_ID}}"
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": 5,
"MaxErrors": 5,
"Name": "StepFunctionsTask"
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}
}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowStepFunctionsTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
WindowId: MaintenanceWindow
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- MaintenanceWindowTarget
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TaskArn: SSMStepFunctionDemo
ServiceRoleArn: StepFunctionRole.Arn
TaskType: STEP_FUNCTIONS
TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters:
Input: '{"instanceId":"{{TARGET_ID}}", "wait_time": 20}'
Name: "{{INVOCATION_ID}}"
Priority: 1
MaxConcurrency: 5
MaxErrors: 5
Name: StepFunctionsTask
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

インスタンス ID をターゲットとする Step Functions タスクを作成する
次の例では、指定された Step Function を実行する Systems Manager メンテナンスウィンドウタスクを作
成します。メンテナンスウィンドウのタスクは、指定されたインスタンス ID を対象とします。

JSON
{

}

"Resources": {
"StepFunctionsTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"Targets": [
{
"Key": "InstanceIds",
"Values": [
"i-012345678912345678"
]
}
],
"TaskArn": "SSMStepFunctionDemo",
"ServiceRoleArn": "StepFunctionRole.Arn",
"TaskType": "STEP_FUNCTIONS",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowStepFunctionsParameters": {
"Input": "{\"instanceId\":\"{{TARGET_ID}}\", \"wait_time\": 20}",
"Name": "{{INVOCATION_ID}}"
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": 5,
"MaxErrors": 5,
"Name": "StepFunctionsTask"
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}
}

YAML
--Resources:
StepFunctionsTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
WindowId: MaintenanceWindow
Targets:
- Key: InstanceIds

API バージョン 2010-05-15
6315

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager
Values:
- i-012345678912345678
TaskArn: SSMStepFunctionDemo
ServiceRoleArn: StepFunctionRole.Arn
TaskType: STEP_FUNCTIONS
TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters:
Input: '{"instanceId":"{{TARGET_ID}}", "wait_time": 20}'
Name: "{{INVOCATION_ID}}"
Priority: 1
MaxConcurrency: 5
MaxErrors: 5
Name: StepFunctionsTask
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

AWS Lambda 関数を実行するタスクを作成する
次の例では、AWS Lambda 関数を実行してインスタンスを再起動します。

JSON
{

"Resources": {
"MaintenanceWindowStepFunctionsTask": {
"Type": "AWS::SSM::MaintenanceWindowTask",
"Properties": {
"WindowId": "MaintenanceWindow",
"Targets": [
{
"Key": "WindowTargetIds",
"Values": [
"MaintenanceWindowTarget"
]
}
],
"TaskArn": "SSM_RestartMyInstances",
"ServiceRoleArn": "Lambda.Arn",
"TaskType": "LAMBDA",
"TaskInvocationParameters": {
"MaintenanceWindowLambdaParameters": {
"ClientContext": "ew0KICAi--truncated--0KIEXAMPLE",
"Qualifier": "$LATEST",
"Payload": "{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\", \"targetType\":
\"{{TARGET_TYPE}}\" }"
}
}
},
"Priority": 1,
"MaxConcurrency": 5,
"MaxErrors": 5,
"Name": "LambdaTask"
},
"DependsOn": "MaintenanceWindowTarget"
}

}

YAML
--Resources:
MaintenanceWindowAutomationTask:
Type: AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
Properties:
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WindowId: MaintenanceWindow
Targets:
- Key: WindowTargetIds
Values:
- MaintenanceWindowTarget
TaskArn: SSM_RestartMyInstances
ServiceRoleArn: Lambda.Arn
TaskType: LAMBDA
TaskInvocationParameters:
MaintenanceWindowLambdaParameters:
ClientContext": "ew0KICAi--truncated--0KIEXAMPLE"
Qualifier: '$LATEST'
Payload: '{ \"instanceId\": \"{{RESOURCE_ID}}\", \"targetType\": \"{{TARGET_TYPE}}\" }'
Priority: 1
MaxConcurrency: 5
MaxErrors: 5
Name: LambdaTask
DependsOn: MaintenanceWindowTarget

以下の資料も参照してください。
• AWS::SSM::MaintenanceWindow
• AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget
• AWS Systems Manager API リファレンスの RegisterTaskWithMaintenanceWindow

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask LoggingInfo
LoggingInfo プロパティタイプで、インスタンスレベルログを書き込む Amazon S3 バケットに関する情
報を指定します。
LoggingInfo は、AWS::SSM::MaintenanceWindowTask リソースのプロパティです。

Note
LoggingInfo は廃止されています。ログを保存する Amazon S3 バケットを指定するに
は、代わりに TaskInvocationParameters 構造の OutputS3BucketName オプションと
OutputS3KeyPrefix オプションを使用します。サポートされているメンテナンスウィンド
ウのタスクタイプについて、Systems Manager がこれらのオプションを処理する方法について
は、AWS Systems Manager MaintenanceWindowTask TaskInvocationParameters を参照してく
ださい。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Region" : String,
"S3Bucket" : String,
"S3Prefix" : String

YAML
Region: String
S3Bucket: String
S3Prefix: String
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プロパティ
Region
S3 バケットがある AWS リージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 20
Update requires: No interruption
S3Bucket
実行ログが保存されている S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
Update requires: No interruption
S3Prefix
Amazon S3 バケットのサブフォルダ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
MaintenanceWindowAutomationParameters
MaintenanceWindowAutomationParameters プロパティタイプは、AWS Systems Manager のメンテ
ナンスウィンドウのタスクの AUTOMATION タスクタイプのパラメータを指定します。
MaintenanceWindowAutomationParameters は、TaskInvocationParameters プロパティタイプのプ
ロパティです。
オートメーションランブックで使用できるパラメータについては、Systems Manager コンソールでラン
ブック自体のコンテンツを表示できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドのラ
ンブックコンテンツの表示を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"DocumentVersion" : String,
"Parameters" : Json

YAML
DocumentVersion: String
Parameters: Json

プロパティ
DocumentVersion
タスク実行時に使用するオートメーションランブックのバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ([$]LATEST|[$]DEFAULT|^[1-9][0-9]*$)
Update requires: No interruption
Parameters
オートメーションタスクのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask MaintenanceWindowLambdaParameters
MaintenanceWindowLambdaParameters プロパティタイプは、AWS Systems Manager のメンテナン
スウィンドウのタスクの LAMBDA タスクタイプのパラメータを指定します。
MaintenanceWindowLambdaParameters は、TaskInvocationParameters プロパティタイプのプロパ
ティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ClientContext" : String,
"Payload" : String,
"Qualifier" : String

YAML
ClientContext: String
Payload: String
Qualifier: String
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プロパティ
ClientContext
呼び出している AWS Lambda 関数に渡すクライアント固有の情報。context 変数を使用すれ
ば、AWS Lambda 関数のクライアント情報を処理することができます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 8000
Update requires: No interruption
Payload
入力として AWS Lambda 関数に渡される JSON。

Important
このプロパティで Type は「String」と表示されますが、ペイロードのコンテンツは Base64
でエンコードされたバイナリデータオブジェクトとしてフォーマットする必要があります。
長さ制限: 4096
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Qualifier
AWS Lambda 関数のバージョンまたはエイリアス名。関数のバージョンを指定した場合は、修飾関数
の Amazon リソースネーム (ARN) で特定の Lambda 関数が呼び出されます。エイリアス名を指定し
た場合は、エイリアス ARN で、エイリアスが指す Lambda 関数が呼び出されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
MaintenanceWindowRunCommandParameters
MaintenanceWindowRunCommandParameters プロパティタイプは、AWS Systems Manager のメンテ
ナンスウィンドウのタスクの RUN_COMMAND タスクタイプのパラメータを指定します。つまり、これらの
パラメータは SendCommand API コールのパラメータと同じです。SendCommand パラメータの詳細につ
いては、AWS Systems Manager API リファレンスの SendCommand を参照してください。
SSM Command ドキュメントで使用可能なパラメータについては、Systems Manager コンソールでド
キュメント自体の内容を表示できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの SSM
コマンドドキュメントの内容の表示を参照してください。
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MaintenanceWindowRunCommandParameters は、TaskInvocationParameters プロパティタイプのプ
ロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Comment" : String,
"DocumentHash" : String,
"DocumentHashType" : String,
"NotificationConfig" : NotificationConfig (p. 6324),
"OutputS3BucketName" : String,
"OutputS3KeyPrefix" : String,
"Parameters" : Json,
"ServiceRoleArn" : String,
"TimeoutSeconds" : Integer

YAML
Comment: String
DocumentHash: String
DocumentHashType: String
NotificationConfig:
NotificationConfig (p. 6324)
OutputS3BucketName: String
OutputS3KeyPrefix: String
Parameters: Json
ServiceRoleArn: String
TimeoutSeconds: Integer

プロパティ
Comment
実行するコマンドに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
Update requires: No interruption
DocumentHash
ドキュメント作成時にシステムによって作成される SHA-256 または SHA-1 ハッシュ。SHA-1 ハッ
シュは廃止されました。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 256
Update requires: No interruption
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DocumentHashType
SHA-256 または SHA-1 ハッシュタイプ。SHA-1 ハッシュは廃止されました。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Sha1 | Sha256
Update requires: No interruption
NotificationConfig
インスタンスごとにコマンドステータスの変更に関する通知を送信するための設定。
必須: いいえ
タイプ: NotificationConfig (p. 6324)
Update requires: No interruption
OutputS3BucketName
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 63
Update requires: No interruption
OutputS3KeyPrefix
S3 バケットのサブフォルダ。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
Parameters
RUN_COMMAND タスクの実行に必要なパラメータ。
サポートされるパラメータは、SendCommand API コールのパラメータと同じです。詳細について
は、AWS Systems Manager API リファレンスの SendCommand を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
ServiceRoleArn
メンテナンスウィンドウの Run Command タスクの Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) 通知を発行するために使用する AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TimeoutSeconds
この時間に達し、コマンドがまだ実行を開始していない場合は、実行されません。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 30
最大: 2592000
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters プロパティタイプは、Systems Manager のメンテナ
ンスウィンドウで STEP_FUNCTIONS タスクの実行に必要なパラメータを指定します。
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters は、TaskInvocationParameters プロパティタイプの
プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Input" : String,
"Name" : String

YAML
Input: String
Name: String

プロパティ
Input
STEP_FUNCTIONS タスクの入力。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 4096
Update requires: No interruption
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Name
STEP_FUNCTIONS タスクの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 80
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask NotificationConfig
NotificationConfig プロパティタイプで、AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウのタスク
の通知を送信するために必要な設定を指定します。
NotificationConfig は、MaintenanceWindowRunCommandParameters プロパティタイプのプロパ
ティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"NotificationArn" : String,
"NotificationEvents" : [ String, ... ],
"NotificationType" : String

YAML
NotificationArn: String
NotificationEvents:
- String
NotificationType: String

プロパティ
NotificationArn
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの Amazon Resource Name (ARN)。Run
Command は、コマンドのステータス変更に関する通知をこのトピックにプッシュします。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
NotificationEvents
通知を受け取ることができるさまざまなイベント。たとえば、次のようなイベントがあります。All
(イベント)、InProgress、Success、TimedOut、Cancelled、Failed。これらのイベントの詳
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細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの AWS Systems Manager 用の Amazon SNS
通知の設定を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
NotificationType
通知タイプ。
• Command: コマンドのステータスが変更されると、通知を受け取ります。
• Invocation: 複数のインスタンスに送信されるコマンドでは、コマンドのステータスが変更される
と、インスタンスごとに通知を受け取ります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Command | Invocation
Update requires: No interruption

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask ターゲット
Target プロパティタイプで、ターゲット (インスタンスまたはウィンドウターゲット ID) を指定します。
インスタンスを指定するには、Key=InstanceIds,Values=<instanceid1>,<instanceid2> を使用
します。Key=WindowTargetIds,Values=<window-target-id-1>,<window-target-id-2> を使
用して AWS Systems Manager のメンテナンスウィンドウタスクにウィンドウターゲット ID を指定しま
す。
Target は、AWS::SSM::MaintenanceWindowTask プロパティタイプのプロパティです。

Note
resource-groups:Name をメンテナンスウィンドウターゲットのキーとして使用するには、リ
ソースグループを AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget タイプとして指定し、Ref 関数を
使用して AWS::SSM::MaintenanceWindowTask のターゲットを指定します。例については、
「AWS::SSM::MaintenanceWindowTask の例」の「リソースグループ名を使用してインスタンス
をターゲットとする Run Command タスクを作成する」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String
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プロパティ
Key
基準を満たすターゲットインスタンスにコマンドを送信するためのユーザー定義の基準。Key
は、InstanceIds または WindowTargetIds です。メンテナンスウィンドウタスク内でインスタ
ンスをターゲットにする方法の詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの 'registertask-with-maintenance-window' オプションと値についてを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 163
パターン: ^[\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=\-@]*$|resource-groups:ResourceTypeFilters|
resource-groups:Name
Update requires: No interruption
Values
Key にマッピングするユーザー定義基準。たとえば、InstanceIds を指定すると、2 つの EC2 イン
スタンスでコマンドを実行するように i-1234567890abcdef0,i-9876543210abcdef0 を指定す
ることができます。メンテナンスウィンドウタスク内でインスタンスをターゲットにする方法の詳細
については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの 'register-task-with-maintenance-window' オプ
ションと値についてを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager API リファレンスの RegisterTargetWithMaintenanceWindow。

AWS::SSM::MaintenanceWindowTask TaskInvocationParameters
TaskInvocationParameters プロパティタイプは、AWS Systems Manager のメンテナンスウィンドウ
のタスクの実行に必要なパラメータを指定します。
TaskInvocationParameters は、AWS::SSM::MaintenanceWindowTask プロパティタイプのプロパ
ティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"MaintenanceWindowAutomationParameters" : MaintenanceWindowAutomationParameters (p. 6318),
"MaintenanceWindowLambdaParameters" : MaintenanceWindowLambdaParameters (p. 6319),
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"MaintenanceWindowRunCommandParameters" : MaintenanceWindowRunCommandParameters (p. 6320),
"MaintenanceWindowStepFunctionsParameters" : MaintenanceWindowStepFunctionsParameters (p. 6323)

}

YAML
MaintenanceWindowAutomationParameters:
MaintenanceWindowAutomationParameters (p. 6318)
MaintenanceWindowLambdaParameters:
MaintenanceWindowLambdaParameters (p. 6319)
MaintenanceWindowRunCommandParameters:
MaintenanceWindowRunCommandParameters (p. 6320)
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters:
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters (p. 6323)

プロパティ
MaintenanceWindowAutomationParameters
AUTOMATION タスクタイプのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MaintenanceWindowAutomationParameters (p. 6318)
Update requires: No interruption
MaintenanceWindowLambdaParameters
LAMBDA タスクタイプのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MaintenanceWindowLambdaParameters (p. 6319)
Update requires: No interruption
MaintenanceWindowRunCommandParameters
RUN_COMMAND タスクタイプのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MaintenanceWindowRunCommandParameters (p. 6320)
Update requires: No interruption
MaintenanceWindowStepFunctionsParameters
STEP_FUNCTIONS タスクタイプのパラメータ。
必須: いいえ
タイプ: MaintenanceWindowStepFunctionsParameters (p. 6323)
Update requires: No interruption

AWS::SSM::Parameter
AWS::SSM::Parameter リソースは、AWS Systems Manager パラメータストアで SSM パラメータを作
成します。
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Important
SSM パラメータを作成するには、AWS Identity and Access Management (IAM) 許可
ssm:PutParameter および ssm:AddTagsToResource が必要です。スタックの作成時に、
指定する任意のカスタムタグに加え、AWS CloudFormation は次の 3 つのタグをパラメータ
に追加します: aws:cloudformation:stack-name、aws:cloudformation:logicalid、aws:cloudformation:stack-id。
スタックの更新中にタグを追加、更新、削除するには、ssm:AddTagsToResource および
ssm:RemoveTagsFromResource の両方の IAM アクセス許可が必要です。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドのポリシーを使用したアクセスの管理を参照してく
ださい。
パラメータの有効な値の詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドのパラメータ名の要件
と制約および AWS Systems Manager API リファレンスの PutParameter を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::Parameter",
"Properties" : {
"AllowedPattern" : String,
"DataType" : String,
"Description" : String,
"Name" : String,
"Policies" : String,
"Tags" : Json,
"Tier" : String,
"Type" : String,
"Value" : String
}

YAML
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
AllowedPattern: String
DataType: String
Description: String
Name: String
Policies: String
Tags: Json
Tier: String
Type: String
Value: String

プロパティ
AllowedPattern
パラメータ値を検証するために使用される正規表現。たとえば、数値に制限された値を持つ文字列型
の場合、次のように指定できます。AllowedPattern=^\d+$
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
DataType
パラメータのデータ型 (text や aws:ec2:image など)。デフォルト: text。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 128
Update requires: No interruption
Description
パラメータに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 0
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
パラメータの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
Policies
パラメータに割り当てられているポリシーに関する情報。
AWS Systems Manager ユーザーガイドのパラメータポリシーの割り当て
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Tags
任意のタグセット (キーと値のペア) の形式でリソースに割り当てるオプションのメタデータ。タ
グを使用すると、目的、所有者、環境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえ
ば、Systems Manager パラメータにタグを付けて、それが適用されるリソースのタイプ、環境、また
はパラメータによって参照される設定データのタイプを識別できます。
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必須: いいえ
タイプ: Json
最大: 1000
Update requires: No interruption
Tier
パラメータの階層。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: Advanced | Intelligent-Tiering | Standard
Update requires: No interruption
Type
パラメータのタイプ。

Note
AWS CloudFormation は、SecureString パラメータタイプの作成をサポートしていませ
ん。
許可される値: 文字列 | StringList
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Value
パラメータ値。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: SSM パラメータの名前。
たとえば、ssm-myparameter-ABCNPH3XCAO6 と指定します。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
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Type
パラメータのタイプを返します。有効な値は String または StringList です。
Value
設定パラメータの値を返します。

例
文字列型のパラメータを作成する
次の例では、String タイプを使用して、コマンドという名前の Systems Manager パラメータを作成し、
タグのキーと値のペア "Environment":"Dev" を追加します。

JSON
{

}

"Resources": {
"BasicParameter": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter",
"Properties": {
"Name": "command",
"Type": "String",
"Value": "date",
"Description": "SSM Parameter for running date command.",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1,10}$",
"Tags": {
"Environment": "DEV"
}
}
}
}

YAML
--Resources:
BasicParameter:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name: command
Type: String
Value: date
Description: SSM Parameter for running date command.
AllowedPattern: "^[a-zA-Z]{1,10}$"
Tags:
Environment: DEV

StringList 型のパラメータを作成する
次の例では、commands という名前の Systems Manager パラメータを StringList タイプで作成しま
す。

JSON
{

"Resources": {
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}

}

"BasicParameter": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter",
"Properties": {
"Name": "commands",
"Type": "StringList",
"Value": "date,ls",
"Description": "SSM Parameter of type StringList.",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1,10}$"
}
}

YAML
--Resources:
BasicParameter:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name: commands
Type: StringList
Value: date,ls
Description: SSM Parameter of type StringList.
AllowedPattern: "^[a-zA-Z]{1,10}$"

アドバンスト層パラメータを作成してポリシーを割り当てる
次の例では、String タイプとパラメータポリシーを使用して、コマンドという名前の Systems Manager
アドバンスト層パラメータを作成します。

JSON
{

"Resources": {
"BasicParameter": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter",
"Properties": {
"Name": "command",
"Type": "String",
"Value": "date",
"Tier": "Advanced",
"Policies": "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes
\":{\"Timestamp\":\"2020-05-13T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification
\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit\":
\"Days\"}}]",
"Description": "SSM Parameter for running date command.",
"AllowedPattern": "^[a-zA-Z]{1,10}$",
"Tags": {
"Environment": "DEV"
}
}
}
}
}

YAML
--Resources:
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BasicParameter:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name: command
Type: String
Value: date
Tier: Advanced
Policies: '[{"Type":"Expiration","Version":"1.0","Attributes":
{"Timestamp":"2020-05-13T00:00:00.000Z"}},
{"Type":"ExpirationNotification","Version":"1.0","Attributes":
{"Before":"5","Unit":"Days"}},{"Type":"NoChangeNotification","Version":"1.0","Attributes":
{"After":"60","Unit":"Days"}}]'
Description: SSM Parameter for running date command.
AllowedPattern: "^[a-zA-Z]{1,10}$"
Tags:
Environment: DEV

以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager パラメータストア
• アドバンストパラメータについて
• パラメータポリシーの使用

AWS::SSM::PatchBaseline
AWS::SSM::PatchBaseline リソースは、AWS Systems Manager パッチベースラインの基本情報を定
義します。パッチベースラインは、インスタンスへのインストールを承認するパッチを定義します。
詳細については、AWS Systems Manager API リファレンスの CreatePatchBaseline を参照してくださ
い。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::PatchBaseline",
"Properties" : {
"ApprovalRules" : RuleGroup (p. 6344),
"ApprovedPatches" : [ String, ... ],
"ApprovedPatchesComplianceLevel" : String,
"ApprovedPatchesEnableNonSecurity" : Boolean,
"Description" : String,
"GlobalFilters" : PatchFilterGroup (p. 6341),
"Name" : String,
"OperatingSystem" : String,
"PatchGroups" : [ String, ... ],
"RejectedPatches" : [ String, ... ],
"RejectedPatchesAction" : String,
"Sources" : [ PatchSource (p. 6341), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::SSM::PatchBaseline
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Properties:
ApprovalRules:
RuleGroup (p. 6344)
ApprovedPatches:
- String
ApprovedPatchesComplianceLevel: String
ApprovedPatchesEnableNonSecurity: Boolean
Description: String
GlobalFilters:
PatchFilterGroup (p. 6341)
Name: String
OperatingSystem: String
PatchGroups:
- String
RejectedPatches:
- String
RejectedPatchesAction: String
Sources:
- PatchSource (p. 6341)
Tags:
- Tag

プロパティ
ApprovalRules
ベースラインにパッチを含むために使用される一連のルール。
必須: いいえ
タイプ: RuleGroup (p. 6344)
Update requires: No interruption
ApprovedPatches
ベースラインで明示的に承認されたパッチのリスト。
承認されたパッチと拒否されたパッチのリストの許容される形式に関する詳細は、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの承認されたパッチと拒否されたパッチのリストのパッケージ名の形式につ
いてを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
ApprovedPatchesComplianceLevel
承認されたパッチのコンプライアンスレベルを定義します。承認されたパッチが見つからないと
レポートされた場合は、この値はコンプライアンス違反の重要度を表します。デフォルト値は
UNSPECIFIED です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CRITICAL | HIGH | INFORMATIONAL | LOW | MEDIUM | UNSPECIFIED
Update requires: No interruption
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ApprovedPatchesEnableNonSecurity
承認済みパッチのリストにインスタンスに適用するセキュリティ以外の更新が含まれているかどうか
を示します。デフォルト値は false です。Linux インスタンスにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Description
パッチベースラインの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
GlobalFilters
ベースラインにパッチを含むために使用される一連のグローバルフィルター。
必須: いいえ
タイプ: PatchFilterGroup (p. 6341)
Update requires: No interruption
Name
パッチベースラインの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 128
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,128}$
Update requires: No interruption
OperatingSystem
パッチベースラインが適用されるオペレーティングシステムを定義します。デフォルト値は WINDOWS
です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: AMAZON_LINUX | AMAZON_LINUX_2 | CENTOS | DEBIAN | MACOS |
ORACLE_LINUX | REDHAT_ENTERPRISE_LINUX | SUSE | UBUNTU | WINDOWS
Update requires: Replacement
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PatchGroups
パッチベースラインに登録されるパッチグループの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最小: 1
最大: 256
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
Update requires: No interruption
RejectedPatches
ベースラインで明示的に拒否されたパッチのリスト。
承認されたパッチと拒否されたパッチのリストの許容される形式に関する詳細は、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの承認されたパッチと拒否されたパッチのリストのパッケージ名の形式につ
いてを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
RejectedPatchesAction
RejectedPackages リストに含まれているパッチで Patch Manager が実行するアクション。
• ALLOW_AS_DEPENDENCY: Rejected パッチリスト内のパッケージは、他のパッケージの依存関係
である場合にのみインストールされます。これはパッチベースラインに準拠しているとみなされ、
そのステータスは InstalledOther として報告されます。オプションが何も指定されていないと
きは、これがデフォルトのアクションとなります。
• BLOCK: RejectedPatches リスト内のパッケージ、およびそれらを依存関係として含めるパッ
ケージは、いかなる状況下でもインストールされません。パッケージが拒否済みパッチリストに追
加される前にインストールされている場合は、そのパッチはパッチベースラインに準拠していない
とみなされ、そのステータスは InstalledRejected として報告されます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALLOW_AS_DEPENDENCY | BLOCK
Update requires: No interruption
Sources
ターゲットオペレーティングシステムおよびソースリポジトリを含む、インスタンスを更新するため
に使用するパッチに関する情報。Linux インスタンスにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: PatchSource (p. 6341) のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
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Tags
リソースに割り当てるオプションのメタデータ。タグを使用すると、目的、所有者、環境などのさま
ざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、指定したパッチの重要度レベル、および適用され
るオペレーティングシステムファミリーを識別するためにパッチベースラインにタグ付けする場合が
あります。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
pb-abcde1234567890yz など、パッチベースライン ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。

Note
AWS によって提供されるデフォルトのパッチベースラインの ID は、ARN (例:
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/abcde1234567890yz) です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
パッチベースラインの作成
次の例では、Windows Server 2019 インスタンスのパッチを Microsoft からリリースされてから 7 日後に
承認する Systems Manager パッチベースラインを作成します。また、パッチベースラインは、Microsoft
からリリースされてから 7 日後に Active Directory のパッチを承認します。

{

"Resources": {
"myPatchBaseline": {
"Type": "AWS::SSM::PatchBaseline",
"Properties": {
"Name": "myPatchBaseline",
"Description": "Baseline containing all updates approved for Windows
instances",
"OperatingSystem": "WINDOWS",
"PatchGroups": [
"myPatchGroup"
],
"ApprovalRules": {
"PatchRules": [
{
"PatchFilterGroup": {
"PatchFilters": [
{
"Values": [
"Critical",
"Important",
"Moderate"
],
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},
{

},
{

]

},
{

Client 2.0"

}

}

}

}

}

"Values": [
"WindowsServer2019"
],
"Key": "PRODUCT"

"PatchFilterGroup": {
"PatchFilters": [
{
"Values": [
"Critical",
"Important",
"Moderate"
],
"Key": "MSRC_SEVERITY"
},
{
"Values": [
"*"
],
"Key": "CLASSIFICATION"
},
{
"Values": [
"APPLICATION"
],
"Key": "PATCH_SET"
},
{
"Values": [
"Active Directory Rights Management Services

]

}

"Values": [
"SecurityUpdates",
"CriticalUpdates"
],
"Key": "CLASSIFICATION"

},
"ApproveAfterDays": 7,
"ComplianceLevel": "CRITICAL"

},
{

]

"Key": "MSRC_SEVERITY"

}

],
"Key": "PRODUCT"
"Values": [
"Active Directory"
],
"Key": "PRODUCT_FAMILY"

},
"ApproveAfterDays": 7,
"ComplianceLevel": "CRITICAL"
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YAML
--Resources:
myPatchBaseline:
Type: AWS::SSM::PatchBaseline
Properties:
Name: myPatchBaseline
Description: Baseline containing all updates approved for Windows instances
OperatingSystem: WINDOWS
PatchGroups:
- myPatchGroup
ApprovalRules:
PatchRules:
- PatchFilterGroup:
PatchFilters:
- Values:
- Critical
- Important
- Moderate
Key: MSRC_SEVERITY
- Values:
- SecurityUpdates
- CriticalUpdates
Key: CLASSIFICATION
- Values:
- WindowsServer2019
Key: PRODUCT
ApproveAfterDays: 7
ComplianceLevel: CRITICAL
- PatchFilterGroup:
PatchFilters:
- Values:
- Critical
- Important
- Moderate
Key: MSRC_SEVERITY
- Values:
- "*"
Key: CLASSIFICATION
- Values:
- APPLICATION
Key: PATCH_SET
- Values:
- Active Directory Rights Management Services Client 2.0
Key: PRODUCT
- Values:
- Active Directory
Key: PRODUCT_FAMILY
ApproveAfterDays: 7
ComplianceLevel: CRITICAL

以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager API リファレンスの CreatePatchBaseline

AWS::SSM::PatchBaseline PatchFilter
PatchFilter プロパティタイプで、AWS Systems Manager パッチベースラインのパッチフィルタを定
義します。
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PatchFilterGroup プロパティタイプの PatchFilters プロパティには、PatchFilter プロパティタイプ
のリストが含まれています。
DescribePatchProperties コマンドを実行すると、パッチプロパティの有効な値のリストを表示でき
ます。詳細については、AWS Systems Manager API リファレンスの DescribePatchProperties を参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Values" : [ String, ... ]

YAML
Key: String
Values:
- String

プロパティ
Key
フィルターのキー。
有効なキーについては、AWS Systems Manager API リファレンスの PatchFilter を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ADVISORY_ID | ARCH | BUGZILLA_ID | CLASSIFICATION | CVE_ID |
EPOCH | MSRC_SEVERITY | NAME | PATCH_ID | PATCH_SET | PRIORITY | PRODUCT
| PRODUCT_FAMILY | RELEASE | REPOSITORY | SECTION | SECURITY | SEVERITY |
VERSION
Update requires: No interruption
Values
フィルターキーの値です。
オペレーティングシステムのタイプに基づく各キーの有効な値については、AWS Systems Manager
API リファレンスの PatchFilter を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
Update requires: No interruption
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AWS::SSM::PatchBaseline PatchFilterGroup
PatchFilterGroup プロパティタイプで、AWS Systems Manager パッチベースラインの一連のパッチ
フィルタを指定します。これは、通常 Systems Manager パッチベースラインの承認ルールに使用されま
す。
PatchFilterGroup は、AWS::SSM::PatchBaseline リソースの GlobalFilters プロパティのプロパ
ティタイプであり、Rule プロパティタイプの PatchFilterGroup プロパティです。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PatchFilters" : [ PatchFilter (p. 6339), ... ]

YAML
PatchFilters:
- PatchFilter (p. 6339)

プロパティ
PatchFilters
グループを構成する一連のパッチフィルター。
必須: いいえ
タイプ: PatchFilter (p. 6339) のリスト
最大: 4
Update requires: No interruption

AWS::SSM::PatchBaseline PatchSource
PatchSource は、AWS::SSM::PatchBaseline リソースの Sources リソースのプロパティタイプです。
AWS CloudFormation AWS::SSM::PatchSource リソースは、ターゲットオペレーティングシステムお
よびソースリポジトリを含む、ターゲットインスタンスを更新するために使用するパッチに関する情報を
提供するために使用されます。Linux インスタンスにのみ適用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Configuration" : String,
"Name" : String,
"Products" : [ String, ... ]
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}

YAML
Configuration: String
Name: String
Products:
- String

プロパティ
Configuration
yum リポジトリ設定の値。例:
[main]
name=MyCustomRepository
baseurl=https://my-custom-repository
enabled=1

Note
yum リポジトリ設定で使用できるその他のオプションについては、「dnf.conf (5)」を参照し
てください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
Update requires: No interruption
Name
パッチソースを識別するために指定された名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-.]{3,50}$
Update requires: No interruption
Products
パッチリポジトリが適用される特定のオペレーティングシステムのバージョン (「Ubuntu16.04」、
「AmazonLinux2016.09」、「RedhatEnterpriseLinux7.2」または「Suse12.7」など)。サポートされ
ている製品の値のリストについては、AWS Systems Manager API リファレンスの PatchFilter を参照
してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 20
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Update requires: No interruption

AWS::SSM::PatchBaseline PatchStringDate
ApproveUntilDate の日付 (YYYY-MM-DD 形式の文字列)。たとえば、2020-12-31 と指定します。

AWS::SSM::PatchBaseline ルール
Rule プロパティタイプは、Systems Manager パッチベースラインの承認ルールを指定します。
RuleGroup プロパティタイプの PatchRules プロパティには、Rule プロパティタイプのリストが含まれ
ます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ApproveAfterDays" : Integer,
"ApproveUntilDate" : PatchStringDate (p. 6343),
"ComplianceLevel" : String,
"EnableNonSecurity" : Boolean,
"PatchFilterGroup" : PatchFilterGroup (p. 6341)

YAML
ApproveAfterDays: Integer
ApproveUntilDate:
PatchStringDate (p. 6343)
ComplianceLevel: String
EnableNonSecurity: Boolean
PatchFilterGroup:
PatchFilterGroup (p. 6341)

プロパティ
ApproveAfterDays
パッチベースラインでパッチを承認済みとしてマークするルールに一致する各パッチがリリースされ
てからの日数。たとえば、値が 7 の場合は、リリースされてから 7 日後にパッチが承認されたことを
意味します。
ApproveAfterDays に値を指定する必要があります。
例外: Debian サーバーまたは Ubuntu サーバーではサポートされていません。
必須: 条件付き
タイプ: 整数
最小: 0
最大: 360
Update requires: No interruption
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ApproveUntilDate
リリースされたパッチの自動承認のカットオフ日。この日付以前にリリースされたパッチは、自動的
にインストールされます。Debian サーバーまたは Ubuntu サーバーではサポートされていません。
形式 YYYY-MM-DD で日付を入力します。たとえば、2021-12-31 と指定します。
必須: いいえ
タイプ: PatchStringDate (p. 6343)
最小: 1
最大: 10
Update requires: No interruption
ComplianceLevel
パッチベースラインで承認されたすべてのパッチのコンプライアン
ス重要度レベル。以下はコンプライアンスの有効な重要度レベルで
す。UNSPECIFIED、CRITICAL、HIGH、MEDIUM、LOW、INFORMATIONAL。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: CRITICAL | HIGH | INFORMATIONAL | LOW | MEDIUM | UNSPECIFIED
Update requires: No interruption
EnableNonSecurity
フィルタによって識別されたインスタンスについては、指定されたリポジトリで使用可能な、セキュ
リティに関連しない更新プログラムが、パッチベースラインの承認ルールに適用されます。デフォル
ト値は false です。Linux インスタンスにのみ適用されます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
PatchFilterGroup
ルールの基準を定義するパッチフィルターグループ。
必須: いいえ
タイプ: PatchFilterGroup (p. 6341)
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager API リファレンスの PatchRule

AWS::SSM::PatchBaseline RuleGroup
RuleGroup プロパティタイプで、AWS Systems Manager パッチベースラインの承認ルールを定義する一
連のルールを指定します。
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RuleGroup は、AWS::SSM::PatchBaseline リソースの ApprovalRules プロパティのプロパティタイプ
です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PatchRules" : [ Rule (p. 6343), ... ]

YAML
PatchRules:
- Rule (p. 6343)

プロパティ
PatchRules
ルールグループを構成するルール。
必須: いいえ
タイプ: Rule (p. 6343) のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption

AWS::SSM::ResourceDataSync
AWS::SSM::ResourceDataSync リソースを使用して、AWS Systems Manager のリソースデータ同期
を作成、更新、または削除します。リソースデータの同期は、複数のソースのデータを 1 つの場所に表示
するのに役立ちます。Systems Manager には、SyncToDestination および SyncFromSource の 2 つ
のタイプのリソースデータ同期が用意されています。
SyncToDestination タイプを使用して、複数 AWS Regions から 1 つの Amazon S3 バケットに
Inventory データを同期するように Systems Manager Inventory を設定できます。
SyncFromSource タイプを使用して、複数の AWS Regions の運用作業項目 (OpsItems) と運用デー
タ (OpsData) を同期するように Systems Manager Explorer を設定できます。このタイプでは、複数の
AWS アカウントおよびリージョンまたは EntireOrganization からの OpsItems と OpsData を AWS
Organizations を使用して同期できます。
リソースデータの同期は、直ちに制御を戻す非同期オペレーションです。最初の同期が正常に完了する
と、システムは継続的にデータを同期します。
デフォルトでは、データは Amazon S3 で暗号化されません。安全性に優れたデータストレージを確保す
るため、Amazon S3 で暗号化を有効にすることを強くお勧めします。また、制限の厳しいバケットポリ
シーを作成して、Amazon S3 バケットへのアクセスを保護することもお勧めします。
詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドのインベントリ収集の設定および複数のアカウ
ントおよびリージョンからのデータを表示するための Systems Manager Explorer のセットアップを参照し
てください。
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重要: 次の「構文」セクションは、リソースデータの同期でサポートされているすべてのフィールドを示
しています。以下の「例」のセクションは、各同期タイプの設定を指定するための推奨方法を示していま
す。リソースデータの同期を作成するときは、「例」のセクションを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::SSM::ResourceDataSync",
"Properties" : {
"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"BucketRegion" : String,
"KMSKeyArn" : String,
"S3Destination" : S3Destination (p. 6353),
"SyncFormat" : String,
"SyncName" : String,
"SyncSource" : SyncSource (p. 6354),
"SyncType" : String
}

YAML
Type: AWS::SSM::ResourceDataSync
Properties:
BucketName: String
BucketPrefix: String
BucketRegion: String
KMSKeyArn: String
S3Destination:
S3Destination (p. 6353)
SyncFormat: String
SyncName: String
SyncSource:
SyncSource (p. 6354)
SyncType: String

プロパティ
BucketName
集計されたデータが保存されている S3 バケットの名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
BucketPrefix
バケットの Amazon S3 プレフィックス。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
BucketRegion
リソースデータ同期のターゲットとなる S3 バケットの AWS リージョン。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
KMSKeyArn
Amazon S3 のターゲット用の暗号化キーの ARN。KMS キーを使用して、Amazon S3 のインベント
リデータを暗号化できます。ターゲットの Amazon S3 バケットと同じリージョンにあるキーを指定
する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: Replacement
S3Destination
ターゲットの S3 バケットの設定情報。
必須: いいえ
タイプ: S3Destination (p. 6353)
Update requires: Replacement
SyncFormat
サポートされている同期形式。現在サポートされている形式: JsonSerDe
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: JsonSerDe
Update requires: Replacement
SyncName
リソースデータ同期の名前。
API バージョン 2010-05-15
6347

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Systems Manager

必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
SyncSource
データが同期されたソースに関する情報。
必須: いいえ
タイプ: SyncSource (p. 6354)
Update requires: No interruption
SyncType
リソースデータの同期のタイプ。SyncType が SyncToDestination の場合、リソースデータの同
期によって S3 バケットとデータが同期されます。SyncType が SyncFromSource の場合、リソー
スデータの同期によって AWS Organizations または複数の AWS リージョン からのデータが同期され
ます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
TestResourceDataSync など、リソースデータ同期の名前このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関
数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
SyncName
Property description not available.

例
SyncToDestination リソースデータ同期を作成する
次の例では、米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) の Systems Manager Inventory メタデータを 1
つの Amazon S3 バケットに同期します。その後、リソースデータの同期により、新しいデータが収集さ
れると、一元化されたデータが自動的に更新されます。
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JSON
{

}

"Description": "Create a resource data sync for Systems Manager",
"Resources": {
"BasicResourceDataSync": {
"Type": "AWS::SSM::ResourceDataSync",
"Properties": {
"SyncName": "test-sync",
"SyncType": "SyncToDestination",
"S3Destination": {
"BucketName": "test-bucket",
"BucketRegion": "us-east-2",
"SyncFormat": "JsonSerDe",
"BucketPrefix": "cfn",
"KMSKeyArn": "kmsKeyARN"
}
}
}
}

YAML
--Description: Create a resource data sync for Systems Manager
Resources:
BasicResourceDataSync:
Type: AWS::SSM::ResourceDataSync
Properties:
SyncName: test-sync
SyncType: SyncToDestination
S3Destination:
BucketName: test-bucket
BucketRegion: us-east-2
SyncFormat: JsonSerDe
BucketPrefix: cfn
KMSKeyArn: kmsKeyARN

タイプが SingleAccountMultipleRegions の SyncFromSource リソースデータ同期を作成する
次の例では、単一の AWS account アカウント内の複数の AWS Regions リージョンからの Systems
Manager Explorer の OpsData と OpsItems を同期します。

JSON
{

"Description": "Create a resource data sync for Systems Manager Explorer",
"Resources": {
"BasicResourceDataSync": {
"Type": "AWS::SSM::ResourceDataSync",
"Properties": {
"SyncName": "test-sync",
"SyncType": "SyncFromSource",
"SyncSource": {
"SourceType": "SingleAccountMultiRegions",
"SourceRegions": [
"us-east-1",
"us-west-1",
"us-west-2"
],
"IncludeFutureRegions": false
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}

}

}

}

}

YAML
--Description: Create a resource data sync for Systems Manager Explorer
Resources:
BasicResourceDataSync:
Type: AWS::SSM::ResourceDataSync
Properties:
SyncName: test-sync
SyncType: SyncFromSource
SyncSource:
SourceType: SingleAccountMultiRegions
SourceRegions:
- us-east-1
- us-west-1
- us-west-2
IncludeFutureRegions: false

タイプが EntireOrganization の SyncFromSource リソースデータ同期を作成する
次の例では、us-west-1 リージョンの AWS Organizations の組織全体からの Systems Manager Explorer の
OpsData と OpsItems を同期します。

JSON
{

}

"Description": "Create a resource data sync for Systems Manager Explorer",
"Resources": {
"BasicResourceDataSync": {
"Type": "AWS::SSM::ResourceDataSync",
"Properties": {
"SyncName": "test-sync",
"SyncType": "SyncFromSource",
"SyncSource": {
"SourceType": "AwsOrganizations",
"AwsOrganizationsSource": {
"OrganizationSourceType": "EntireOrganization"
},
"SourceRegions": [
"us-west-1"
],
"IncludeFutureRegions": false
}
}
}
}

YAML
--Description: Create a resource data sync for Systems Manager Explorer
Resources:
BasicResourceDataSync:
Type: AWS::SSM::ResourceDataSync
Properties:
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SyncName: test-sync
SyncType: SyncFromSource
SyncSource:
SourceType: AwsOrganizations
AwsOrganizationsSource:
OrganizationSourceType: EntireOrganization
SourceRegions:
- us-west-1
IncludeFutureRegions: false

タイプが OrganizationalUnits の SyncFromSource リソースデータ同期を作成する
次の例では、us-west-1 リージョンの AWS Organizations の組織単位 12345 からの Systems Manager
Explorer の OpsData と OpsItems を同期します。

JSON
{

}

"Description": "Create a resource data sync for Systems Manager Explorer",
"Resources": {
"BasicResourceDataSync": {
"Type": "AWS::SSM::ResourceDataSync",
"Properties": {
"SyncName": "test-sync",
"SyncType": "SyncFromSource",
"SyncSource": {
"SourceType": "AwsOrganizations",
"AwsOrganizationsSource": {
"OrganizationSourceType": "OrganizationalUnits",
"OrganizationalUnits": [
"ou-12345"
]
},
"SourceRegions": [
"us-west-1"
],
"IncludeFutureRegions": false
}
}
}
}

YAML
--Description: Create a resource data sync for Systems Manager Explorer
Resources:
BasicResourceDataSync:
Type: AWS::SSM::ResourceDataSync
Properties:
SyncName: test-sync
SyncType: SyncFromSource
SyncSource:
SourceType: AwsOrganizations
AwsOrganizationsSource:
OrganizationSourceType: OrganizationalUnits
OrganizationalUnits:
- ou-12345
SourceRegions:
- us-west-1
IncludeFutureRegions: false
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以下の資料も参照してください。
• AWS Systems Manager とは
• AWS Systems Manager インベントリ
• インベントリ収集の設定

AWS::SSM::ResourceDataSync AwsOrganizationsSource
AwsOrganizationsSource リソースデータ同期ソースに関する情報。このタイプの同期ソース
は、AWS Organizations、または AWS 組織が存在しない場合は、複数の AWS リージョン のデータを同
期できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OrganizationalUnits" : [ String, ... ],
"OrganizationSourceType" : String

YAML
OrganizationalUnits:
- String
OrganizationSourceType: String

プロパティ
OrganizationalUnits
同期に含まれる AWS Organizations 組織単位。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
最大: 1000
Update requires: No interruption
OrganizationSourceType
AWS Organization が存在する場合、これは OrganizationalUnits または EntireOrganization
です。OrganizationalUnits の場合、データは組織単位のセットから集計されま
す。EntireOrganization の場合、データは AWS 組織全体から集計されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption
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AWS::SSM::ResourceDataSync S3Destination
リソースデータ同期のターゲット S3 バケットに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"BucketName" : String,
"BucketPrefix" : String,
"BucketRegion" : String,
"KMSKeyArn" : String,
"SyncFormat" : String

YAML
BucketName: String
BucketPrefix: String
BucketRegion: String
KMSKeyArn: String
SyncFormat: String

プロパティ
BucketName
集計されたデータが保存されている S3 バケットの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: Replacement
BucketPrefix
バケットの Amazon S3 プレフィックス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
Update requires: Replacement
BucketRegion
リソースデータ同期のターゲットとなる S3 バケットの AWS リージョン。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: Replacement
KMSKeyArn
Amazon S3 のターゲット用の暗号化キーの ARN。出力先の S3 バケットと同じリージョンに属してい
る必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 512
パターン: arn:.*
Update requires: Replacement
SyncFormat
サポートされている同期形式。現在サポートされている形式: JsonSerDe
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: JsonSerDe
Update requires: Replacement

AWS::SSM::ResourceDataSync SyncSource
リソースデータの同期に含まれるデータのソースに関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AwsOrganizationsSource" : AwsOrganizationsSource (p. 6352),
"IncludeFutureRegions" : Boolean,
"SourceRegions" : [ String, ... ],
"SourceType" : String

YAML
AwsOrganizationsSource:
AwsOrganizationsSource (p. 6352)
IncludeFutureRegions: Boolean
SourceRegions:
- String
SourceType: String

API バージョン 2010-05-15
6354

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Amazon Timestream

プロパティ
AwsOrganizationsSource
AwsOrganizationsSource リソースデータ同期ソースに関する情報です。このタイプの同期ソース
は、AWS Organizations からのデータを同期できます。
必須: いいえ
タイプ: AwsOrganizationsSource (p. 6352)
Update requires: No interruption
IncludeFutureRegions
新しいリージョンがオンラインになったときに、新しい AWS リージョン からのデータを自動的に同
期および集約するかどうか。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
SourceRegions
リソースデータ同期に含まれる SyncSource AWS リージョン。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SourceType
リソースデータ同期のデータソースのタイプ。SourceType は AwsOrganizations (組織が AWS
Organizations に存在する場合) または SingleAccountMultiRegions のいずれかです。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
Update requires: No interruption

Amazon Timestream リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Timestream::Database (p. 6355)
• AWS::Timestream::Table (p. 6357)

AWS::Timestream::Database
新しい Timestream データベースを作成します。AWS KMS キーが指定されていない場合、データベー
スは、アカウントにある Timestream マネージド AWS KMS キーで暗号化されます。詳細について
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は、AWS managed AWS KMS keys を参照してください。サービスクォータが適用されます。詳細につい
ては、コードサンプルを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Timestream::Database",
"Properties" : {
"DatabaseName" : String,
"KmsKeyId" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Timestream::Database
Properties:
DatabaseName: String
KmsKeyId: String
Tags:
- Tag

プロパティ
DatabaseName
Timestream データベースの名前。
長さの制限: 最小長は 3 バイトです。最大長 256 バイト。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
KmsKeyId
データベースに保存されているデータの暗号化に使用される AWS KMS キーの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 2048
Update requires: No interruption
Tags
データベースに追加するタグ。
必須: いいえ
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タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: データベース名
DATABASE_NAME。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下の属性を使用できます。
Arn
データベースの arn。

AWS::Timestream::Table
CreateTable オペレーションは、アカウントの既存のデータベースに新しいテーブルを追加します。AWS
アカウントでは、テーブル名が同じデータベース内にある場合、テーブル名は各リージョン内で少なくと
も一意であることが必要です。テーブルが別々のデータベースにある場合、同じリージョン内に同じテー
ブル名があっても構いません。テーブルの作成時に、テーブル名、データベース名、保持プロパティを指
定する必要があります。サービスクォータが適用されます。詳細については、 コードサンプルを参照して
ください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Timestream::Table",
"Properties" : {
"DatabaseName" : String,
"RetentionProperties" : Json,
"TableName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::Timestream::Table
Properties:
DatabaseName: String
RetentionProperties: Json
TableName: String
Tags:
- Tag
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プロパティ
DatabaseName
このテーブルを含む Timestream データベースの名前。
長さの制限: 最小長は 3 バイトです。最大長 256 バイト。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
RetentionProperties
メモリストアと磁気ストアの保持期間。このオブジェクトには以下の属性があります。
• MemoryStoreRetentionPeriodInHours: メモリストアの保持期間 (時間単位)。
• MagneticStoreRetentionPeriodInDays: 磁気ストアの保持期間 (日数単位)。
両方の属性は string 型です。RetentionProperties が指定されている場合、両方の属性は必
須です。
以下の例を参照してください。
JSON
{

}

"Type" : AWS::Timestream::Table",
"Properties" : {
"DatabaseName" : "TestDatabase",
"TableName" : "TestTable",
"RetentionProperties" : {
"MemoryStoreRetentionPeriodInHours": "24",
"MagneticStoreRetentionPeriodInDays": "7"
}
}

YAML
Type: AWS::Timestream::Table
DependsOn: TestDatabase
Properties:
TableName: "TestTable"
DatabaseName: "TestDatabase"
RetentionProperties:
MemoryStoreRetentionPeriodInHours: "24"
MagneticStoreRetentionPeriodInDays: "7"

必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
TableName
Timestream テーブルの名前。
長さの制限: 最小長は 3 バイトです。最大長 256 バイト。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
テーブルに追加するタグ
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: DATABASE_NAME|
TABLE_NAME 形式のテーブル名 TABLE_NAME。DATABASE_NAME は、テーブルが含まれている
Timestream データベースの名前です。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下の属性を使用できます。
Arn
テーブルの arn。
Name
テーブルの名前。

AWS Transfer Family リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::Transfer::Server (p. 6359)
• AWS::Transfer::User (p. 6371)

AWS::Transfer::Server
AWS::Transfer::Server リソースは、AWS のファイル転送プロトコルに基づいてオートスケーリング
仮想サーバーをインスタンス化します。サーバーの更新や、ユーザーの操作を行う際、新しく作成された
サーバーに割り当てられた、サービスによって生成された ServerId プロパティを使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
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}

"Type" : "AWS::Transfer::Server",
"Properties" : {
"Certificate" : String,
"Domain" : String,
"EndpointDetails" : EndpointDetails (p. 6365),
"EndpointType" : String,
"IdentityProviderDetails" : IdentityProviderDetails (p. 6367),
"IdentityProviderType" : String,
"LoggingRole" : String,
"ProtocolDetails" : ProtocolDetails (p. 6369),
"Protocols" : [ Protocol (p. 6368), ... ],
"SecurityPolicyName" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"WorkflowDetails" : WorkflowDetails (p. 6370)
}

YAML
Type: AWS::Transfer::Server
Properties:
Certificate: String
Domain: String
EndpointDetails:
EndpointDetails (p. 6365)
EndpointType: String
IdentityProviderDetails:
IdentityProviderDetails (p. 6367)
IdentityProviderType: String
LoggingRole: String
ProtocolDetails:
ProtocolDetails (p. 6369)
Protocols:
- Protocol (p. 6368)
SecurityPolicyName: String
Tags:
- Tag
WorkflowDetails:
WorkflowDetails (p. 6370)

プロパティ
Certificate
AWS Certificate Manager 証明書 (ACM) の Amazon リソースネーム (ARN)。Protocols が FTPS に
設定されている場合は必須です。
新しいパブリック証明書をリクエストするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの Request
a public certificate を参照してください。
既存の証明書を ACM にインポートするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの Importing
certificates into ACM を参照してください。
プライベート IP アドレス経由で FTPS を使用するようにプライベート証明書をリクエストするに
は、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの Creating and managing a Private CA を参照してくだ
さい。
以下の暗号化アルゴリズムとキーサイズの証明書がサポートされています。
• 2048 ビット RSA (RSA_2048)
• 4096 ビット RSA (RSA_4096)
• 楕円素数曲線 256 ビット (EC_Prime256v1)
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• 楕円素数曲線 384 ビット (EC_secp384R1)
• 楕円素数曲線 521 ビット (EC_secp521R1)

Note
証明書は、FQDN または IP アドレスが指定され、発行者に関する情報が記載された有効な
SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1600
Update requires: No interruption
Domain
ファイル転送に使用されるストレージシステムのドメインを指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EFS | S3
Update requires: Replacement
EndpointDetails
サーバーに設定された Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント設定。VPC 内でエンドポイントを
ホストする場合、VPC 内のリソースにのみアクセスできるようにすることも、Elastic IP をアタッチ
してインターネット経由でクライアントにアクセスできるようにすることもできます。VPC のデフォ
ルトのセキュリティグループは、エンドポイントに自動的に割り当てられます。
必須: いいえ
タイプ: EndpointDetails (p. 6365)
Update requires: No interruption
EndpointType
サーバーが接続する VPC エンドポイントのタイプ。パブリックインターネットまたは Virtual Private
Cloud (VPC) エンドポイントへの接続を選択できます。VPC エンドポイントを使用すると、サーバー
とリソースへのアクセスを VPC 内のみに制限できます。

Note
VPC を EndpointType として使用することをお勧めします。このエンドポイントタイプで
は、最大 3 つの Elastic IPv4 アドレス (BYO IP を含む) をサーバーのエンドポイントに直接関
連付けて、VPC セキュリティグループを使用してクライアントのパブリック IP アドレスで
トラフィックを制限できます。EndpointType を VPC_ENDPOINT に設定した場合、これは
不可能です。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
許可された値: PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT
Update requires: No interruption
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IdentityProviderDetails
IdentityProviderType が AWS_DIRECTORY_SERVICE または API_GATEWAY に設定されている
場合は必須です。API Gateway URL を含め、AWS_DIRECTORY_SERVICE のディレクトリを使用した
り、お客様が指定した認証 API を呼び出したりするために必要なすべての情報が含まれている配列を
受け入れます。IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED に設定されている場合、必須では
ありません。
必須: いいえ
タイプ: IdentityProviderDetails (p. 6367)
Update requires: No interruption
IdentityProviderType
サーバーの認証のモードを指定します。デフォルト値は SERVICE_MANAGED です。この値で
は、AWS Transfer Family サービス内でユーザー認証情報を保存しアクセスできます。
オンプレミス環境で、または AD Connector を使用する AWS で、AWS Managed Active Directory
または Microsoft Active Directory の Active Directory グループへのアクセスを提供するために
AWS_DIRECTORY_SERVICE を使用します。このオプションでは、IdentityProviderDetails パ
ラメータを使用してディレクトリ ID を指定する必要もあります。
この API_GATEWAY 値を使用して、選択した ID プロバイダーと統合します。API_GATEWAY 設定で
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用して認証を呼び出すには API Gateway エンドポ
イントの URL を指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: API_GATEWAY | AWS_DIRECTORY_SERVICE | SERVICE_MANAGED
Update requires: Replacement
LoggingRole
サーバーが Amazon S3 または Amazon EFS イベント用に Amazon CloudWatch ログ記録を有効にす
ることを許可する、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。設定すると、CloudWatch ログでユーザーアクティビティを表示できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:.*role/.*
Update requires: No interruption
ProtocolDetails
サーバー用に設定されているプロトコル設定。

Note
UpdateServer API でのみ有効です。
必須: いいえ
タイプ: ProtocolDetails (p. 6369)
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Update requires: No interruption
Protocols
ファイル転送プロトコルクライアントがサーバーのエンドポイントに接続できる 1 つまたは複数の
ファイル転送プロトコルを指定します。
必須: いいえ
タイプ: プロトコル (p. 6368)のリスト
最大: 3
Update requires: No interruption
SecurityPolicyName
サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 100
パターン: TransferSecurityPolicy-.+
Update requires: No interruption
Tags
サーバーのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
WorkflowDetails
割り当てるワークフローのワークフロー ID と、ワークフローの実行に使用される実行ロールを指定し
ます。
必須: いいえ
タイプ: WorkflowDetails (p. 6370)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: サーバーの ARN
(arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef など)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
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Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id/ の形式でサーバーに関連付けら
れた Amazon リソースネーム。
サーバー ARN の例: arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/
s-01234567890abcdef
ServerId
作成されたサーバーのサービスに割り当てられた ID。
例: ServerId は s-01234567890abcdef です。

例
VPC がホストするエンドポイントタイプを使用してサーバーを作成する
次の例では、カスタム ID プロバイダー、CloudWatch ログ記録ロール、セキュリティポリシー、タグを持
つ VPC がホストするエンドポイントタイプを使用して、Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP)
対応サーバーを作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "creates SFTP Server",
"Resources": {
"MyTransferServer": {
"Type": "AWS::Transfer::Server",
"Properties": {
"EndpointDetails": {
"AddressAllocationIds": [
"AddressAllocationId-1",
"AddressAllocationId-2"
],
"SubnetIds": [
"SubnetId-1",
"SubnetId-2"
],
"VpcId": "VpcId"
},
"EndpointType": "VPC",
"LoggingRole": "Logging-Role-ARN",
"Protocols": [
"SFTP"
],
"SecurityPolicyName": "Security-Policy-Name",
"IdentityProviderDetails": {
"InvocationRole": "Invocation-Role-ARN",
"Url": "API_GATEWAY-Invocation-URL"
},
"IdentityProviderType": "API_GATEWAY",
"Tags": [
{
"Key": "KeyName",
"Value": "ValueName"
}
]
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}

}

}

}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: creates SFTP Server
Resources:
MyTransferServer:
Type : AWS::Transfer::Server
Properties :
EndpointDetails:
AddressAllocationIds:
- AddressAllocationId-1
- AddressAllocationId-2
SubnetIds:
- SubnetId-1
- SubnetId-2
VpcId: VpcId
EndpointType: VPC
LoggingRole: Logging-Role-ARN
Protocols:
- SFTP
SecurityPolicyName: Security-Policy-Name
IdentityProviderDetails:
InvocationRole: Invocation-Role-ARN
Url: API_GATEWAY-Invocation-URL
IdentityProviderType: API_GATEWAY
Tags:
- Key: KeyName
Value: ValueName

以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの CreateServer。

AWS::Transfer::Server EndpointDetails
サーバーに設定された仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイント設定。VPC 内でエンドポイントを
ホストする場合、VPC 内のリソースにのみアクセスできるようにすることも、Elastic IP をアタッチして
インターネット経由でクライアントにアクセスできるようにすることもできます。VPC のデフォルトのセ
キュリティグループは、エンドポイントに自動的に割り当てられます。

Note
VPC を EndpointType として使用することをお勧めします。このエンドポイントタイプでは、
最大 3 つの Elastic IPv4 アドレス (BYO IP を含む) をサーバーのエンドポイントに直接関連付け
て、VPC セキュリティグループを使用してクライアントのパブリック IP アドレスでトラフィッ
クを制限できます。EndpointType を VPC_ENDPOINT に設定した場合、これは不可能です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"AddressAllocationIds" : [ String, ... ],
"SecurityGroupIds" : [ String, ... ],

API バージョン 2010-05-15
6365

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS Transfer Family

}

"SubnetIds" : [ String, ... ],
"VpcEndpointId" : String,
"VpcId" : String

YAML
AddressAllocationIds:
- String
SecurityGroupIds:
- String
SubnetIds:
- String
VpcEndpointId: String
VpcId: String

プロパティ
AddressAllocationIds
Elastic IP アドレスをサーバーのエンドポイントにアタッチするために必要なアドレス割り当て ID の
リスト。これは、UpdateServer API でのみ有効です。

Note
このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: Some interruptions
SecurityGroupIds
サーバーのエンドポイントにアタッチできるセキュリティグループ ID のリスト。

Note
このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。
セキュリティグループの最大数: 5
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
SubnetIds
VPC でサーバーのエンドポイントをホストするために必要なサブネット ID のリスト。

Note
このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
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VpcEndpointId
VPC エンドポイントの ID。

Note
このプロパティは、EndpointType が VPC_ENDPOINT に設定されている場合にのみ設定で
きます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 22
最大: 22
パターン: ^vpce-[0-9a-f]{17}$
Update requires: No interruption
VpcId
サーバーのエンドポイントがホストされる仮想プライベートクラウドの VPC ID。

Note
このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの EndpointDetails。

AWS::Transfer::Server IdentityProviderDetails
IdentityProviderType が AWS_DIRECTORY_SERVICE または API_GATEWAY に設定されている場合
は必須です。API Gateway URL を含め、AWS_DIRECTORY_SERVICE のディレクトリを使用したり、お
客様が指定した認証 API を呼び出したりするために必要なすべての情報が含まれている配列を受け入れま
す。IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED に設定されている場合、必須ではありません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DirectoryId" : String,
"InvocationRole" : String,
"Url" : String

YAML
DirectoryId: String
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InvocationRole: String
Url: String

プロパティ
DirectoryId
共有を停止する AWSDirectory Service ディレクトリの識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 12
最大: 12
パターン: ^d-[0-9a-f]{10}$
Update requires: No interruption
InvocationRole
ユーザーアカウントを認証するために使用される InvocationRole のタイプを提供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:.*role/.*
Update requires: No interruption
Url
ユーザーを認証するために使用されるサービスエンドポイントの場所を提供します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 255
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの IdentityProviderDetails。

AWS::Transfer::Server Protocol
ファイル転送プロトコルクライアントがサーバーのエンドポイントに接続できる 1 つまたは複数のファイ
ル転送プロトコルを指定します。使用可能なプロトコルは次のとおりです。
• SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): SSH 経由のファイル転送
• FTPS (File Transfer Protocol Secure): TLS 暗号化によるファイル転送
• FTP (File Transfer Protocol): 暗号化されていないファイル転送
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Note
FTPS を選択した場合は、AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択する必
要があります。この証明書は、クライアントが FTPS 経由でサーバーに接続するときにサーバー
を識別するために使用されます。
FTP または FTPS が含まれる場合は Protocol であり、EndpointTypeは VPC であ
り、IdentityProviderType は API_GATEWAY である必要があります。
Protocol に FTPが含まれる場合、AddressAllocationIds は関連付けられません。
Protocol が SFTP にだけ設定されている場合、EndpointType を PUBLIC に設定
し、IdentityProviderType を SERVICE_MANAGED に設定できます。

AWS::Transfer::Server ProtocolDetails
サーバー用に設定されているプロトコル設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"PassiveIp" : String

YAML
PassiveIp: String

プロパティ
PassiveIp
FTP および FTPS プロトコルのパッシブモードを示します。ファイアウォール、ルーター、または
ロードバランサーの外部 IP アドレスなど、ドット付きクワッド IPv4 アドレスを入力します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::Transfer::Server WorkflowDetail
割り当てるワークフローのワークフロー ID と、ワークフローの実行に使用される実行ロールを指定しま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"ExecutionRole" : String,
"WorkflowId" : String
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YAML
ExecutionRole: String
WorkflowId: String

プロパティ
ExecutionRole
Transfer が引き受けることができる S3、EFS、および Lambda オペレーションに必要なアクセス許可
を含み、すべてのワークフローステップが必要なリソースで操作できるようにします。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: arn:.*role/.*
Update requires: No interruption
WorkflowId
ワークフロー用の一意の識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 19
最大: 19
パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$
Update requires: No interruption

AWS::Transfer::Server WorkflowDetails
WorkflowDetail データ型用のコンテナ。これは、ワークフローの実行開始をトリガーするアクション
で使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"OnUpload" : [ WorkflowDetail (p. 6369), ... ]

YAML
OnUpload:
- WorkflowDetail (p. 6369)
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プロパティ
OnUpload
ワークフローを開始するトリガー。ワークフローは、ファイルがアップロードされた後に実行を開始
します。
必須: はい
タイプ: WorkflowDetail (p. 6369) の一覧
最大: 1
Update requires: No interruption

AWS::Transfer::User
AWS::Transfer::User リソースはユーザーを作成し、既存のサーバーに関連付けま
す。IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED に設定されたサーバーのみを作成し、ユーザーを
関連付けることができます。CreateUser のパラメータを使用して、ユーザー名の指定、ホームディレク
トリの設定、ユーザーのパブリックキーの保存、ユーザーの AWS Identity and Access Management (IAM)
ロールの割り当てが可能です。オプションで、セッションポリシーの追加、ユーザーのグループ化や検索
に使用できるタグがあるメタデータの割り当てが可能です。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::Transfer::User",
"Properties" : {
"HomeDirectory" : String,
"HomeDirectoryMappings" : [ HomeDirectoryMapEntry (p. 6377), ... ],
"HomeDirectoryType" : String,
"Policy" : String,
"PosixProfile" : PosixProfile (p. 6378),
"Role" : String,
"ServerId" : String,
"SshPublicKeys" : [ SshPublicKey (p. 6379), ... ],
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserName" : String
}

YAML
Type: AWS::Transfer::User
Properties:
HomeDirectory: String
HomeDirectoryMappings:
- HomeDirectoryMapEntry (p. 6377)
HomeDirectoryType: String
Policy: String
PosixProfile:
PosixProfile (p. 6378)
Role: String
ServerId: String
SshPublicKeys:
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- SshPublicKey (p. 6379)
Tags:
- Tag
UserName: String

プロパティ
HomeDirectory
ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダー)。
HomeDirectory の例は、/bucket_name/home/mydirectory です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^$|/.*
Update requires: No interruption
HomeDirectoryMappings
ユーザーに表示する Amazon S3 パスとキー、およびそれらをどのように表示するかを指定する
論理ディレクトリマッピング。Entry がどのようにパスを表示するかを示す「Entry」および
「Target」のペアを指定する必要があります。Target は実際の Amazon S3 パスです。ターゲット
を指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、IAM ロールが、Target のパスへのアクセ
スを提供することを確認してください。次に例を示します。
'[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket3/customized-reports/" } ]'
ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディ
レクトリ (「chroot」) にユーザーをロックダウンできます。これを行うには、Entry を '/' に設定
し、Target をHomeDirectory パラメータ値に設定します。

Note
論理ディレクトリエントリのターゲットが Amazon S3 に存在しない場合、エントリは無視さ
れます。回避策として、Amazon S3 API を使用して、ディレクトリのプレースホルダとして
0 バイトのオブジェクトを作成できます。CLI を使用している場合は、s3 の代わりに s3api
コールを使用すると、put-object オペレーションを使用することができます。例えば、次の
AWS s3api put-object --bucket bucketname --key path/to/folder/ を使用
します。フォルダと見なされるために、キー名の末尾が「/」で終わっていることを確認しま
す。
必須: いいえ
タイプ: HomeDirectoryMapEntry (p. 6377) リスト
最大: 50
Update requires: No interruption
HomeDirectoryType
ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクト
リ (フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーにはファイル転送プロトコル
クライアントでの絶対的な Amazon S3 バケットまたは EFS パスがそのまま表示されます。こ
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れを LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または EFS パスをユーザーに表示する方法につい
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: LOGICAL | PATH
Update requires: No interruption
Policy
複数のユーザー間で同じ IAM ロールを使用できるようにする、ユーザー
のセッションポリシー。このポリシーは、Amazon S3 バケットの一部へ
のユーザーアクセスを制限します。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

Note
セッションポリシーの場合、AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム
(ARN) ではなく、JSON blob としてポリシーを保存します。JSON blob としてポリシーを保
存し、Policy 因数に渡します。
セッションポリシーの例については、Example session policy を参照してください。
詳細については、AWS Security Token Service API リファレンスの AssumeRole を参照して
ください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 2048
Update requires: No interruption
PosixProfile
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する、
ユーザー ID (Uid)、グループ ID (Gid)、およびセカンダリグループ ID (SecondaryGids) を含む、完
全な POSIX ID を指定します。ファイルシステム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX ア
クセス許可によって、Amazon EFS ファイルシステムとの間でファイルを転送するときにユーザーが
得るアクセスのレベルが決まります。
必須: いいえ
タイプ: PosixProfile (p. 6378)
Update requires: No interruption
Role
Amazon S3 バケットまたは EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。このロールにアタッチされたポリシーにより、ファ
イルを Amazon S3 バケットまたは EFS ファイルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するア
クセスのレベルが決定されます。IAM ロールには、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サー
バーによるリソースへのアクセスを許可する信頼関係も含まれる必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
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最大: 2048
パターン: arn:.*role/.*
Update requires: No interruption
ServerId
システムによって割り当てられた、サーバーインスタンスの一意の識別子。これはユーザーを追加し
たサーバーに固有です。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 19
最大: 19
パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
Update requires: Replacement
SshPublicKeys
記述されたユーザー用に保存された Secure Shell (SSH) のパブリックキー部分を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SshPublicKey (p. 6379) のリスト
最大: 5
Update requires: No interruption
Tags
ユーザーのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。タグは、あらゆる目的でユーザーに
アタッチされるメタデータです。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
最大: 50
Update requires: No interruption
UserName
ユーザーを識別する一意の文字列で、ServerId に関連付けられています。このユーザー名は、最
小 3 文字、最大 100 文字にする必要があります。有効な文字は a～z、A～Z、0～9、アンダースコア
(_)、ハイフン (-)、ピリオド (。)、アットマーク (@) です。ユーザー名をハイフン、ピリオド、アット
マークで始めることはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 3
最大: 100
パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
transfer_user など、このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します:
ユーザー名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
Arn
フォーム内のユーザーに関連付けられた Amazon リソースネーム
arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/username。
ユーザー ARN の例: arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:user/user1
ServerId
ユーザーがアタッチされているサーバーの ID。
例: ServerId は s-01234567890abcdef です。
UserName
サーバーに関連付けられているユーザーアカウントを識別する一意の文字列。
例: UserName は transfer-user-1 です。

例
ユーザーをサーバーに関連付ける
次の例では、ユーザーを サーバーに関連付けます。

JSON
"User": {
"Type": "AWS::Transfer::User",
"Properties": {
"HomeDirectoryMappings": [
{
"Entry": "/",
"Target": "/my-bucket/"
}
],
"HomeDirectoryType": "LOGICAL",
"Policy": {
"Fn::Sub": "{
\"Version\": \"2012-10-17T00:00:00.000Z\",
\"Statement\": {
\"Sid\": \"AllowFullAccessToBucket\",
\"Action\": \"s3:*\",
\"Effect\": \"Allow\",
\"Resource\": [
\"arn:${AWS::Partition}:s3:::my-bucket\",
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}"

}

]

\"arn:${AWS::Partition}:s3:::my-bucket/*\"

},
"Role": {
"Fn::Sub": "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/Admin"
},
"ServerId": {
"Fn::GetAtt": "Server.ServerId"
},
"SshPublicKeys": [
"ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAn5ZA7REHaFT40KsZzYnuS7vzdP8n46akEpXLpzrOkbRPEqoOXlDk8f
+2SrnANUGfjVVnTqhdrI7S90B4lyBIdWdinhVUK+W0we8j6nCMhtnjigXs6dtxvESUEzrWLWlQpPNJXDSnZEEWoQ/
q7W4xXynD6GM3pko36ipA5Xv6hQWC7faYOb2FWLzN1NsngaowO1R6FRau+/oIu"
],
"Tags": [
{
"Key": "KeyName",
"Value": "ValueName"
}
],
"UserName": "my-user"
}
}

YAML
User:
Type: AWS::Transfer::User
Properties:
HomeDirectoryMappings:
- Entry: /
Target: /my-bucket/
HomeDirectoryType: LOGICAL
Policy:
Fn::Sub: |
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowFullAccessToBucket",
"Action": "s3:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket",
"arn:aws:s3:::my-bucket/*"
]
}
}
Role:
Fn::Sub: arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/Admin
ServerId:
Fn::GetAtt: Server.ServerId
SshPublicKeys:
- ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAn5ZA7REHaFT40KsZzYnuS7vzdP8n46akEpXLpzrOkbRPEqoOXlDk8f
+2SrnANUGfjVVnTqhdrI7S90B4lyBIdWdinhVUK+W0we8j6nCMhtnjigXs6dtxvESUEzrWLWlQpPNJXDSnZEEWoQ/
q7W4xXynD6GM3pko36ipA5Xv6hQWC7faYOb2FWLzN1NsngaowO1R6FRau+/oIu
Tags:
- Key: KeyName
Value: ValueName
UserName: my-user
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以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの CreateUser。

AWS::Transfer::User HomeDirectoryMapEntry
HomeDirectoryMappings のエントリとターゲットを含むオブジェクトを表します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Entry" : String,
"Target" : String

YAML
Entry: String
Target: String

プロパティ
Entry
HomeDirectoryMappings のエントリを表します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^/.*
Update requires: No interruption
Target
HomeDirectorymapEntry で使用されるマップターゲットを表します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最大: 1024
パターン: ^/.*
Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの HomeDirectoryMapEntry。
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AWS::Transfer::User PosixProfile
ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グループ
ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステム内の
ファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイルシステムと
の間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Gid" : Double,
"SecondaryGids" : [ Double, ... ],
"Uid" : Double

YAML
Gid: Double
SecondaryGids:
- Double
Uid: Double

プロパティ
Gid
このユーザーがすべての EFS 操作で使用する POSIX グループ ID。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
SecondaryGids
このユーザーのすべての EFS 操作に使用するセカンダリ POSIX グループ ID。
必須: いいえ
タイプ: ダブルのリスト
最大: 16
Update requires: No interruption
Uid
このユーザーのすべての EFS 操作で使用する POSIX ユーザー ID。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
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AWS::Transfer::User SshPublicKey
(ServerId により識別される) 特定のファイル転送プロトコルが有効化されたサーバーのユーザーアカウ
ントに関連付けられたパブリック Secure Shell (SSH) キーに関する情報を提供します。返される情報に
は、キーがインポートされた日付、パブリックキーの内容、パブリックキー ID が含まれます。ユーザー
は、特定のサーバーで自分のユーザー名に関連付けられている複数の SSH パブリックキーを保存できま
す。

以下の資料も参照してください。
AWS Transfer Family ユーザーガイドの SshPublicKey。

AWS WAF リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::WAF::ByteMatchSet (p. 6379)
• AWS::WAF::IPSet (p. 6388)
• AWS::WAF::Rule (p. 6392)
• AWS::WAF::SizeConstraintSet (p. 6396)
• AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet (p. 6403)
• AWS::WAF::WebACL (p. 6409)
• AWS::WAF::XssMatchSet (p. 6416)

AWS::WAF::ByteMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS::WAF::ByteMatchSet リソースは、調査するウェブリクエストの一部を識別する AWS WAF
ByteMatchSet を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::ByteMatchSet",
"Properties" : {
"ByteMatchTuples" : [ ByteMatchTuple (p. 6383), ... ],
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::WAF::ByteMatchSet
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Properties:
ByteMatchTuples:
- ByteMatchTuple (p. 6383)
Name: String

プロパティ
ByteMatchTuples
AWS WAF がウェブリクエストで検索するバイト (通常は ASCII 文字などに対応する文字列)、AWS
WAF が検索するリクエスト内の場所、およびその他の設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ByteMatchTuple (p. 6383) のリスト
Update requires: No interruption
Name
ByteMatchSet の名前。ByteMatchSet を作成した後は Name を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
HTTP リファラ
次の例では、一致する一連の HTTP リファラを定義します。

JSON
"BadReferers": {
"Type": "AWS::WAF::ByteMatchSet",
"Properties": {
"Name": "ByteMatch for matching bad HTTP referers",
"ByteMatchTuples": [
{
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"FieldToMatch" : {
"Type": "HEADER",
"Data": "referer"
},
"TargetString" : "badrefer1",
"TextTransformation" : "NONE",
"PositionalConstraint" : "CONTAINS"

},
{

}

}

]

}

"FieldToMatch" : {
"Type": "HEADER",
"Data": "referer"
},
"TargetString" : "badrefer2",
"TextTransformation" : "NONE",
"PositionalConstraint" : "CONTAINS"

YAML
BadReferers:
Type: "AWS::WAF::ByteMatchSet"
Properties:
Name: "ByteMatch for matching bad HTTP referers"
ByteMatchTuples:
FieldToMatch:
Type: "HEADER"
Data: "referer"
TargetString: "badrefer1"
TextTransformation: "NONE"
PositionalConstraint: "CONTAINS"
FieldToMatch:
Type: "HEADER"
Data: "referer"
TargetString: "badrefer2"
TextTransformation: "NONE"
PositionalConstraint: "CONTAINS"

ByteMatchSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、BadReferers バイト一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連
付けます。

JSON
"BadReferersRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "BadReferersRule",
"MetricName" : "BadReferersRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "BadReferers" },
"Negated" : false,
"Type" : "ByteMatch"
}
]
}
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}

YAML
BadReferersRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "BadReferersRule"
MetricName: "BadReferersRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "BadReferers"
Negated: false
Type: "ByteMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、BadReferersRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL
は、BadReferersRule ルールと一致するリファラを持つリクエストを除くすべてのリクエストを許可し
ます。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block IP addresses",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "BadReferersRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block IP addresses"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "BadReferersRule"
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AWS::WAF::ByteMatchSet ByteMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF がウェブリクエストで検索するバイト (通常は ASCII 文字などに対応する文字列)、AWS WAF
が検索するリクエスト内の場所、およびその他の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6386),
"PositionalConstraint" : String,
"TargetString" : String,
"TargetStringBase64" : String,
"TextTransformation" : String

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6386)
PositionalConstraint: String
TargetString:
String
TargetStringBase64:
String
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6386)
Update requires: No interruption
PositionalConstraint
検索するウェブリクエストの部分 (存在する場合は、クエリ文字列など) 内で、AWS WAF が検索する
場所を指定します。有効な値には次のようなものがあります。
CONTAINS
指定したウェブリクエスト部分には TargetString の値が含まれている必要がありますが、場所は
関係ありません。
CONTAINS_WORD
API バージョン 2010-05-15
6383

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF

指定したウェブリクエスト部分には TargetString の値が含まれていることと、TargetString
には英数字または下線 (A〜Z、a〜z、0〜9、_) のみが含まれていることが必要です。さらに、
[TargetString] は単語であること、つまり、以下のいずれかであることが必要です。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分 (ヘッダーの値など) の値と正確に一致する。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の先頭にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が続く (例: BadBot;)。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の末尾にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が先行する (例: ;BadBot)。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の中央にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が前後にある (例: -BadBot;)。
EXACTLY
指定したウェブリクエスト部分の値は、TargetString の値と正確に一致する必要があります。
STARTS_WITH
TargetString の値は、指定したウェブリクエスト部分の先頭に表示される必要があります。
ENDS_WITH
TargetString の値は、指定したウェブリクエスト部分の最後に表示される必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CONTAINS | CONTAINS_WORD | ENDS_WITH | EXACTLY | STARTS_WITH
Update requires: No interruption
TargetString
AWS WAF が検索する値。AWS WAF は、FieldToMatch で指定したウェブリクエストの一部で、指
定された文字列を検索します。値の最大長は、50 バイトです。
このプロパティまたは TargetStringBase64 プロパティを指定する必要があります。
有効な値は、FieldToMatch に指定した値によって異なります。
• HEADER: User-Agent または Referer ヘッダーの値など、FieldToMatch で指定したリクエス
トヘッダーで AWS WAF が検索する値。
• METHOD: リクエストで指定されたオペレーションのタイプを示す HTTP メソッド。Amazon
CloudFront は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT のメソッドをサ
ポートしています。
• QUERY_STRING: クエリ文字列で AWS WAF が検索する値で、URL 内で ? 文字の後に続く部分で
す。
• URI: URL 内で AWS WAF が検索する値で、/images/daily-ad.jpg などのリソースを識別しま
す。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG に似ていますが、単一のパラメータを検査するのではな
く、TargetString で指定した値または正規表現パターンについて、AWS WAF によってクエリ文
字列内ですべてのパラメータが検査されます。
API バージョン 2010-05-15
6384

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF

TargetString にアルファベット文字 (A-Z および a-z) が含まれている場合、値は大文字と小文字が
区別されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetStringBase64
AWS WAF が検索する、base64 でエンコードされた値。AWS CloudFormation は、この値をエンコー
ドせずに AWS WAF に送ります。
このプロパティまたは TargetString プロパティを指定する必要があります。
AWS WAF は、ウェブリクエストの特定の部分でこの値を検索します。この部分は、FieldToMatch
プロパティで定義します。
有効な値は、FieldToMatch プロパティの Type 値によって決まります。たとえば、METHOD 型の場
合、HTTP メソッドを DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST および PUT として指定す
る必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
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COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS::WAF::ByteMatchSet FieldToMatch
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエスト内で TargetString を検索する場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String
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YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。Amazon CloudFront は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT をサ
ポートします。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
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Update requires: No interruption

AWS::WAF::IPSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 表記で指定された 1 つ以上の IP アドレスまたは IP アドレスのブ
ロックが含まれます。AWS WAF は、/8 および /16 から /32 の範囲の IPv4 アドレス範囲をサポートしま
す。AWS WAF は、/24、/32、/48、/56、/64、/128 の IPv6 アドレス範囲をサポートしています。
個別の IP アドレスを指定するには、4 つの部分からなる IP アドレスを指定し、その後に /32 を続けま
す。例: 192.0.2.0/31。IP アドレスの範囲をブロックするには、/8 または /16~/32 の任意の範囲 (IPv4 の場
合) または /24、/32、/48、/56、/64、または /128 (IPv6 の場合) を指定できます。CIDR 表記の詳細につい
ては、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::IPSet",
"Properties" : {
"IPSetDescriptors" : [ IPSetDescriptor (p. 6391), ... ],
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::WAF::IPSet
Properties:
IPSetDescriptors:
- IPSetDescriptor (p. 6391)
Name: String

プロパティ
IPSetDescriptors
ウェブリクエストの送信元である IP アドレスタイプ (IPV4 または IPV6) と IP アドレス範囲 (CIDR
表記)。WebACL が Amazon CloudFront ディストリビューションに関連づけられ、ビューアがリクエス
トの送信に HTTP プロキシまたはロードバランサーを使用しなかった場合、これが CloudFront アク
セスログにある c-ip フィールドの値です。
必須: いいえ
タイプ: IPSetDescriptor (p. 6391) のリスト
Update requires: No interruption
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Name
IPSet の名前。作成後に IPSet の名前を変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IP アドレスの定義
次の例では、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールの一連の IP アドレスを定義します。

JSON
"MyIPSetDenylist": {
"Type": "AWS::WAF::IPSet",
"Properties": {
"Name": "IPSet for deny listed IP addresses",
"IPSetDescriptors": [
{
"Type" : "IPV4",
"Value" : "192.0.2.44/32"
},
{
"Type" : "IPV4",
"Value" : "192.0.7.0/24"
}
]
}
}

YAML
MyIPSetDenylist:
Type: "AWS::WAF::IPSet"
Properties:
Name: "IPSet for deny listed IP addresses"
IPSetDescriptors:
Type: "IPV4"
Value: "192.0.2.44/32"
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Type: "IPV4"
Value: "192.0.7.0/24"

IPSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyIPSetDenylist IP セットとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyIPSetRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyIPSetRule",
"MetricName" : "MyIPSetRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyIPSetDenylist" },
"Negated" : false,
"Type" : "IPMatch"
}
]
}
}

YAML
MyIPSetRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "MyIPSetRule"
MetricName: "MyIPSetRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyIPSetDenylist"
Negated: false
Type: "IPMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、MyIPSetRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL は、MyIPSetRule で定
義されたアドレスを除く、すべての IP アドレスから送信されるリクエストを許可します。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block IP addresses",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyIPSetRule" }
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}

}

]

}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block IP addresses"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyIPSetRule"

AWS::WAF::IPSet IPSetDescriptor
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエストの送信元の IP アドレスタイプ (IPV4 または IPV6) と IP アドレス範囲 (CIDR 表記) を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
IPV4 または IPV6 を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: IPV4 | IPV6
Update requires: No interruption
Value
CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを指定します。次に例を示します。
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS
WAF を設定するには、192.0.2.44/32 を指定します。
• IP アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウント
するように AWS WAF を設定するには、192.0.2.0/24 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
CIDR 表記を使用して IPv6 アドレスを指定します。次に例を示します。
• IP アドレス 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111 から発信されたリ
クエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128 を指定します。
• IP アドレス範囲 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to 1111:0000:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff
から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64 を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::WAF::Rule
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
許可、ブロック、カウントするウェブリクエストを指定する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet のオブジェクトの組み合わせ。たとえば、以下の述
語を含む Rule を作成できます。
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる IPSet。
• User-Agent ヘッダーの値が BadBot であるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる
ByteMatchSet。
この Rule の設定と一致するには、リクエストが 192.0.2.44 から発信され、値が BadBot である
User-Agent ヘッダーを含む必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::Rule",
"Properties" : {
"MetricName" : String,
"Name" : String,
"Predicates" : [ Predicate (p. 6394), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAF::Rule
Properties:
MetricName: String
Name: String
Predicates:
- Predicate (p. 6394)

プロパティ
MetricName
この Rule のメトリクスの名前。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することができ、最
大長は 128、最小長は 1 です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF 用に予約さ
れたメトリクス名は使用できません。 Rule の作成後は、MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Name
Rule のフレンドリ名または説明。作成後に Rule の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Predicates
Predicates オブジェクトでは、Rule に含める ByteMatchSet、IPSet、または
SqlInjectionMatchSet のオブジェクトそれぞれに 1 つの Predicate 要素が含まれています。
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必須: いいえ
タイプ: 述語 (p. 6394)のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IPSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyIPSetDenylist IPSet オブジェクトとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyIPSetRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyIPSetRule",
"MetricName" : "MyIPSetRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyIPSetDenylist" },
"Negated" : false,
"Type" : "IPMatch"
}
]
}
}

YAML
MyIPSetRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "MyIPSetRule"
MetricName: "MyIPSetRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyIPSetDenylist"
Negated: false
Type: "IPMatch"

AWS::WAF::Rule 述語

Rule に追加する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、SizeCons
オブジェクトを指定し、オブジェクトごとに、たとえば、IP アドレス 192.0.2.44 から発信されないリクエ
ストなど、設定を無効にするかどうかを示します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataId" : String,
"Negated" : Boolean,
"Type" : String

YAML
DataId: String
Negated: Boolean
Type: String

プロパティ
DataId
ByteMatchSetId や IPSetId など、Rule の述語の一意の識別子。この ID は、対応する Create
または List コマンドによって返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Negated
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定に基づいてリクエストを許可、ブロック、またはカ
ウントするようにする場合は、Negated を False に設定します。例えば、IPSet に IP アドレス
192.0.2.44 が含まれる場合、AWS WAF はその IP アドレスに基づいてリクエストを許可またはブ
ロックします。
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定の否定に基づいてリクエストを許可またはブロックす
る場合は、Negated を True に設定します。例えば、IPSet に IP アドレス 192.0.2.44 が含まれ
る場合、AWS WAF は 192.0.2.44 を除くすべての IP アドレスに基づいてリクエストを許可、ブ
ロック、またはカウントします。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Type
ByteMatch や IPSet などの Rule 内の述語のタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ByteMatch | GeoMatch | IPMatch | RegexMatch | SizeConstraint |
SqlInjectionMatch | XssMatch
Update requires: No interruption

AWS::WAF::SizeConstraintSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
SizeConstraint オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF でサイズを検査するウェブリク
エストの部分を指定します。1 つの SizeConstraintSet に複数の SizeConstraint オブジェクトが含
まれる場合、リクエストは 1 つの制約のみと一致すれば一致すると見なされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::SizeConstraintSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SizeConstraints" : [ SizeConstraint (p. 6400), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAF::SizeConstraintSet
Properties:
Name: String
SizeConstraints:
- SizeConstraint (p. 6400)

プロパティ
Name
SizeConstraintSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
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Update requires: Replacement
SizeConstraints
チェックするウェブリクエストのサイズ制約と部分。
必須: はい
タイプ: SizeConstraint (p. 6400) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サイズ制約の定義
次の例では、HTTP リクエストの本文が 4096 バイトに等しいことをチェックします。

JSON
"MySizeConstraint": {
"Type": "AWS::WAF::SizeConstraintSet",
"Properties": {
"Name": "SizeConstraints",
"SizeConstraints": [
{
"ComparisonOperator": "EQ",
"FieldToMatch": {
"Type": "BODY"
},
"Size": "4096",
"TextTransformation": "NONE"
}
]
}
}

YAML
MySizeConstraint:
Type: "AWS::WAF::SizeConstraintSet"
Properties:
Name: "SizeConstraints"
SizeConstraints:
ComparisonOperator: "EQ"
FieldToMatch:
Type: "BODY"
Size: "4096"
TextTransformation: "NONE"
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SizeConstraintSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MySizeConstraint オブジェクトとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"SizeConstraintRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "SizeConstraintRule",
"MetricName" : "SizeConstraintRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MySizeConstraint" },
"Negated" : false,
"Type" : "SizeConstraint"
}
]
}
}

YAML
SizeConstraintRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "SizeConstraintRule"
MetricName: "SizeConstraintRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MySizeConstraint"
Negated: false
Type: "SizeConstraint"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、SizeConstraintRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL は、本文サイズ
が 4096 バイトに等しいリクエストを除くすべてのリクエストをブロックします。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to allow requests with a specific size",
"DefaultAction": {
"Type": "BLOCK"
},
"MetricName" : "SizeConstraintWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "ALLOW"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "SizeConstraintRule" }
}
]
}
}
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YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to allow requests with a specific size"
DefaultAction:
Type: "BLOCK"
MetricName: "SizeConstraintWebACL"
Rules:
Action:
Type: "ALLOW"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "SizeConstraintRule"

AWS::WAF::SizeConstraintSet FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
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Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。Amazon CloudFront は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT をサ
ポートします。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAF::SizeConstraintSet SizeConstraint
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエストの一部のサイズに対する制約を指定します。AWS WAF
は、Size、ComparisonOperator、および FieldToMatch を使用して、「Size
ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の形式で式を作成します。その表現が true の場
合、SizeConstraint は一致していると見なされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"ComparisonOperator" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6399),
"Size" : Integer,
"TextTransformation" : String
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}

YAML
ComparisonOperator: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6399)
Size: Integer
TextTransformation: String

プロパティ
ComparisonOperator
AWS WAF が実行する比較のタイプ。AWS WAF は、提供されている Size および FieldToMatch
と組み合わせてこれを使用し、「Size ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の
形式で式を作成します。その表現が true の場合、SizeConstraint は一致していると見なされま
す。
EQ: Size が FieldToMatch のサイズと等しいかどうかを検証するために使用されます。
NE: Size が FieldToMatch のサイズと等しくないかどうかを検証するために使用されます。
LE: Size が FieldToMatch のサイズ以下であるかどうかを検証するために使用されます。
LT: Size が FieldToMatch のサイズより厳密に小さいかどうかを検証するために使用されます。
GE: Size が FieldToMatch のサイズ以上であるかどうかを検証するために使用されます。
GT: Size が FieldToMatch のサイズより厳密に大きいかどうかを検証するために使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EQ | GE | GT | LE | LT | NE
Update requires: No interruption
FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6399)
Update requires: No interruption
Size
AWS WAF が指定した FieldToMatch のサイズと比較するサイズ (バイト)。AWS WAF は、
これを ComparisonOperator および FieldToMatch と組み合わせて使用して、「Size
ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の形式で式を作成します。その表現が true
の場合、SizeConstraint は一致していると見なされます。
サイズの有効な値は 0~21474836480 バイト (0~20 GB) です。
Type の値に URI を指定した場合 、指定した URI パスの「/」は 1 文字としてカウントされます。た
とえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。
必須: はい
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
Type の値に BODY を選択した場合、TextTransformation には NONE を選択する必要がありま
す。Amazon CloudFront によって最初の 8192 バイトのみが検査のために転送されるためです。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
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このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
SqlInjectionMatchTuple オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF で悪意のあ
る SQL コードのスニペットを調べるウェブリクエストの部分を指定し、AWS WAF でヘッダー
を検査する場合は、ヘッダー名を指定します。1 つの SqlInjectionMatchSet に 2 つ以上の
SqlInjectionMatchTuple オブジェクトが含まれている場合、リクエストが一致とみなされるには、リ
クエストの指定した部分の 1 つにのみ SQL コードのスニペットを含める必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SqlInjectionMatchTuples" : [ SqlInjectionMatchTuple (p. 6407), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet
Properties:
Name: String
SqlInjectionMatchTuples:
- SqlInjectionMatchTuple (p. 6407)

プロパティ
Name
SqlInjectionMatchSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
SqlInjectionMatchTuples
悪意のある SQL コードのスニペットを検査するウェブリクエストの部分を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SqlInjectionMatchTuple (p. 6407) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
SQL インジェクションの検索
次の例では、HTTP リクエストのクエリ文字列で SQL コードのスニペットを検索します。

JSON
"SqlInjDetection": {
"Type": "AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet",
"Properties": {
"Name": "Find SQL injections in the query string",
"SqlInjectionMatchTuples": [
{
"FieldToMatch" : {
"Type": "QUERY_STRING"
},
"TextTransformation" : "URL_DECODE"
}
]
}
}

YAML
SqlInjDetection:
Type: "AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet"
Properties:
Name: "Find SQL injections in the query string"
SqlInjectionMatchTuples:
FieldToMatch:
Type: "QUERY_STRING"
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TextTransformation: "URL_DECODE"

SQL インジェクション一致セットとウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、SqlInjDetection 一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連付
けます。

JSON
"SqlInjRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "SqlInjRule",
"MetricName" : "SqlInjRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "SqlInjDetection" },
"Negated" : false,
"Type" : "SqlInjectionMatch"
}
]
}
}

YAML
SqlInjRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "SqlInjRule"
MetricName: "SqlInjRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "SqlInjDetection"
Negated: false
Type: "SqlInjectionMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、SqlInjRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL では、リクエストのクエリ
文字列に SQL コードを含むリクエストを除く、すべてのリクエストを許可します。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to block SQL injection in the query string",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "SqlInjWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "SqlInjRule" }
}
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}

}

]

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to block SQL injection in the query string"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "SqlInjWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "SqlInjRule"

AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。Amazon CloudFront は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT をサ
ポートします。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAF::SqlInjectionMatchSet SqlInjectionMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF が悪意のある SQL コードのスニペットを検査するウェブリクエストの部分と、AWS WAF が
ヘッダーを調査する場合は、ヘッダー名を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6406),
"TextTransformation" : String
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YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6406)
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6406)
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
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• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS::WAF::WebACL
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
許可、ブロック、またはカウントするリクエストを識別する Rules が含まれています。WebACL では、
デフォルトアクション (ALLOW または BLOCK) および、WebACL に追加する各 Rule のアクション (たとえ
ば、指定された IP アドレスからのリクエストをブロックする、または指定されたリファラからのリクエス
トをブロックする) も指定します。また、WebACL を Amazon CloudFront ディストリビューションと関連
付け、AWS WAF でフィルタリングするリクエストを識別します。WebACL に複数の Rule を追加する場
合、リクエストが許可、ブロック、またはカウントされるには、1 つの仕様のみと一致する必要がありま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::WebACL",
"Properties" : {
"DefaultAction" : WafAction (p. 6415),
"MetricName" : String,
"Name" : String,
"Rules" : [ ActivatedRule (p. 6413), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::WAF::WebACL
Properties:
DefaultAction:
WafAction (p. 6415)
MetricName: String
Name: String
Rules:
- ActivatedRule (p. 6413)

プロパティ
DefaultAction
WebACL に含まれている Rules に一致するものがない場合に実行するアクション。アクション
は、WafAction オブジェクトによって指定されます。
必須: はい
タイプ: WafAction (p. 6415)
Update requires: No interruption
MetricName
この WebACL のメトリクスの名前。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することがで
き、最大長は 128、最小長は 1 です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF 用に
予約されたメトリクス名は使用できません。 WebACL の作成後は、MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Name
WebACL のフレンドリ名または説明。作成後に WebACL の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Rules
WebACL での各 Rule のアクション、Rule の優先度、Rule の ID を含む配列。
必須: いいえ
タイプ: ActivatedRule (p. 6413) のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ウェブ ACL を作成する
次の例では、デフォルトでウェブリクエストを許可するウェブ ACL を定義します。ただし、リクエストが
いずれかのルールに一致する場合、AWS WAF はリクエストをブロックします。 AWS WAF は、優先順位
に従って各ルールを評価します (値が小さい順)。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to with three rules",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyRule" }
},
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 2,
"RuleId" : { "Ref" : "BadReferersRule" }
},
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 3,
"RuleId" : { "Ref" : "SqlInjRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to with three rules"
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DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyRule"
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 2
RuleId:
Ref: "BadReferersRule"
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 3
RuleId:
Ref: "SqlInjRule"

ウェブ ACL と Amazon CloudFront ディストリビューションを関連付ける
次の例では、MyWebACL ウェブ ACL と Amazon CloudFront ディストリビューションを関連付けます。
ウェブ ACL は、Amazon CloudFront により提供されるコンテンツにアクセスできるリクエストを制限し
ます。

JSON
"myDistribution": {
"Type": "AWS::CloudFront::Distribution",
"Properties": {
"DistributionConfig": {
"WebACLId": { "Ref" : "MyWebACL" },
"Origins": [
{
"DomainName": "test.example.com",
"Id": "myCustomOrigin",
"CustomOriginConfig": {
"HTTPPort": "80",
"HTTPSPort": "443",
"OriginProtocolPolicy": "http-only"
}
}
],
"Enabled": "true",
"Comment": "TestDistribution",
"DefaultRootObject": "index.html",
"DefaultCacheBehavior": {
"TargetOriginId": "myCustomOrigin",
"SmoothStreaming" : "false",
"ForwardedValues": {
"QueryString": "false",
"Cookies" : { "Forward" : "all" }
},
"ViewerProtocolPolicy": "allow-all"
},
"CustomErrorResponses" : [
{
"ErrorCode" : "404",
"ResponsePagePath" : "/error-pages/404.html",
"ResponseCode" : "200",
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}

}

}

}

"ErrorCachingMinTTL" : "30"

],
"PriceClass" : "PriceClass_200",
"Restrictions" : {
"GeoRestriction" : {
"RestrictionType" : "whitelist",
"Locations" : [ "AQ", "CV" ]
}
},
"ViewerCertificate" : { "CloudFrontDefaultCertificate" : "true" }

YAML
myDistribution:
Type: "AWS::CloudFront::Distribution"
Properties:
DistributionConfig:
WebACLId:
Ref: "MyWebACL"
Origins:
DomainName: "test.example.com"
Id: "myCustomOrigin"
CustomOriginConfig:
HTTPPort: "80"
HTTPSPort: "443"
OriginProtocolPolicy: "http-only"
Enabled: "true"
Comment: "TestDistribution"
DefaultRootObject: "index.html"
DefaultCacheBehavior:
TargetOriginId: "myCustomOrigin"
SmoothStreaming: "false"
ForwardedValues:
QueryString: "false"
Cookies:
Forward: "all"
ViewerProtocolPolicy: "allow-all"
CustomErrorResponses:
ErrorCode: "404"
ResponsePagePath: "/error-pages/404.html"
ResponseCode: "200"
ErrorCachingMinTTL: "30"
PriceClass: "PriceClass_200"
Restrictions:
GeoRestriction:
RestrictionType: "whitelist"
Locations:
- "AQ"
- "CV"
ViewerCertificate:
CloudFrontDefaultCertificate: "true"

AWS::WAF::WebACL ActivatedRule
UpdateWebACL リクエスト内の ActivatedRule オブジェクトは、挿入または削除する Rule、WebACL
における Rule の優先度、およびウェブリクエストが Rule に一致する場合に AWS WAF が実行するアク
ション (ALLOW、BLOCK、または COUNT) を指定します。
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Rule を挿入または削除するかどうかを指定するには、WebACLUpdate データ型で Action パラメータを
使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : WafAction (p. 6415),
"Priority" : Integer,
"RuleId" : String

YAML
Action:
WafAction (p. 6415)
Priority: Integer
RuleId: String

プロパティ
Action
ウェブリクエストが Rule の条件に一致したときに Amazon CloudFront または AWS WAF が実行す
るアクションを指定します。Action の有効な値には次のようなものがあります。
• ALLOW: CloudFront はリクエストされたオブジェクトを返します。
• BLOCK: CloudFront は HTTP 403 (Forbidden) ステータスコードを返します。
• COUNT: AWS WAF は、ルールの条件に該当するリクエストのカウンターを増分し、引き続きウェブ
ACL の残りのルールに基づいてウェブリクエストを検査します。
ActivatedRule|OverrideAction は、RuleGroup を WebACL に更新または追加した場合にのみ
適用されます。この場合は、ActivatedRule|Action を使用しません。その他のすべての更新リク
エストでは、ActivatedRule|OverrideAction の代わりに ActivatedRule|Action が使用され
ます。
必須: いいえ
タイプ: WafAction (p. 6415)
Update requires: No interruption
Priority
WebACL の Rules が評価される順序を指定します。Priority の値が小さいルールは、大きな値の
Rules よりも先に評価されます。値は一意の整数である必要があります。複数の Rules を WebACL
に追加する場合、値が連続する必要はありません。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RuleId
Rule の RuleId。RuleId を使用すると、Rule の詳細の表示 、Rule の更新、Rule の WebACL へ
の挿入または WebACL からの削除、または AWS WAF からの Rule の削除を実行できます。
API バージョン 2010-05-15
6414

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF

RuleId は CreateRule および ListRules によって返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::WAF::WebACL WafAction
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
WebACL のルールに関連付けられているアクションについて、ウェブリクエストがルールのすべての条件
に一致する場合に AWS WAF で行うアクションを指定します。WebACL のデフォルトアクションについ
て、ウェブリクエストが WebACL のいずれかのルールのすべての条件に一致しない場合に AWS WAF で行
うアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
Rule の設定と一致するリクエストに AWS WAF が応答する方法を指定します。以下は有効な設定で
す。
• ALLOW: AWS WAF がリクエストを許可します
• BLOCK: AWS WAF がリクエストをブロックします
• COUNT: AWS WAF は、ルールのすべての条件に該当するリクエストのカウンターを増分します。そ
の後、AWS WAF は、引き続きウェブ ACL の残りのルールに基づいてウェブリクエストを検査しま
す。WebACL のデフォルトアクションについては、COUNT を指定できません。
必須: はい
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タイプ: 文字列
許可された値: ALLOW | BLOCK | COUNT
Update requires: No interruption

AWS::WAF::XssMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
XssMatchTuple オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF でクロスサイトスクリプト攻撃を
調べるウェブリクエストの部分を指定し、AWS WAF でヘッダーを検査する場合は、ヘッダー名を指定し
ます。1 つの XssMatchSet に 2 つ以上のXssMatchTuple オブジェクトが含まれている場合は、リクエ
ストが一致とみなされるには、リクエストの指定した部分の 1 つにのみクロスサイトスクリプト攻撃を含
める必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAF::XssMatchSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"XssMatchTuples" : [ XssMatchTuple (p. 6420), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAF::XssMatchSet
Properties:
Name: String
XssMatchTuples:
- XssMatchTuple (p. 6420)

プロパティ
Name
XssMatchSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
API バージョン 2010-05-15
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パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
XssMatchTuples
クロスサイトスクリプト攻撃を検査するウェブリクエストの部分を指定します。
必須: はい
タイプ: XssMatchTuple (p. 6420) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
クロスサイトスクリプトを確認するリクエストの部分の定義
次の例では、URI または HTTP リクエストのクエリ文字列でクロスサイトスクリプトを検索します。

JSON
"DetectXSS": {
"Type": "AWS::WAF::XssMatchSet",
"Properties": {
"Name": "XssMatchSet",
"XssMatchTuples": [
{
"FieldToMatch": {
"Type": "URI"
},
"TextTransformation": "NONE"
},
{
"FieldToMatch": {
"Type": "QUERY_STRING"
},
"TextTransformation": "NONE"
}
]
}
}

YAML
DetectXSS:
Type: "AWS::WAF::XssMatchSet"
Properties:
Name: "XssMatchSet"
XssMatchTuples:
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-

-

FieldToMatch:
Type: "URI"
TextTransformation: "NONE"
FieldToMatch:
Type: "QUERY_STRING"
TextTransformation: "NONE"

XssMatchSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、DetectXSS 一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連付けま
す。

JSON
"XSSRule" : {
"Type": "AWS::WAF::Rule",
"Properties": {
"Name": "XSSRule",
"MetricName" : "XSSRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "DetectXSS" },
"Negated" : false,
"Type" : "XssMatch"
}
]
}
}

YAML
XSSRule:
Type: "AWS::WAF::Rule"
Properties:
Name: "XSSRule"
MetricName: "XSSRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "DetectXSS"
Negated: false
Type: "XssMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、XSSRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL では、URI または HTTP リク
エストのクエリ文字列にクロスサイトスクリプトが含まれるリクエストを除く、すべてのリクエストが許
可されます。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAF::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to block cross-site scripting",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
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}

}

"MetricName" :
"Rules": [
{
"Action" :
"Type" :
},
"Priority"
"RuleId" :
}
]

"DetectXSSWebACL",
{
"BLOCK"
: 1,
{ "Ref" : "XSSRule" }

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAF::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to block cross-site scripting"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "DetectXSSWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "XSSRule"

AWS::WAF::XssMatchSet FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
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Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。Amazon CloudFront は、DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST、および PUT をサ
ポートします。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAF::XssMatchSet XssMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF でクロスサイトスクリプティング攻撃を調べるウェブリクエストの一部と、AWS WAF がヘッ
ダーを調査する場合は、ヘッダーの名前を指定します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6419),
"TextTransformation" : String

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6419)
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6419)
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
API バージョン 2010-05-15
6421

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF リージョン別

• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS WAF Regional リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::WAFRegional::ByteMatchSet (p. 6423)
• AWS::WAFRegional::GeoMatchSet (p. 6431)
• AWS::WAFRegional::IPSet (p. 6435)
• AWS::WAFRegional::RateBasedRule (p. 6440)
• AWS::WAFRegional::RegexPatternSet (p. 6444)
• AWS::WAFRegional::Rule (p. 6447)
• AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet (p. 6451)
• AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet (p. 6458)
• AWS::WAFRegional::WebACL (p. 6464)
• AWS::WAFRegional::WebACLAssociation (p. 6469)
• AWS::WAFRegional::XssMatchSet (p. 6470)
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AWS::WAFRegional::ByteMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS::WAFRegional::ByteMatchSet リソースは、調査するウェブリクエストの一部を識別する AWS
WAF ByteMatchSet を作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::ByteMatchSet",
"Properties" : {
"ByteMatchTuples" : [ ByteMatchTuple (p. 6426), ... ],
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::ByteMatchSet
Properties:
ByteMatchTuples:
- ByteMatchTuple (p. 6426)
Name: String

プロパティ
ByteMatchTuples
AWS WAF がウェブリクエストで検索するバイト (通常は ASCII 文字などに対応する文字列)、AWS
WAF が検索するリクエスト内の場所、およびその他の設定を指定します。
必須: いいえ
タイプ: ByteMatchTuple (p. 6426) のリスト
Update requires: No interruption
Name
ByteMatchSet のフレンドリ名または説明。ByteMatchSet を作成した後は Name を変更できませ
ん。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
HTTP リファラ
次の例では、一致する一連の HTTP リファラを定義します。

JSON
"BadReferers": {
"Type": "AWS::WAFRegional::ByteMatchSet",
"Properties": {
"Name": "ByteMatch for matching bad HTTP referers",
"ByteMatchTuples": [
{
"FieldToMatch" : {
"Type": "HEADER",
"Data": "referer"
},
"TargetString" : "badrefer1",
"TextTransformation" : "NONE",
"PositionalConstraint" : "CONTAINS"
},
{
"FieldToMatch" : {
"Type": "HEADER",
"Data": "referer"
},
"TargetString" : "badrefer2",
"TextTransformation" : "NONE",
"PositionalConstraint" : "CONTAINS"
}
]
}
}

YAML
BadReferers:
Type: "AWS::WAFRegional::ByteMatchSet"
Properties:
Name: "ByteMatch for matching bad HTTP referers"
ByteMatchTuples:
FieldToMatch:
Type: "HEADER"
Data: "referer"
TargetString: "badrefer1"
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-

TextTransformation: "NONE"
PositionalConstraint: "CONTAINS"
FieldToMatch:
Type: "HEADER"
Data: "referer"
TargetString: "badrefer2"
TextTransformation: "NONE"
PositionalConstraint: "CONTAINS"

ByteMatchSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、BadReferers バイト一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連
付けます。

JSON
"BadReferersRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "BadReferersRule",
"MetricName" : "BadReferersRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "BadReferers" },
"Negated" : false,
"Type" : "ByteMatch"
}
]
}
}

YAML
BadReferersRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "BadReferersRule"
MetricName: "BadReferersRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "BadReferers"
Negated: false
Type: "ByteMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、BadReferersRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL
は、BadReferersRule ルールと一致するリファラを持つリクエストを除くすべてのリクエストを許可し
ます。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block blacklisted IP addresses",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
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}

}

"MetricName" :
"Rules": [
{
"Action" :
"Type" :
},
"Priority"
"RuleId" :
}
]

"MyWebACL",
{
"BLOCK"
: 1,
{ "Ref" : "BadReferersRule" }

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block blacklisted IP addresses"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "BadReferersRule"

AWS::WAFRegional::ByteMatchSet ByteMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF がウェブリクエストで検索するバイト (通常は ASCII 文字などに対応する文字列)、AWS WAF
が検索するリクエスト内の場所、およびその他の設定。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6430),
"PositionalConstraint" : String,
"TargetString" : String,
"TargetStringBase64" : String,
"TextTransformation" : String

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6430)
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PositionalConstraint: String
TargetString:
String
TargetStringBase64:
String
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6430)
Update requires: No interruption
PositionalConstraint
検索するウェブリクエストの部分 (存在する場合は、クエリ文字列など) 内で、AWS WAF が検索する
場所を指定します。有効な値には次のようなものがあります。
CONTAINS
指定したウェブリクエスト部分には TargetString の値が含まれている必要がありますが、場所は
関係ありません。
CONTAINS_WORD
指定したウェブリクエスト部分には TargetString の値が含まれていることと、TargetString
には英数字または下線 (A〜Z、a〜z、0〜9、_) のみが含まれていることが必要です。さらに、
[TargetString] は単語であること、つまり、以下のいずれかであることが必要です。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分 (ヘッダーの値など) の値と正確に一致する。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の先頭にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が続く (例: BadBot;)。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の末尾にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が先行する (例: ;BadBot)。
• [TargetString] は、指定したウェブリクエスト部分の中央にあり、英数字または下線 (_) 以外の
文字が前後にある (例: -BadBot;)。
EXACTLY
指定したウェブリクエスト部分の値は、TargetString の値と正確に一致する必要があります。
STARTS_WITH
TargetString の値は、指定したウェブリクエスト部分の先頭に表示される必要があります。
ENDS_WITH
TargetString の値は、指定したウェブリクエスト部分の最後に表示される必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CONTAINS | CONTAINS_WORD | ENDS_WITH | EXACTLY | STARTS_WITH
Update requires: No interruption
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TargetString
AWS WAF が検索する値。AWS WAF は、FieldToMatch で指定したウェブリクエストの一部で、指
定された文字列を検索します。値の最大長は、50 バイトです。
このプロパティまたは TargetStringBase64 プロパティを指定する必要があります。
有効な値は、FieldToMatch に指定した値によって異なります。
• HEADER: User-Agent または Referer ヘッダーの値など、FieldToMatch で指定したリクエス
トヘッダーで AWS WAF が検索する値。
• METHOD: HTTP メソッド。リクエストで指定されたオペレーションのタイプを示します。
• QUERY_STRING: クエリ文字列で AWS WAF が検索する値で、URL 内で ? 文字の後に続く部分で
す。
• URI: URL 内で AWS WAF が検索する値で、/images/daily-ad.jpg などのリソースを識別しま
す。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG に似ていますが、単一のパラメータを検査するのではな
く、TargetString で指定した値または正規表現パターンについて、AWS WAF によってクエリ文
字列内ですべてのパラメータが検査されます。
TargetString にアルファベット文字 (A-Z および a-z) が含まれている場合、値は大文字と小文字が
区別されます。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TargetStringBase64
AWS WAF が検索する、base64 でエンコードされた値。AWS CloudFormation は、この値をエンコー
ドせずに AWS WAF に送ります。
このプロパティまたは TargetString プロパティを指定する必要があります。
AWS WAF は、ウェブリクエストの特定の部分でこの値を検索します。この部分は、FieldToMatch
プロパティで定義します。
有効な値は、FieldToMatch プロパティの Type 値によって決まります。たとえば、METHOD 型の場
合、HTTP メソッドを DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST および PUT として指定す
る必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
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1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
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Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::ByteMatchSet FieldToMatch
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエスト内で TargetString を検索する場所を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
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• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストでオリジンに要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッド。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::GeoMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF で検索する 1 つ以上の国を含みます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::GeoMatchSet",
"Properties" : {
"GeoMatchConstraints" : [ GeoMatchConstraint (p. 6434), ... ],
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::GeoMatchSet
Properties:
GeoMatchConstraints:
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- GeoMatchConstraint (p. 6434)
Name: String

プロパティ
GeoMatchConstraints
AWS WAF が検索する国を含む GeoMatchConstraint オブジェクトの配列。
必須: いいえ
タイプ: GeoMatchConstraint (p. 6434) のリスト
Update requires: No interruption
Name
AWS::WAFRegional::GeoMatchSet (p. 6431) のフレンドリ名または説明。作成後に GeoMatchSet の
名前を変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
地理的制約を定義する
次の例では、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールの一連の GeoMatchConstraints を定義しま
す。

JSON
"MyGeoConstraints": {
"Type": "AWS::WAFRegional::GeoMatchSet",
"Properties": {
"Name": "GeoMatchSet for restricted countries",
"GeoMatchConstraints": [
{
"Type" : "Country",
"Value" : "AE"
},
{

API バージョン 2010-05-15
6432

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF リージョン別

}

}

]

}

"Type" : "Country",
"Value" : "ZW"

YAML
MyGeoConstraints:
Type: "AWS::WAFRegional::GeoMatchSet"
Properties:
Name: "GeoMatchSet for restricted countries"
GeoMatchConstraints:
Type: "Country"
Value: "AE"
Type: "Country"
Value: "AE"

GeoMatchSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyGeoConstraints とウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyGeoMatchRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyGeoMatchRule",
"MetricName" : "MyGeoMatchRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyGeoConstraints" },
"Negated" : false,
"Type" : "GeoMatch"
}
]
}
}

YAML
MyGeoMatchRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "MyGeoMatchRule"
MetricName: "MyGeoMatchRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyGeoConstraints"
Negated: false
Type: "GeoMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、MyGeoMatchRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL
は、MyGeoMatchRule で定義された国を除くすべての国から発生したリクエストを許可します。
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JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block restricted countries",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyGeoMatchRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block restricted countries"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyGeoMatchRule"

AWS::WAFRegional::GeoMatchSet GeoMatchConstraint
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF で検索するウェブリクエストの発信元である国。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : String,
"Value" : String
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}

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
AWS WAF で検索する地域のタイプ。現在、Country のみが有効な値です。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: Country
Update requires: No interruption
Value
AWS WAF が検索する国。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: AD | AE | AF | AG | AI | AL | AM | AO | AQ | AR | AS | AT | AU |
AW | AX | AZ | BA | BB | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BL | BM | BN |
BO | BQ | BR | BS | BT | BV | BW | BY | BZ | CA | CC | CD | CF | CG | CH |
CI | CK | CL | CM | CN | CO | CR | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DE | DJ |
DK | DM | DO | DZ | EC | EE | EG | EH | ER | ES | ET | FI | FJ | FK | FM |
FO | FR | GA | GB | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GL | GM | GN | GP | GQ |
GR | GS | GT | GU | GW | GY | HK | HM | HN | HR | HT | HU | ID | IE | IL |
IM | IN | IO | IQ | IR | IS | IT | JE | JM | JO | JP | KE | KG | KH | KI |
KM | KN | KP | KR | KW | KY | KZ | LA | LB | LC | LI | LK | LR | LS | LT |
LU | LV | LY | MA | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MK | ML | MM | MN | MO |
MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ | NA | NC | NE | NF |
NG | NI | NL | NO | NP | NR | NU | NZ | OM | PA | PE | PF | PG | PH | PK |
PL | PM | PN | PR | PS | PT | PW | PY | QA | RE | RO | RS | RU | RW | SA |
SB | SC | SD | SE | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SR | SS |
ST | SV | SX | SY | SZ | TC | TD | TF | TG | TH | TJ | TK | TL | TM | TN |
TO | TR | TT | TV | TW | TZ | UA | UG | UM | US | UY | UZ | VA | VC | VE |
VG | VI | VN | VU | WF | WS | YE | YT | ZA | ZM | ZW
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::IPSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
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Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 表記で指定された 1 つ以上の IP アドレスまたは IP アドレスのブ
ロックが含まれます。AWS WAF は、/8 および /16 から /32 の範囲の IPv4 アドレス範囲をサポートしま
す。AWS WAF は、/24、/32、/48、/56、/64、/128 の IPv6 アドレス範囲をサポートしています。
個別の IP アドレスを指定するには、4 つの部分からなる IP アドレスを指定し、その後に /32 を続けま
す。例: 192.0.2.0/31。IP アドレスの範囲をブロックするには、/8 または /16~/32 の任意の範囲 (IPv4 の場
合) または /24、/32、/48、/56、/64、または /128 (IPv6 の場合) を指定できます。CIDR 表記の詳細につい
ては、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::IPSet",
"Properties" : {
"IPSetDescriptors" : [ IPSetDescriptor (p. 6439), ... ],
"Name" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::IPSet
Properties:
IPSetDescriptors:
- IPSetDescriptor (p. 6439)
Name: String

プロパティ
IPSetDescriptors
ウェブリクエストの送信元である IP アドレスタイプ (IPV4 または IPV6) と IP アドレス範囲 (CIDR
表記)。
必須: いいえ
タイプ: IPSetDescriptor (p. 6439) のリスト
Update requires: No interruption
Name
IPSet のフレンドリ名または説明。作成後に IPSet の名前を変更することはできません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
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戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IP アドレスの定義
次の例では、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールの一連の IP アドレスを定義します。

JSON
"MyIPSetBlacklist": {
"Type": "AWS::WAFRegional::IPSet",
"Properties": {
"Name": "IPSet for blacklisted IP adresses",
"IPSetDescriptors": [
{
"Type" : "IPV4",
"Value" : "192.0.2.44/32"
},
{
"Type" : "IPV4",
"Value" : "192.0.7.0/24"
}
]
}
}

YAML
MyIPSetBlacklist:
Type: "AWS::WAFRegional::IPSet"
Properties:
Name: "IPSet for blacklisted IP adresses"
IPSetDescriptors:
Type: "IPV4"
Value: "192.0.2.44/32"
Type: "IPV4"
Value: "192.0.7.0/24"

IPSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyIPSetBlacklist IP セットとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyIPSetRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyIPSetRule",
"MetricName" : "MyIPSetRule",
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}

}

"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyIPSetBlacklist" },
"Negated" : false,
"Type" : "IPMatch"
}
]

YAML
MyIPSetRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "MyIPSetRule"
MetricName: "MyIPSetRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyIPSetBlacklist"
Negated: false
Type: "IPMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、MyIPSetRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL は、MyIPSetRule で定
義されたアドレスを除く、すべての IP アドレスから送信されるリクエストを許可します。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block blacklisted IP addresses",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyIPSetRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block blacklisted IP addresses"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
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-

Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyIPSetRule"

AWS::WAFRegional::IPSet IPSetDescriptor
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエストの送信元の IP アドレスタイプ (IPV4 または IPV6) と IP アドレス範囲 (CIDR 表記) を指
定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String,
"Value" : String

YAML
Type: String
Value: String

プロパティ
Type
IPV4 または IPV6 を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: IPV4 | IPV6
Update requires: No interruption
Value
CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを指定します。次に例を示します。
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS
WAF を設定するには、192.0.2.44/32 を指定します。
• IP アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウント
するように AWS WAF を設定するには、192.0.2.0/24 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
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CIDR 表記を使用して IPv6 アドレスを指定します。次に例を示します。
• IP アドレス 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111 から発信されたリ
クエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128 を指定します。
• IP アドレス範囲 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to 1111:0000:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff
から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64 を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 50
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::RateBasedRule
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
RateBasedRule は通常 Rule と同じですが、RateBasedRule ではさらに追加して、指定された IP アド
レスから 5 分ごとに着信するリクエストの数をカウントします。たとえば、攻撃者からの最近のリクエス
トに基づいて、以下の条件を含む RateBasedRule を作成できます。
• リクエストが 192.0.2.44 から発生した。
• リクエストの User-Agent ヘッダーに BadBot 値が含まれる。
ルールでは、レート制限を 15,000 に定義できます。
これらの条件の両方を満たし、5 分ごとに 15,000 リクエストを超えるリクエストは、ウェブ ACL で定義
されたルールのアクション (ブロックまたはカウント) をトリガーします。
レートベースのルールは、AWS CloudFormation テンプレートを使用してのみ作成できることに注意し
てください。AWS CloudFormation を介して作成したレートベースのルールをウェブ ACL に追加するに
は、AWS WAF コンソール、API、またはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。詳細につ
いては、「UpdateWebACL」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::WAFRegional::RateBasedRule",
"Properties" : {
"MatchPredicates" : [ Predicate (p. 6443), ... ],
"MetricName" : String,
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}

}

"Name" : String,
"RateKey" : String,
"RateLimit" : Integer

YAML
Type: AWS::WAFRegional::RateBasedRule
Properties:
MatchPredicates:
- Predicate (p. 6443)
MetricName: String
Name: String
RateKey: String
RateLimit: Integer

プロパティ
MatchPredicates
Predicates オブジェクトでは、RateBasedRule に含める ByteMatchSet、IPSet、または
SqlInjectionMatchSet> のオブジェクトそれぞれに 1 つの Predicate 要素が含まれています。
必須: いいえ
タイプ: 述語 (p. 6443)のリスト
Update requires: No interruption
MetricName
RateBasedRule のメトリクスの名前。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することが
でき、最大長は 128、最小長は 1 です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF 用
に予約されたメトリクス名は使用できません。 RateBasedRule の作成後はメトリクス名を変更でき
ません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Name
RateBasedRule のフレンドリ名または説明。作成後に RateBasedRule の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
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Update requires: Replacement
RateKey
このフィールドは、リクエストが単一ソースから送信された可能性が高いためにレートモニタリング
の対象となるかを AWS WAF が判断するために使用されます。RateKey の唯一の有効な値は IP で
す。IP は同じ IP アドレスから届くリクエストに、RateBasedRule で指定される RateLimit が適
用されることを示します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: IP
Update requires: Replacement
RateLimit
5 分間に許可される RateKey で指定されたフィールドに同じ値を持つ、リクエストの最大数。リクエ
ストの数が RateLimit を超え、このルールで指定されるほかの述語が一致した場合、AWS WAF は
このルールで指定されるアクションをトリガーします。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IPSet とレートベースのルールを関連付ける
次の例では、MyIPSetBlacklist IPSet オブジェクトとレートベースのルールを関連付けます。

JSON
"MyIPSetRateBasedRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::RateBasedRule",
"Properties": {
"Name": "MyIPSetRateBasedRule",
"MetricName" : "MyIPSetRateBasedRule",
"RateKey" : "IP",
"RateLimit" : 8000
"MatchPredicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyIPSetBlacklist" },
"Negated" : false,
"Type" : "IPMatch"
}
]
}
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}

YAML
MyIPSetRateBasedRule:
Type: "AWS::WAFRegional::RateBasedRule"
Properties:
Name: "MyIPSetRateBasedRule"
MetricName: "MyIPSetRateBasedRule"
RateKey : "IP"
RateLimit : 8000
MatchPredicates:
DataId:
Ref: "MyIPSetBlacklist"
Negated: false
Type: "IPMatch"

AWS::WAFRegional::RateBasedRule 述語

Rule に追加する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、SizeCons
オブジェクトを指定し、オブジェクトごとに、たとえば、IP アドレス 192.0.2.44 から発信されないリクエ
ストなど、設定を無効にするかどうかを示します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataId" : String,
"Negated" : Boolean,
"Type" : String

YAML
DataId: String
Negated: Boolean
Type: String

プロパティ
DataId
ByteMatchSetId や IPSetId など、Rule の述語の一意の識別子。この ID は、対応する Create
または List コマンドによって返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
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Update requires: No interruption
Negated
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定に基づいてリクエストを許可、ブロック、またはカ
ウントするようにする場合は、Negated を False に設定します。例えば、IPSet に IP アドレス
192.0.2.44 が含まれる場合、AWS WAF はその IP アドレスに基づいてリクエストを許可またはブ
ロックします。
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定の否定に基づいてリクエストを許可またはブロックす
る場合は、Negated を True に設定します>。例えば、IPSet に IP アドレス 192.0.2.44 が含ま
れる場合、AWS WAF は 192.0.2.44 を除くすべての IP アドレスに基づいてリクエストを許可、ブ
ロック、またはカウントします。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Type
ByteMatch や IPSet などの Rule 内の述語のタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ByteMatch | GeoMatch | IPMatch | RegexMatch | SizeConstraint |
SqlInjectionMatch | XssMatch
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::RegexPatternSet
RegexPatternSet は、B[a@]dB[o0]t など、AWS WAF で検索する正規表現 (regex) パターンを指定し
ます。その後、これらのリクエストを拒否するように AWS WAF を設定します。
正規表現パターンセットは、AWS CloudFormation テンプレートを使用してのみ作成できます。AWS
CloudFormation を介して作成した正規表現パターンセットを RegexMatchSet に追加するには、AWS
WAF コンソール、API、またはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。詳細は、
「UpdateRegexMatchSet」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::RegexPatternSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"RegexPatternStrings" : [ String, ... ]
}
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YAML
Type: AWS::WAFRegional::RegexPatternSet
Properties:
Name: String
RegexPatternStrings:
- String

プロパティ
Name
AWS::WAFRegional::RegexPatternSet (p. 6444) のフレンドリ名または説明。RegexPatternSet を
作成した後は Name を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
RegexPatternStrings
B[a@]dB[o0]t など、AWS WAF で検索する正規表現 (regex) パターンを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 10
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
正規表現パターンを定義する
次の例では、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールの正規表現 (regex) パターンを定義しま
す。

JSON
"MyRegexPatternSet": {
"Type": "AWS::WAFRegional::RegexPatternSet",
"Properties": {
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}

}

"Name": "Regex Pattern Set",
"RegexPatternStrings": ["badbot", "danger"]

YAML
MyRegexPatternSet:
Type: "AWS::WAFRegional::RegexPatternSet"
Properties:
Name: "Regex Pattern Set"
RegexPatternStrings:
"[B[a@]dB[o0]t"
"D[a@]ng[e3]rStr[i1]ng"

RegexPatternSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyRegexPatternSet とウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyRegexRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyRegexRule",
"MetricName" : "MyRegexRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyRegexPatternSet" },
"Negated" : false,
"Type" : "RegexMatch"
}
]
}
}

YAML
MyRegexRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "MyRegexRule"
MetricName: "MyRegexRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyRegexPatternSet"
Negated: false
Type: "RegexMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、MyRegexRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL は、MyRegexRule によ
り定義された文字列を含むリクエスト以外のリクエストを許可します。

JSON
"MyWebACL": {
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}

"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to block certain regex strings",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyRegexRule" }
}
]
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "WebACL to block certain regex strings"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyRegexRule"

AWS::WAFRegional::Rule
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
許可、ブロック、カウントするウェブリクエストを指定する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet のオブジェクトの組み合わせ。たとえば、以下の述
語を含む Rule を作成できます。
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる IPSet。
• User-Agent ヘッダーの値が BadBot であるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる
ByteMatchSet。
この Rule の設定と一致するには、リクエストが 192.0.2.44 から発信され、値が BadBot である
User-Agent ヘッダーを含む必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties" : {
"MetricName" : String,
"Name" : String,
"Predicates" : [ Predicate (p. 6449), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::Rule
Properties:
MetricName: String
Name: String
Predicates:
- Predicate (p. 6449)

プロパティ
MetricName
この Rule のメトリクスの名前。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することができ、最
大長は 128、最小長は 1 です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF 用に予約さ
れたメトリクス名は使用できません。 Rule の作成後は、MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Name
Rule のフレンドリ名または説明。作成後に Rule の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Predicates
Predicates オブジェクトでは、Rule に含める ByteMatchSet、IPSet、または
SqlInjectionMatchSet のオブジェクトそれぞれに 1 つの Predicate 要素が含まれています。
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必須: いいえ
タイプ: 述語 (p. 6449)のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
IPSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MyIPSetBlacklist IPSet オブジェクトとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"MyIPSetRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "MyIPSetRule",
"MetricName" : "MyIPSetRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MyIPSetBlacklist" },
"Negated" : false,
"Type" : "IPMatch"
}
]
}
}

YAML
MyIPSetRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "MyIPSetRule"
MetricName: "MyIPSetRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MyIPSetBlacklist"
Negated: false
Type: "IPMatch"

AWS::WAFRegional::Rule 述語

Rule に追加する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、SizeCons
オブジェクトを指定し、オブジェクトごとに、たとえば、IP アドレス 192.0.2.44 から発信されないリクエ
ストなど、設定を無効にするかどうかを示します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"DataId" : String,
"Negated" : Boolean,
"Type" : String

YAML
DataId: String
Negated: Boolean
Type: String

プロパティ
DataId
ByteMatchSetId や IPSetId など、Rule の述語の一意の識別子。この ID は、対応する Create
または List コマンドによって返されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Negated
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定に基づいてリクエストを許可、ブロック、またはカ
ウントするようにする場合は、Negated を False に設定します。例えば、IPSet に IP アドレス
192.0.2.44 が含まれる場合、AWS WAF はその IP アドレスに基づいてリクエストを許可またはブ
ロックします。
AWS WAF が
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet、XssMatchSet、RegexMatchSet、GeoMatchSet、
または SizeConstraintSet で指定した設定の否定に基づいてリクエストを許可またはブロックす
る場合は、Negated を True に設定します。例えば、IPSet に IP アドレス 192.0.2.44 が含まれ
る場合、AWS WAF は 192.0.2.44 を除くすべての IP アドレスに基づいてリクエストを許可、ブ
ロック、またはカウントします。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
Type
ByteMatch や IPSet などの Rule 内の述語のタイプ。
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必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ByteMatch | GeoMatch | IPMatch | RegexMatch | SizeConstraint |
SqlInjectionMatch | XssMatch
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
SizeConstraint オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF でサイズを検査するウェブリク
エストの部分を指定します。1 つの SizeConstraintSet に複数の SizeConstraint オブジェクトが含
まれる場合、リクエストは 1 つの制約のみと一致すれば一致すると見なされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SizeConstraints" : [ SizeConstraint (p. 6455), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet
Properties:
Name: String
SizeConstraints:
- SizeConstraint (p. 6455)

プロパティ
Name
SizeConstraintSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
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Update requires: Replacement
SizeConstraints
チェックするウェブリクエストのサイズ制約と部分。
必須: いいえ
タイプ: SizeConstraint (p. 6455) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
サイズ制約の定義
次の例では、HTTP リクエストの本文が 4096 バイトに等しいことをチェックします。

JSON
"MySizeConstraint": {
"Type": "AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet",
"Properties": {
"Name": "SizeConstraints",
"SizeConstraints": [
{
"ComparisonOperator": "EQ",
"FieldToMatch": {
"Type": "BODY"
},
"Size": "4096",
"TextTransformation": "NONE"
}
]
}
}

YAML
MySizeConstraint:
Type: "AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet"
Properties:
Name: "SizeConstraints"
SizeConstraints:
ComparisonOperator: "EQ"
FieldToMatch:
Type: "BODY"
Size: "4096"
TextTransformation: "NONE"
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SizeConstraintSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、MySizeConstraint オブジェクトとウェブ ACL ルールを関連付けます。

JSON
"SizeConstraintRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "SizeConstraintRule",
"MetricName" : "SizeConstraintRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "MySizeConstraint" },
"Negated" : false,
"Type" : "SizeConstraint"
}
]
}
}

YAML
SizeConstraintRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "SizeConstraintRule"
MetricName: "SizeConstraintRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "MySizeConstraint"
Negated: false
Type: "SizeConstraint"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、SizeConstraintRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL は、本文サイズ
が 4096 バイトに等しいリクエストを除くすべてのリクエストをブロックします。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to allow requests with a specific size",
"DefaultAction": {
"Type": "BLOCK"
},
"MetricName" : "SizeConstraintWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "ALLOW"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "SizeConstraintRule" }
}
]
}
}
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YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to allow requests with a specific size"
DefaultAction:
Type: "BLOCK"
MetricName: "SizeConstraintWebACL"
Rules:
Action:
Type: "ALLOW"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "SizeConstraintRule"

AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
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Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet SizeConstraint
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
ウェブリクエストの一部のサイズに対する制約を指定します。AWS WAF
は、Size、ComparisonOperator、および FieldToMatch を使用して、「Size
ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の形式で式を作成します。その表現が true の場
合、SizeConstraint は一致していると見なされます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6454),
"Size" : Integer,
"TextTransformation" : String

API バージョン 2010-05-15
6455

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF リージョン別

YAML
ComparisonOperator: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6454)
Size: Integer
TextTransformation: String

プロパティ
ComparisonOperator
AWS WAF が実行する比較のタイプ。AWS WAF は、提供されている Size および FieldToMatch
と組み合わせてこれを使用し、「Size ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の
形式で式を作成します。その表現が true の場合、SizeConstraint は一致していると見なされま
す。
EQ: Size が FieldToMatch のサイズと等しいかどうかを検証するために使用されます。
NE: Size が FieldToMatch のサイズと等しくないかどうかを検証するために使用されます。
LE: Size が FieldToMatch のサイズ以下であるかどうかを検証するために使用されます。
LT: Size が FieldToMatch のサイズより厳密に小さいかどうかを検証するために使用されます。
GE: Size が FieldToMatch のサイズ以上であるかどうかを検証するために使用されます。
GT: Size が FieldToMatch のサイズより厳密に大きいかどうかを検証するために使用されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EQ | GE | GT | LE | LT | NE
Update requires: No interruption
FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6454)
Update requires: No interruption
Size
AWS WAF が指定した FieldToMatch のサイズと比較するサイズ (バイト)。AWS WAF は、
これを ComparisonOperator および FieldToMatch と組み合わせて使用して、「Size
ComparisonOperator size in bytes of FieldToMatch」の形式で式を作成します。その表現が true
の場合、SizeConstraint は一致していると見なされます。
サイズの有効な値は 0~21474836480 バイト (0~20 GB) です。
Type の値に URI を指定した場合 、指定した URI パスの「/」は 1 文字としてカウントされます。た
とえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
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TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
Type の値に BODY を選択した場合は、TextTransformation に NONE を選択してください。これ
は、API Gateway API または Application Load Balancer によって最初の 8192 バイトのみが検査のた
めに転送されるためです。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
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このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
SqlInjectionMatchTuple オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF で悪意のあ
る SQL コードのスニペットを調べるウェブリクエストの部分を指定し、AWS WAF でヘッダー
を検査する場合は、ヘッダー名を指定します。1 つの SqlInjectionMatchSet に 2 つ以上の
SqlInjectionMatchTuple オブジェクトが含まれている場合、リクエストが一致とみなされるには、リ
クエストの指定した部分の 1 つにのみ SQL コードのスニペットを含める必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"SqlInjectionMatchTuples" : [ SqlInjectionMatchTuple (p. 6462), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet
Properties:
Name: String
SqlInjectionMatchTuples:
- SqlInjectionMatchTuple (p. 6462)

プロパティ
Name
SqlInjectionMatchSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
SqlInjectionMatchTuples
悪意のある SQL コードのスニペットを検査するウェブリクエストの部分を指定します。
必須: いいえ
タイプ: SqlInjectionMatchTuple (p. 6462) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
SQL インジェクションの検索
次の例では、HTTP リクエストのクエリ文字列で SQL コードのスニペットを検索します。

JSON
"SqlInjDetection": {
"Type": "AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet",
"Properties": {
"Name": "Find SQL injections in the query string",
"SqlInjectionMatchTuples": [
{
"FieldToMatch" : {
"Type": "QUERY_STRING"
},
"TextTransformation" : "URL_DECODE"
}
]
}
}

YAML
SqlInjDetection:
Type: "AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet"
Properties:
Name: "Find SQL injections in the query string"
SqlInjectionMatchTuples:
FieldToMatch:
Type: "QUERY_STRING"
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TextTransformation: "URL_DECODE"

SQL インジェクション一致セットとウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、SqlInjDetection 一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連付
けます。

JSON
"SqlInjRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "SqlInjRule",
"MetricName" : "SqlInjRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "SqlInjDetection" },
"Negated" : false,
"Type" : "SqlInjectionMatch"
}
]
}
}

YAML
SqlInjRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "SqlInjRule"
MetricName: "SqlInjRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "SqlInjDetection"
Negated: false
Type: "SqlInjectionMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、SqlInjRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL では、リクエストのクエリ
文字列に SQL コードを含むリクエストを除く、すべてのリクエストを許可します。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to block SQL injection in the query string",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "SqlInjWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "SqlInjRule" }
}

API バージョン 2010-05-15
6460

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF リージョン別

}

}

]

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to block SQL injection in the query string"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "SqlInjWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "SqlInjRule"

AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet SqlInjectionMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF が悪意のある SQL コードのスニペットを検査するウェブリクエストの部分と、AWS WAF が
ヘッダーを調査する場合は、ヘッダー名を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6461),
"TextTransformation" : String
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YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6461)
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6461)
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
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• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::WebACL
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
許可、ブロック、またはカウントするリクエストを識別する Rules が含まれています。WebACL では、
デフォルトアクション (ALLOW または BLOCK) および、WebACL に追加する各 Rule のアクション (たとえ
ば、指定された IP アドレスからのリクエストをブロックする、または指定されたリファラからのリクエ
ストをブロックする) も指定します。WebACL に複数の Rule を追加する場合、リクエストが許可、ブロッ
ク、またはカウントされるには、1 つの仕様のみと一致する必要があります。
AWS WAF でフィルタリングするリクエストを特定するには、WebACL を API Gateway API または
Application Load Balancer に関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties" : {
"DefaultAction" : Action (p. 6467),
"MetricName" : String,
"Name" : String,
"Rules" : [ Rule (p. 6468), ... ]
}
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YAML
Type: AWS::WAFRegional::WebACL
Properties:
DefaultAction:
Action (p. 6467)
MetricName: String
Name: String
Rules:
- Rule (p. 6468)

プロパティ
DefaultAction
WebACL に含まれている Rules に一致するものがない場合に実行するアクション。アクション
は、WafAction オブジェクトによって指定されます。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 6467)
Update requires: No interruption
MetricName
この WebACL のメトリクスの名前。名前には英数字 (A～Z、a～z、0～9) のみを使用することがで
き、最大長は 128、最小長は 1 です。空白や、「All」および「Default_Action」など AWS WAF 用に
予約されたメトリクス名は使用できません。 WebACL の作成後は、MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Name
WebACL のフレンドリ名または説明。作成後に WebACL の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
Rules
WebACL での各 Rule のアクション、Rule の優先度、Rule の ID を含む配列。
必須: いいえ
タイプ: Rule (p. 6468) のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース名このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数
に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.

例
ウェブ ACL を作成する
次の例では、デフォルトでウェブリクエストを許可するウェブ ACL を定義します。ただし、リクエストが
いずれかのルールに一致する場合、AWS WAF はリクエストをブロックします。 AWS WAF は、優先順位
に従って各ルールを評価します (値が小さい順)。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "WebACL to with three rules",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "MyWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "MyRule" }
},
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 2,
"RuleId" : { "Ref" : "BadReferersRule" }
},
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 3,
"RuleId" : { "Ref" : "SqlInjRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
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Name: "WebACL to with three rules"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "MyWebACL"
Rules:
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "MyRule"
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 2
RuleId:
Ref: "BadReferersRule"
Action:
Type: "BLOCK"
Priority: 3
RuleId:
Ref: "SqlInjRule"

AWS::WAFRegional::WebACL Action
ウェブリクエストがすべてのルール条件に一致する場合、またはすべてのルール条件に一致するわけでは
ない場合に AWS WAF が実行するアクションを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Type" : String

YAML
Type: String

プロパティ
Type
ルールに関連付けられたアクションの場合、ウェブリクエストがルール内のすべての条件に一致する
場合に AWS WAF が実行するアクション。
アクセスコントロールリスト (ACL) のデフォルトアクションの場合、ウェブリクエストがルール内の
すべての条件に一致するわけではない場合に AWS WAF が実行するアクション。
以下は有効な設定です。
• ALLOW: AWS WAF がリクエストを許可します
• BLOCK: AWS WAF がリクエストをブロックします
• COUNT: AWS WAF は、ルールのすべての条件に該当するリクエストのカウンターを増分します。そ
の後、AWS WAF は、引き続きウェブ ACL の残りのルールに基づいてウェブリクエストを検査しま
す。WebACL のデフォルトアクションについては、COUNT を指定できません。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::WebACL Rule
許可、ブロック、カウントするウェブリクエストを指定する
ByteMatchSet、IPSet、SqlInjectionMatchSet のオブジェクトの組み合わせ。たとえば、以下の述
語を含む Rule を作成できます。
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる IPSet。
• User-Agent ヘッダーの値が BadBot であるウェブリクエストを AWS WAF によって検索させる
ByteMatchSet。
この Rule の設定と一致するには、リクエストが 192.0.2.44 から発信され、値が BadBot である
User-Agent ヘッダーを含む必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : Action (p. 6467),
"Priority" : Integer,
"RuleId" : String

YAML
Action:
Action (p. 6467)
Priority: Integer
RuleId: String

プロパティ
Action
ウェブリクエストがルール内のすべての条件に一致する場合に AWS WAF で実行するアクション (リ
クエストの許可、ブロック、カウントなど)。
必須: はい
タイプ: アクション (p. 6467)
Update requires: No interruption
Priority
AWS WAF がウェブ ACL のルールを評価する順序。AWS WAF は、値の大きいルールより値の小さい
ルールを先に評価します。値は一意の整数である必要があります。ウェブ ACL に複数のルールがある
場合、優先度の値が連続している必要はありません。
必須: はい
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タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RuleId
ウェブ ACL に関連付ける AWS WAF リージョン別ルールの ID。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::WebACLAssociation
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS::WAFRegional::WebACLAssociation リソースは、AWS WAF Regional ウェブアクセスコントロール
グループ (ACL) をリソースと関連付けます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::WebACLAssociation",
"Properties" : {
"ResourceArn" : String,
"WebACLId" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::WebACLAssociation
Properties:
ResourceArn: String
WebACLId: String

プロパティ
ResourceArn
ウェブ ACL で保護するリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
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必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
WebACLId
ウェブ ACL の一意の識別子 (ID)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement

例
Application Load Balancer のリソースをウェブ ACL に関連付ける
次の例では、Application Load Balancer のリソースをウェブ ACL に関連付けます。

JSON
"MyWebACLAssociation": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACLAssociation",
"Properties": {
"ResourceArn": { "Ref": "MyLoadBalancer" },
"WebACLId": { "Ref": "MyWebACL" }
}
}

YAML
MyWebACLAssociation:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACLAssociation"
Properties:
ResourceArn:
Ref: MyLoadBalancer
WebACLId:
Ref: MyWebACL

AWS::WAFRegional::XssMatchSet
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
XssMatchTuple オブジェクトを含む複合型。これにより、AWS WAF でクロスサイトスクリプト攻撃を
調べるウェブリクエストの部分を指定し、AWS WAF でヘッダーを検査する場合は、ヘッダー名を指定し
ます。1 つの XssMatchSet に 2 つ以上のXssMatchTuple オブジェクトが含まれている場合は、リクエ
ストが一致とみなされるには、リクエストの指定した部分の 1 つにのみクロスサイトスクリプト攻撃を含
める必要があります。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFRegional::XssMatchSet",
"Properties" : {
"Name" : String,
"XssMatchTuples" : [ XssMatchTuple (p. 6475), ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAFRegional::XssMatchSet
Properties:
Name: String
XssMatchTuples:
- XssMatchTuple (p. 6475)

プロパティ
Name
XssMatchSet の名前 (存在する場合)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
XssMatchTuples
クロスサイトスクリプト攻撃を検査するウェブリクエストの部分を指定します。
必須: いいえ
タイプ: XssMatchTuple (p. 6475) のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456 など、リソース物理 ID このリソースの論理 ID を組み込みの Ref
関数に渡すと、Ref は次を返します: 。
For more information about using the Ref function, see Ref.
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例
クロスサイトスクリプトを確認するリクエストの部分の定義
次の例では、URI または HTTP リクエストのクエリ文字列でクロスサイトスクリプトを検索します。

JSON
"DetectXSS": {
"Type": "AWS::WAFRegional::XssMatchSet",
"Properties": {
"Name": "XssMatchSet",
"XssMatchTuples": [
{
"FieldToMatch": {
"Type": "URI"
},
"TextTransformation": "NONE"
},
{
"FieldToMatch": {
"Type": "QUERY_STRING"
},
"TextTransformation": "NONE"
}
]
}
}

YAML
DetectXSS:
Type: "AWS::WAFRegional::XssMatchSet"
Properties:
Name: "XssMatchSet"
XssMatchTuples:
FieldToMatch:
Type: "URI"
TextTransformation: "NONE"
FieldToMatch:
Type: "QUERY_STRING"
TextTransformation: "NONE"

XssMatchSet とウェブ ACL ルールを関連付ける
次の例では、DetectXSS 一致セットとウェブアクセスコントロールリスト (ACL) ルールを関連付けま
す。

JSON
"XSSRule" : {
"Type": "AWS::WAFRegional::Rule",
"Properties": {
"Name": "XSSRule",
"MetricName" : "XSSRule",
"Predicates": [
{
"DataId" : { "Ref" : "DetectXSS" },
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}

}

]

}

"Negated" : false,
"Type" : "XssMatch"

YAML
XSSRule:
Type: "AWS::WAFRegional::Rule"
Properties:
Name: "XSSRule"
MetricName: "XSSRule"
Predicates:
DataId:
Ref: "DetectXSS"
Negated: false
Type: "XssMatch"

ウェブ ACL を作成する
次の例では、XSSRule ルールとウェブ ACL を関連付けます。ウェブ ACL では、URI または HTTP リク
エストのクエリ文字列にクロスサイトスクリプトが含まれるリクエストを除く、すべてのリクエストが許
可されます。

JSON
"MyWebACL": {
"Type": "AWS::WAFRegional::WebACL",
"Properties": {
"Name": "Web ACL to block cross-site scripting",
"DefaultAction": {
"Type": "ALLOW"
},
"MetricName" : "DetectXSSWebACL",
"Rules": [
{
"Action" : {
"Type" : "BLOCK"
},
"Priority" : 1,
"RuleId" : { "Ref" : "XSSRule" }
}
]
}
}

YAML
MyWebACL:
Type: "AWS::WAFRegional::WebACL"
Properties:
Name: "Web ACL to block cross-site scripting"
DefaultAction:
Type: "ALLOW"
MetricName: "DetectXSSWebACL"
Rules:
Action:
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Type: "BLOCK"
Priority: 1
RuleId:
Ref: "XSSRule"

AWS::WAFRegional::XssMatchSet FieldToMatch
AWS WAF が検索するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Data" : String,
"Type" : String

YAML
Data: String
Type: String

プロパティ
Data
Type の値が HEADER の場合は、User-Agent や Referer など、AWS WAF に検索させるヘッダー
の名前を入力します。ヘッダーの名前では、大文字と小文字が区別されません。
Type の値が SINGLE_QUERY_ARG の場合は、UserName や SalesRegion など、AWS WAF に検索
させるパラメータの名前を入力します。パラメータ名では大文字と小文字が区別されません。
Type の値が他の値の場合は、Data を省略します。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Type
指定した文字列が AWS WAF によって検索されるウェブリクエストの部分。検索可能なリクエストの
部分には、以下のものが含まれます。
• HEADER: User-Agent または Referer の値など、指定したリクエストヘッダー。タイプに
HEADER を選択した場合は、Data でヘッダー名を指定します。
• METHOD: リクエストがオリジンに実行を要求しているオペレーションのタイプを示す HTTP メソッ
ド。
• QUERY_STRING: URL 内で ? 文字の後に続くクエリ文字列 (ある場合)。
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• URI: ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分 (/images/daily-ad.jpg など)。
• BODY: リクエスト内で、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加データ
(フォームのデータなど) を含む部分。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きます。
検査のために、リクエストボディの最初の 8192 バイトのみが AWS WAF に転送されます。リクエ
ストボディの長さに基づいてリクエストを許可またはブロックするために、サイズ制限設定を作成
できます。
• SINGLE_QUERY_ARG: 検査するクエリ文字列のパラメータ (UserName や SalesRegion な
ど)。SINGLE_QUERY_ARG の最大長は 30 文字です。
• ALL_QUERY_ARGS: SINGLE_QUERY_ARG と似ていますが、単一のパラメータを検索するのではな
く、AWS WAF によって、クエリ内のすべてのパラメータが TargetString で指定する値または
正規表現パターンを検査されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL_QUERY_ARGS | BODY | HEADER | METHOD | QUERY_STRING |
SINGLE_QUERY_ARG | URI
Update requires: No interruption

AWS::WAFRegional::XssMatchSet XssMatchTuple
Note
これは AWS WAF Classic ドキュメントです。詳細については、デベロッパーガイドの AWS
WAF Classic を参照してください。
AWS WAF の最新バージョンでは、AWS WAF V2 API を使用し、AWS WAF デベロッパーガイ
ドを参照してください。最新バージョンの AWS WAF には、リージョンおよびグローバルで使用
できる 1 つのエンドポイントセットがあります。
AWS WAF でクロスサイトスクリプティング攻撃を調べるウェブリクエストの一部と、AWS WAF がヘッ
ダーを調査する場合は、ヘッダーの名前を指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6474),
"TextTransformation" : String

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6474)
TextTransformation: String

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF が検査するウェブリクエストの部分 (特定のヘッダーやクエリ文字列など)。
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必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6474)
Update requires: No interruption
TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が AWS WAF をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する
異常なフォーマットの一部が削除されます。変換を指定した場合、AWS WAF は一致を検査する前に
FieldToMatch の変換を実行します。
1 種類の TextTransformation しか指定できません。
CMD_LINE
攻撃者がオペレーティングシステムのコマンドラインのコマンドを挿入し、通常と異なるフォーマッ
トを使用してコマンドの一部または全部を偽装するおそれがある場合は、このオプションを使用して
以下の変換を行います。
• 次の文字を削除します: \ " ' ^
• 次の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 次の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE
このオプションを使用して、以下の文字を空白文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数 12
• \t、タブ、10 進数 9
• \n、改行、10 進数 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数 13
• \v、垂直タブ、10 進数 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
HTML_ENTITY_DECODE
このオプションを使用して、HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換え
ます。HTML_ENTITY_DECODE は以下のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
LOWERCASE
このオプションを使用して、大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
URL_DECODE
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このオプションを使用して、URL エンコードされた値をデコードします。
なし
テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CMD_LINE | COMPRESS_WHITE_SPACE | HTML_ENTITY_DECODE | LOWERCASE
| NONE | URL_DECODE
Update requires: No interruption

AWS WAF V2 リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477)
• AWS::WAFv2::LoggingConfiguration (p. 6481)
• AWS::WAFv2::RegexPatternSet (p. 6487)
• AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490)
• AWS::WAFv2::WebACL (p. 6533)
• AWS::WAFv2::WebACLAssociation (p. 6589)

AWS::WAFv2::IPSet
Note
これは AWS WAF の最新バージョンで、2019 年 11 月に AWS WAFV2 という名前でリリース
されています。以前のリリースから AWS WAF リソースを移行する方法などの詳細について
は、AWS WAF デベロッパーガイドを参照してください。
特定の IP アドレスまたは IP アドレス範囲から発信されるウェブリクエストを識別するには
AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) を使用します。例えば、ある IP アドレス範囲から多くのリクエストを受信
している場合、これらの IP アドレスを一覧表示する IP セットを使用してリクエストをブロックするよう
に AWS WAF を設定できます。
ルールグループまたは Web ACL にルールを追加するときに、ルールステートメント
IPSetReferenceStatement に IP セットの Amazon リソースネーム (ARN) を提供して使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::WAFv2::IPSet",
"Properties" : {
"Addresses" : [ String, ... ],
"Description" : String,
"IPAddressVersion" : String,
"Name" : String,
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}

}

"Scope" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]

YAML
Type: AWS::WAFv2::IPSet
Properties:
Addresses:
- String
Description: String
IPAddressVersion: String
Name: String
Scope: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Addresses
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 表記で、1 つ以上の IP アドレスまたは IP アドレスのブロック
を指定する文字列の配列が含まれます。AWS WAF は、/0 を除くすべての IPv4 および IPv6 CIDR 範
囲をサポートします。
例:
• IP アドレス 192.0.2.44 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS
WAF を設定するには、192.0.2.44/32 を指定します。
• IP アドレス範囲 192.0.2.0～192.0.2.255 から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウント
するように AWS WAF を設定するには、192.0.2.0/24 を指定します。
• IP アドレス 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111 から発信されたリ
クエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128 を指定します。
• IP アドレス範囲 1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 to 1111:0000:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff
から発信されたリクエストを許可、拒否、またはカウントするように AWS WAF を設定するに
は、1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/64 を指定します。
CIDR 表記の詳細については、Wikipedia の「Classless Inter-Domain Routing」を参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Description
識別に役立つIPセットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[\w+=:#@/\-,\.][\w+=:#@/\-,\.\s]+[\w+=:#@/\-,\.]$
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Update requires: No interruption
IPAddressVersion
IPV4 または IPV6 を指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: IPV4 | IPV6
Update requires: No interruption
Name
IP セットを説明する名前。IPSet の作成後に名前を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: Replacement
Scope
Amazon CloudFront ディストリビューション用か、リージョンのアプリケーション用かを指定しま
す。リージョナルアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB)、Amazon API Gateway
REST API、またはAWS AppSync GraphQL API のいずれかとすることができます。有効な値
は、CLOUDFRONT および REGIONAL です。

Note
CLOUDFRONT の場合、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で WAFv2 リ
ソースを作成する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
AWS リソースに関連付けられるキーと値のペア。キーと値のペアの定義は何でもかまいません。通
常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の値（例:「テス
ト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。

Note
既存のリソースのタグを変更するには、AWS WAF API またはコマンドラインインターフェ
イスを使用します。AWS CloudFormation では、リソースの作成時にのみタグを AWS WAF
リソースに追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
リソース名、物理 ID、およびスコープを含むリソースの Ref で、形式は name|id|scope です。
例: my-webacl-name|1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456|REGIONAL。

Fn::GetAtt
Arn
IP セットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
IP セットの ID。

例
IP セットを作成する
IP セットの指定例を以下に示します。

JSON
"Description": "Sample IPSet",
"Resources": {
"SampleIPSet": {
"Type": "AWS::WAFv2::IPSet",
"Properties": {
"Description": "SampleIPSet",
"Name": "SampleIPSSet",
"Scope": "REGIONAL",
"IPAddressVersion": "IPV4",
"Addresses": [
"1.2.1.1/32"
]
}
}
}

YAML
Description: Sample IPSet
Resources:
SampleIPSet:
Type: 'AWS::WAFv2::IPSet'
Properties:
Description: SampleIPSet
Name: SampleIPSet
Scope: REGIONAL
IPAddressVersion: IPV4
Addresses:
- 1.2.1.1/32
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AWS::WAFv2::LoggingConfiguration
AWS WAF からのログ記録のために、Amazon Kinesis Data Firehose の送信先とウェブ ACL リソースの間
の関連付けを定義します。関連付けの一環として、標準ログ記録フィールドの一部を指定してログから除
外できます。また、ログ記録レコードのサブセットのみをログに記録するようにフィルターを指定できま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFv2::LoggingConfiguration",
"Properties" : {
"LogDestinationConfigs" : [ String, ... ],
"LoggingFilter" : Json,
"RedactedFields" : [ FieldToMatch (p. 6485), ... ],
"ResourceArn" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFv2::LoggingConfiguration
Properties:
LogDestinationConfigs:
- String
LoggingFilter: Json
RedactedFields:
- FieldToMatch (p. 6485)
ResourceArn: String

プロパティ
LogDestinationConfigs
ウェブ ACL に関連付ける Amazon Kinesis Data Firehose の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
LoggingFilter
ログに保持されるウェブリクエストとドロップされるウェブリクエストを指定するフィルタリング。
ウェブ ACL 評価中に一致ルールによって適用されたルールアクションとウェブリクエストラベルで
フィルタリングできます。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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RedactedFields
ログに含まないようにするリクエストの部分。例えば、SingleHeader フィールドをマスキングする
と、firehose 内の HEADER フィールドは xxx になります。

Note
マスキングのために指定できるの
は、UriPath、QueryString、SingleHeader、Method、JsonBody のフィールドのみで
す。
必須: いいえ
タイプ: FieldToMatch (p. 6485) のリスト
最大: 100
Update requires: No interruption
ResourceArn
LogDestinationConfigs に関連付けるウェブ ACL の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: ウェブ ACL の Amazon リ
ソースネーム (ARN)。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
ManagedByFirewallManager
ログ記録設定が AWS WAF ポリシー設定の一部として AWS Firewall Manager によって作成されたか
どうかを示します。true の場合、Firewall Manager のみが設定を変更または削除できます。

例
マスキングされたフィールドを含むログ記録設定を作成する
マスキングされたフィールドを使用したログ記録設定の例を次に示します。
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YAML
Resources:
LoggingConfiguration:
Type: AWS::WAFv2::LoggingConfiguration
Properties:
ResourceArn: arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789000:regional/webacl/test-webaclv2/
abcd1234-123b-1234-1234-123456789abc
LogDestinationConfigs:
- arn:aws:firehose:us-east-1:123456789000:deliverystream/aws-waf-logs-firehose
RedactedFields:
- JsonBody:
InvalidFallbackBehavior: EVALUATE_AS_STRING
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/path/0/name"
- "/path/1/name"
MatchScope: ALL
- Method: {}
- QueryString: {}
- SingleHeader:
Name: password
- UriPath: {}

JSON
"Resources": {
"LoggingConfiguration": {
"Type": "AWS::WAFv2::LoggingConfiguration",
"Properties": {
"ResourceArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789000:regional/webacl/test-webaclv2/
abcd1234-123b-1234-1234-123456789abc",
"LogDestinationConfigs": [
"arn:aws:firehose:us-east-1:123456789000:deliverystream/aws-waf-logs-firehose"
],
"RedactedFields": [
{
"JsonBody": {
"InvalidFallbackBehavior": "EVALUATE_AS_STRING",
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/path/0/name",
"/path/1/name"
]
},
"MatchScope": "ALL"
}
},
{
"Method": {}
},
{
"QueryString": {}
},
{
"SingleHeader": {
"Name": "password"
}
},
{
"UriPath": {}
}
]
}
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}

}

フィルターを使用してログ記録設定を作成する
ログ記録フィルターを使用したログ記録設定の例を次に示します。

YAML
Resources:
LoggingConfiguration:
Type: AWS::WAFv2::LoggingConfiguration
Properties:
ResourceArn: arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789000:regional/webacl/test-webaclv2/
abcd1234-123b-1234-1234-123456789abc
LogDestinationConfigs:
- arn:aws:firehose:us-east-1:123456789000:deliverystream/aws-waf-logs-firehose
RedactedFields:
- JsonBody:
InvalidFallbackBehavior: EVALUATE_AS_STRING
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/path/0/name"
- "/path/1/name"
MatchScope: ALL
- Method: {}
- QueryString: {}
- SingleHeader:
Name: password
- UriPath: {}
LoggingFilter:
DefaultBehavior: KEEP
Filters:
- Behavior: KEEP
Conditions:
- ActionCondition:
Action: BLOCK
- LabelNameCondition:
LabelName: fooLabel
Requirement: MEETS_ANY

JSON
"Resources": {
"LoggingConfiguration": {
"Type": "AWS::WAFv2::LoggingConfiguration",
"Properties": {
"ResourceArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789000:regional/webacl/test-webaclv2/
abcd1234-123b-1234-1234-123456789abc",
"LogDestinationConfigs": [
"arn:aws:firehose:us-east-1:123456789000:deliverystream/aws-waf-logs-firehose"
],
"RedactedFields": [
{
"JsonBody": {
"InvalidFallbackBehavior": "EVALUATE_AS_STRING",
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/path/0/name",
"/path/1/name"
]
},
"MatchScope": "ALL"
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},
{
"Method": {}
},
{
"QueryString": {}
},
{
"SingleHeader": {
"Name": "password"
}
},
{
"UriPath": {}
}

}

}

}

],
"LoggingFilter": {
"DefaultBehavior": "KEEP",
"Filters": [
{
"Behavior": "KEEP",
"Conditions": [
{
"ActionCondition": {
"Action": "BLOCK"
}
},
{
"LabelNameCondition": {
"LabelName": "fooLabel"
}
}
],
"Requirement": "MEETS_ANY"
}
]
}

AWS::WAFv2::LoggingConfiguration FieldToMatch
ログに含まないようにするリクエストの部分。例えば、SingleHeader フィールドをマスキングする
と、firehose 内の HEADER フィールドは xxx になります。
照合する QueryString フィールドの JSON 仕様:
"FieldToMatch": { "QueryString": {} }
仕様と照合する Method フィールドの JSON の例:
"FieldToMatch": { "Method": { "Name": "DELETE" } }

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"JsonBody" : Json,
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}

"Method" : Json,
"QueryString" : Json,
"SingleHeader" : Json,
"UriPath" : Json

YAML
JsonBody:
Json
Method: Json
QueryString: Json
SingleHeader: Json
UriPath: Json

プロパティ
JsonBody
ログから JSON 本文をマスキングします。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Method
ログからメソッドをマスキングします。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
QueryString
ログからクエリ文字列をマスキングします。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SingleHeader
ログからヘッダーをマスキングします。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
UriPath
ログから URI パスをマスキングします。
必須: いいえ
タイプ: Json
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Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RegexPatternSet
Note
これは AWS WAF の最新バージョンで、2019 年 11 月に AWS WAFV2 という名前でリリース
されています。以前のリリースから AWS WAF リソースを移行する方法などの詳細について
は、AWS WAF デベロッパーガイドを参照してください。
RegexPatternSet を使用して、AWS WAF が特定の正規表現パターンセットのウェブリクエストコン
ポーネントを検査するように設定します。
ルールグループまたは Web ACL にルールを追加するときに、ルールステートメント
RegexPatternSetReferenceStatement に正規表現パターンセットの Amazon リソースネーム (ARN)
を提供して使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFv2::RegexPatternSet",
"Properties" : {
"Description" : String,
"Name" : String,
"RegularExpressionList" : [ String, ... ],
"Scope" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::WAFv2::RegexPatternSet
Properties:
Description: String
Name: String
RegularExpressionList:
- String
Scope: String
Tags:
- Tag

プロパティ
Description
識別に役立つセットの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
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パターン: ^[\w+=:#@/\-,\.][\w+=:#@/\-,\.\s]+[\w+=:#@/\-,\.]$
Update requires: No interruption
Name
セットを説明する名前。セットの作成後に名前を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: Replacement
RegularExpressionList
セット内の正規表現パターン。
必須: はい
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
Scope
Amazon CloudFront ディストリビューション用か、リージョンのアプリケーション用かを指定しま
す。リージョナルアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB)、Amazon API Gateway
REST API、またはAWS AppSync GraphQL API のいずれかとすることができます。有効な値
は、CLOUDFRONT および REGIONAL です。

Note
CLOUDFRONT の場合、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で WAFv2 リ
ソースを作成する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
AWS リソースに関連付けられるキーと値のペア。キーと値のペアの定義は何でもかまいません。通
常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の値（例:「テス
ト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。

Note
既存のリソースのタグを変更するには、AWS WAF API またはコマンドラインインターフェ
イスを使用します。AWS CloudFormation では、リソースの作成時にのみタグを AWS WAF
リソースに追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
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Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
リソース名、物理 ID、およびスコープを含むリソースの Ref で、形式は name|id|scope です。
例: my-webacl-name|1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456|REGIONAL。

Fn::GetAtt
Arn
正規表現パターンセットの Amazon リソースネーム (ARN)。
Id
正規表現パターンセットの ID。

例
正規表現パターンセットを作成する
正規表現パターンセットの指定例を以下に示します。

JSON
"Description": "Create RegexPatternSet example",
"Resources": {
"ExampleRegexPatternSet": {
"Type": "AWS::WAFv2::RegexPatternSet",
"Properties": {
"Name": "ExampleRegexPatternSet1",
"Scope": "REGIONAL",
"Description": "This is an example RegexPatternSet",
"RegularExpressionList": [
"^foobar$",
"^example$"
]
}
}
}

YAML
Description: Create RegexPatternSet example
Resources:
ExampleRegexPatternSet:
Type: AWS::WAFv2::RegexPatternSet
Properties:
Name: ExampleRegexPatternSet
Scope: REGIONAL
Description: This is an example RegexPatternSet
RegularExpressionList:
- ^foobar$
- ^example$
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AWS::WAFv2::RuleGroup
Note
これは AWS WAF の最新バージョンで、2019 年 11 月に AWS WAFV2 という名前でリリース
されています。以前のリリースから AWS WAF リソースを移行する方法などの詳細について
は、AWS WAF デベロッパーガイドを参照してください。
AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490) を使用して、ウェブリクエストを検査および制御するための
ルールのコレクションを定義します。Web ACL にルールを追加するときに、ルールステートメント
RuleGroupReferenceStatement に AWS::WAFv2::WebACL (p. 6533) のルールグループの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を提供して使用します。
ルールグループを作成するときは、変更不可能なキャパシティー制限を定義します。ルールグループを更
新する場合は、キャパシティーの制限内に収める必要があります。これにより、他のユーザーは、ルール
グループのキャパシティー要件を確認してから再利用することができます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFv2::RuleGroup",
"Properties" : {
"Capacity" : Integer,
"CustomResponseBodies" : {Key : Value, ...},
"Description" : String,
"Name" : String,
"Rules" : [ Rule (p. 6519), ... ],
"Scope" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VisibilityConfig" : VisibilityConfig (p. 6531)
}

YAML
Type: AWS::WAFv2::RuleGroup
Properties:
Capacity: Integer
CustomResponseBodies:
Key : Value
Description: String
Name: String
Rules:
- Rule (p. 6519)
Scope: String
Tags:
- Tag
VisibilityConfig:
VisibilityConfig (p. 6531)

プロパティ
Capacity
このルールグループで必須の Web ACL キャパシティーユニット (WCU)。
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独自のルールグループを作成する場合に定義します。作成後に変更することはできません。
ルールグループのルールを追加または変更すると、AWS WAF によってこの制限が適用されま
す。CheckCapacity を使用して、一連のルールのキャパシティーを確認できます。
AWS WAF は、WCU を使用して、ルール、ルールグループ、およびウェブ ACL の実行に使用される
運用リソースを計算および制御します。AWS WAF は、ルールタイプごとに容量を計算して各ルール
の相対コストを反映します。実行コストがほとんどない単純なルールでは、処理能力が大きい複雑な
ルールよりも使用される WCU が少なくなります。ルールグループのキャパシティーは作成時に決定
されるため、ユーザーがルールグループを使用する際に Web ACL ごとの WCU の使用量を計画する
のに役立ちます。Web ACL の WCU の制限は 1,500 です。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
CustomResponseBodies
カスタム応答キーとコンテンツ本文のマップ。ブロックアクションを使用してルールを作成すると、
ウェブリクエストにカスタム応答を送信できます。これらをルールグループに定義してから、ルール
グループで定義したルールで使用します。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS
WAF でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CustomResponseBody (p. 6501) のマップ
Update requires: No interruption
Description
識別に役立つルールグループの説明。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[\w+=:#@/\-,\.][\w+=:#@/\-,\.\s]+[\w+=:#@/\-,\.]$
Update requires: No interruption
Name
ルールグループのわかりやすい名前。ルールグループの作成後に名前を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
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パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: Replacement
Rules
許可、ブロック、またはカウントしたいウェブリクエストを識別するために使用するルールステート
メント。各ルールには、AWS WAF が一致するウェブリクエストを識別するために使用する 1 つの最
上位ステートメントと、AWS WAF によるリクエストの処理方法を規定するパラメータが含まれてい
ます。
必須: いいえ
タイプ: Rule (p. 6519) のリスト
Update requires: No interruption
Scope
Amazon CloudFront ディストリビューション用か、リージョンのアプリケーション用かを指定しま
す。リージョナルアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB)、Amazon API Gateway
REST API、またはAWS AppSync GraphQL API のいずれかとすることができます。有効な値
は、CLOUDFRONT および REGIONAL です。

Note
CLOUDFRONT の場合、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で WAFv2 リ
ソースを作成する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
AWS リソースに関連付けられるキーと値のペア。キーと値のペアの定義は何でもかまいません。通
常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の値（例:「テス
ト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。

Note
既存のリソースのタグを変更するには、AWS WAF API またはコマンドラインインターフェ
イスを使用します。AWS CloudFormation では、リソースの作成時にのみタグを AWS WAF
リソースに追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にしま
す。
必須: はい
タイプ: VisibilityConfig (p. 6531)
Update requires: No interruption
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戻り値
参照番号
リソース名、物理 ID、およびスコープを含むリソースの Ref で、形式は name|id|scope です。
例: my-webacl-name|1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456|REGIONAL。

Fn::GetAtt
Arn
ルールグループの Amazon リソースネーム (ARN)。
AvailableLabels
このルールグループのルールが一致するリクエストに追加するラベル。これらのラベルは、Rule の
RuleLabels で定義されています。
ConsumedLabels
このルールグループのルールが一致するラベル。これらの各ラベルは、ルールステートメントの
LabelMatchStatement 仕様で定義されています。
Id
ルールグループの ID
LabelNamespace
このルールグループのラベル名前空間プレフィックス。このルールグループのルールによって追加さ
れたすべてのラベルには、このプレフィックスが付いています。
ルールグループのラベル名前空間プレフィックスの構文は次のとおりです: awswaf:<account
ID>:rule group:<rule group name>:。
ラベル付きのルールがウェブリクエストに一致すると、AWS WAF は完全修飾ラベルをリクエストに
追加します。完全修飾ラベルは、ルールが定義されているルールグループまたはウェブ ACL のラベル
名前空間と、コロンで区切られたルールのラベルで構成されます。

例
ルールグループを作成する
ルールグループの指定例を以下に示します。

JSON
"Description": "Create RuleGroups",
"Resources": {
"SampleRuleGroup": {
"Type": "AWS::WAFv2::RuleGroup",
"Properties": {
"Name": "SampleRuleGroup",
"Scope": "REGIONAL",
"Description": "SampleRuleGroup",
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "SampleRuleGroupMetrics"
},
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"CustomResponseBodies": {
"CustomResponseBodyKey1": {
"ContentType": "TEXT_PLAIN",
"Content": "this is a plain text"
},
"CustomResponseBodyKey2": {
"ContentType": "APPLICATION_JSON",
"Content": "{\"jsonfieldname\": \"jsonfieldvalue\"}"
},
"CustomResponseBodyKey3": {
"ContentType": "TEXT_HTML",
"Content": "<html>HTML text content</html>"
}
},
"Capacity": 1000,
"Rules": [
{
"Name": "RuleOne",
"Priority": 1,
"Action": {
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "AllowActionHeader1Name",
"Value": "AllowActionHeader1Value"
},
{
"Name": "AllowActionHeader2Name",
"Value": "AllowActionHeader2Value"
}
]
}
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RuleOneMetric"
},
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"AllQueryArguments": {}
},
"PositionalConstraint": "CONTAINS",
"SearchString": "testagent",
"TextTransformations": [
{
"Priority": 1,
"Type": "HTML_ENTITY_DECODE"
}
]
}
}
},
{
"Name": "RuleTwo",
"Priority": 2,
"Action": {
"Block": {
"CustomResponse": {
"ResponseCode": 503,
"CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
"ResponseHeaders": [
{
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},
{

}

},
{

}

]

}

"Name": "BlockActionHeader1Name",
"Value": "BlockActionHeader1Value"
"Name": "BlockActionHeader2Name",
"Value": "BlockActionHeader2Value"

},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RuleTwoMetric"
},
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"SingleHeader": {
"Name": "haystack"
}
},
"PositionalConstraint": "CONTAINS",
"SearchString": "badbot",
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}
"Name": "RuleThree",
"Priority": 3,
"Action": {
"Count": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "CountActionHeader1Name",
"Value": "CountActionHeader1Value"
},
{
"Name": "CountActionHeader2Name",
"Value": "CountActionHeader2Value"
}
]
}
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RuleThreeMetric"
},
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"PositionalConstraint": "CONTAINS",
"SearchString": "RegionOne",
"TextTransformations": [
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{

},
{

}

}

}

]

}

}

}

]

}

"Priority": 0,
"Type": "HTML_ENTITY_DECODE"

"Name": "RuleFour",
"Priority": 4,
"Action": {
"Allow": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RuleFourMetric"
},
"Statement": {
"SizeConstraintStatement": {
"ComparisonOperator": "GT",
"Size": 1000,
"FieldToMatch": {
"UriPath": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]
}
}

YAML
Description: Create RuleGroups
Resources:
SampleRuleGroup:
Type: 'AWS::WAFv2::RuleGroup'
Properties:
Name: SampleRuleGroup
Scope: REGIONAL
Description: SampleRuleGroup
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: SampleRuleGroupMetrics
CustomResponseBodies:
CustomResponseBodyKey1:
ContentType: TEXT_PLAIN
Content: this is a plain text
CustomResponseBodyKey2:
ContentType: APPLICATION_JSON
Content: '{"jsonfieldname": "jsonfieldvalue"}'
CustomResponseBodyKey3:
ContentType: TEXT_HTML
Content: <html>HTML text content</html>
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Capacity: 1000
Rules:
- Name: RuleOne
Priority: 1
Action:
Allow:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: AllowActionHeader1Name
Value: AllowActionHeader1Value
- Name: AllowActionHeader2Name
Value: AllowActionHeader2Value
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: RuleOneMetric
Statement:
ByteMatchStatement:
FieldToMatch:
AllQueryArguments: {}
PositionalConstraint: CONTAINS
SearchString: testagent
TextTransformations:
- Priority: 1
Type: HTML_ENTITY_DECODE
- Name: RuleTwo
Priority: 2
Action:
Block:
CustomResponse:
ResponseCode: 503
CustomResponseBodyKey: CustomResponseBodyKey1
ResponseHeaders:
- Name: BlockActionHeader1Name
Value: BlockActionHeader1Value
- Name: BlockActionHeader2Name
Value: BlockActionHeader2Value
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: RuleTwoMetric
Statement:
ByteMatchStatement:
FieldToMatch:
SingleHeader:
Name: haystack
PositionalConstraint: CONTAINS
SearchString: badbot
TextTransformations:
- Priority: 0
Type: NONE
- Name: RuleThree
Priority: 3
Action:
Count:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: CountActionHeader1Name
Value: CountActionHeader1Value
- Name: CountActionHeader2Name
Value: CountActionHeader2Value
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: RuleThreeMetric
Statement:
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ByteMatchStatement:
FieldToMatch:
Body: {}
PositionalConstraint: CONTAINS
SearchString: RegionOne
TextTransformations:
- Priority: 0
Type: HTML_ENTITY_DECODE
- Name: RuleFour
Priority: 4
Action:
Allow: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: RuleFourMetric
Statement:
SizeConstraintStatement:
ComparisonOperator: GT
Size: 1000
FieldToMatch:
UriPath: {}
TextTransformations:
- Priority: 0
Type: NONE

AWS::WAFv2::RuleGroup AndStatement
他のルールステートメントを AND ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメン
ト。 内で複数の ステートメント AndStatement を 1 つ指定します 。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statements" : [ Statement (p. 6525), ... ]

YAML
Statements:
- Statement (p. 6525)

プロパティ
Statements
AND ロジックと組み合わせるステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できま
す。
必須: はい
タイプ: Statement (p. 6525) のリスト
Update requires: No interruption
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AWS::WAFv2::RuleGroup ByteMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF の文字列一致検索を定義するルールステートメント。バイト一致
ステートメントにより、検索するバイト、AWS WAF で検索するリクエスト内の場所、およびその他の設
定が提供されます。検索するバイトは通常、ASCII 文字に対応する文字列です。AWS WAF コンソールお
よびデベロッパーガイドでは、これを文字列一致ステートメントと呼びます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6502),
"PositionalConstraint" : String,
"SearchString" : String,
"SearchStringBase64" : String,
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6529), ... ]

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6502)
PositionalConstraint: String
SearchString:
String
SearchStringBase64:
String
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6529)

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6502)
Update requires: No interruption
PositionalConstraint
AWS WAF で SearchString を検索するウェブリクエストの部分内の領域。有効な値には次のよう
なものがあります。
CONTAINS
指定したウェブリクエスト部分には SearchString の値が含まれている必要がありますが、場所は
関係ありません。
CONTAINS_WORD
指定したウェブリクエスト部分には SearchString の値が含まれていることと、SearchString
には英数字または下線（A〜Z、a〜z、0〜9、_）のみが含まれていることが必要です。さらに、
[SearchString] は単語であること、つまり、次の両方が当てはまることが必要です。
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• [SearchString] は、指定したウェブリクエスト部分の先頭にあるか、英数字または下線 (_) 以外
の文字が先行する。例としては、ヘッダーと ;BadBot の値があります。
• [SearchString] は、指定したウェブリクエスト部分の末尾にあるか、英数字または下線 (_) 以外
の文字が先行する（例: BadBot;、-BadBot;）。
EXACTLY
指定したウェブリクエスト部分の値は、SearchString の値と正確に一致する必要があります。
STARTS_WITH
SearchString の値は、指定したウェブリクエスト部分の先頭に表示される必要があります。
ENDS_WITH
SearchString の値は、指定したウェブリクエスト部分の最後に表示される必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CONTAINS | CONTAINS_WORD | ENDS_WITH | EXACTLY | STARTS_WITH
Update requires: No interruption
SearchString
AWS WAF が検索する文字列の値。AWS WAF では、FieldToMatch で検査用に指定したウェブリク
エストの一部だけを検索します。値の最大長は、50 バイトです。英字 A～Z および a～z では、値は
大文字と小文字が区別されます。
この文字列をエンコードしないでください。AWS WAF が検索する値を指定します。AWS
CloudFormation は、値を自動的に base64 エンコードします。
たとえば、Type の値が HEADER で、Data の値が User-Agent だとします。値 BadBot の UserAgent ヘッダーを検索する場合は、SearchString の値で文字列 BadBot を指定します。
ByteMatchStatement で SearchString または SearchStringBase64 を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SearchStringBase64
ウェブ要求コンポーネント内で検索する、base64 でエンコードされた文字列。文字列をエンコードし
ない場合は、代わりに SearchString でエンコードされていない値を指定します。
ByteMatchStatement で SearchString または SearchStringBase64 を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
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WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6529) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup CustomResponseBody
ウェブリクエストへのカスタムレスポンスで使用するレスポンス本文。これは、CustomResponse
CustomResponseBodyKey からのキーによって参照されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Content" : String,
"ContentType" : String

YAML
Content: String
ContentType: String

プロパティ
Content
カスタムレスポンスのペイロード。
JSON コンテンツで JSON エスケープ文字列を使用できます。これを行うには、ContentType 設定
で JSON コンテンツを指定する必要があります。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 10240
パターン: [\s\S]*
Update requires: No interruption
ContentType
Content 文字列で定義しているペイロードコンテンツのタイプ。
必須: はい
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タイプ: 文字列
許可された値: APPLICATION_JSON | TEXT_HTML | TEXT_PLAIN
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。検査する単一の FieldToMatch タイプと、必要に応じ
てタイプに応じて追加の仕様を含めます。FieldToMatch のリクエストコンポーネントは、それを必要と
するルールステートメントごとに 1 つずつ指定します。ウェブリクエストの複数のコンポーネントを検査
するには、コンポーネントごとに個別のルールステートメントを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllQueryArguments" : Json,
"Body" : Json,
"JsonBody" : JsonBody (p. 6509),
"Method" : Json,
"QueryString" : Json,
"SingleHeader" : Json,
"SingleQueryArgument" : Json,
"UriPath" : Json

YAML
AllQueryArguments: Json
Body: Json
JsonBody:
JsonBody (p. 6509)
Method: Json
QueryString: Json
SingleHeader: Json
SingleQueryArgument: Json
UriPath: Json

プロパティ
AllQueryArguments
すべてのクエリ引数を検査します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Body
リクエストボディを検査します。これはリクエストヘッダーの直後に続きます。これは、HTTP リク
エストボディとしてウェブサーバーに送信する追加のデータ (フォームからのデータなど) を含むリク
エストの部分です。
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基盤となるホストサービスによる検査のために、リクエスト本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) の
みが AWS WAF に転送されます。8 KB を超える検査が不要な場合は、ウェブリクエストの本文
(ByteMatchStatement や RegexPatternSetReferenceStatement など) を検査するステートメ
ントと、リクエストの本文に 8 KB のサイズ制限を適用する SizeConstraintStatement を組み合
わせることで、追加バイトを許可しないことを保証できます。AWS WAF は、本文が 8 KB の制限を
超えるウェブリクエストのコンテンツ全体の検査をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
JsonBody
リクエスト本文を JSON として検査します。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きま
す。これは、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加のデータ (フォームからの
データなど) を含むリクエストの部分です。
基盤となるホストサービスによる検査のために、リクエスト本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) の
みが AWS WAF に転送されます。8 KB を超える検査が不要な場合は、ウェブリクエストの本文
(ByteMatchStatement や RegexPatternSetReferenceStatement など) を検査するステートメ
ントと、リクエストの本文に 8 KB のサイズ制限を適用する SizeConstraintStatement を組み合
わせることで、追加バイトを許可しないことを保証できます。AWS WAF は、本文が 8 KB の制限を
超えるウェブリクエストのコンテンツ全体の検査をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: JsonBody (p. 6509)
Update requires: No interruption
Method
HTTP メソッドを検査します。リクエストでオリジンに要求しているオペレーションのタイプを示す
メソッド。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
QueryString
クエリ文字列を検査します。これは、URL 内で ? 文字の後に続く部分です（ある場合）。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SingleHeader
単一のヘッダーを検査します。検査するヘッダーの名前（ User-Agent または Referer など）を指
定します。この設定では、大文字と小文字は区別されません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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SingleQueryArgument
単一のクエリ引数を検査します。検査するクエリ引数の名前（UserName や SalesRegionなど）を指
定します。名前は最大 30 文字で、大文字と小文字は区別されません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
UriPath
リクエストの URI パスを検査します。これは、ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分です
（/images/daily-ad.jpg など）。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

例
QueryString に一致するフィールドを設定する
追加の設定を必要としない設定の仕様に一致するフィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
QueryString: {}

JSON
"FieldToMatch":
{
"QueryString": {}
}

Method に一致するフィールドを設定する
追加の設定要件がある設定の仕様と一致するフィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
Method:
Name: DELETE

JSON
"FieldToMatch":
{
"Method":
{
"Name": "DELETE"
}
}
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AWS::WAFv2::RuleGroup ForwardedIPConfiguration
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP ヘッ
ダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーですが、任意
のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルールを
一切適用しません。
この設定は、GeoMatchStatement および RateBasedStatement に使用されま
す。IPSetReferenceStatement の場合は、代わりに IPSetForwardedIPConfig を使用します。
AWS WAF は、指定された HTTP ヘッダーで見つかった最初の IP アドレスのみを評価します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FallbackBehavior" : String,
"HeaderName" : String

YAML
FallbackBehavior: String
HeaderName: String

プロパティ
FallbackBehavior
リクエストが指定された位置で有効な IP アドレスを持たない場合に、ウェブリクエストに割り当てる
一致ステータス。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
次のフォールバック動作を指定できます。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
HeaderName
IP アドレスに使用する HTTP ヘッダーの名前。たとえば、X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーを使用す
るには、これを X-Forwarded-For に設定します。
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Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup GeoMatchStatement
オリジンに基づいてウェブリクエストを識別するために使用されるルールステートメント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CountryCodes" : [ String, ... ],
"ForwardedIPConfig" : ForwardedIPConfiguration (p. 6505)

YAML
CountryCodes:
- String
ForwardedIPConfig:
ForwardedIPConfiguration (p. 6505)

プロパティ
CountryCodes
2 文字の国コードの配列（ISO 3166 国際標準の alpha-2 国 ISO コードの [ "US", "CN" ] など）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
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必須: いいえ
タイプ: ForwardedIPConfiguration (p. 6505)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup IPSetForwardedIPConfiguration
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP ヘッ
ダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーですが、任意
のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルールを
一切適用しません。
この設定は IPSetReferenceStatement にのみ使用されます。GeoMatchStatement および
RateBasedStatement の場合は、代わりに ForwardedIPConfig を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FallbackBehavior" : String,
"HeaderName" : String,
"Position" : String

YAML
FallbackBehavior: String
HeaderName: String
Position: String

プロパティ
FallbackBehavior
リクエストが指定された位置で有効な IP アドレスを持たない場合に、ウェブリクエストに割り当てる
一致ステータス。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
次のフォールバック動作を指定できます。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
必須: はい
タイプ: 文字列
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許可された値: MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
HeaderName
IP アドレスに使用する HTTP ヘッダーの名前。たとえば、X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーを使用す
るには、これを X-Forwarded-For に設定します。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: No interruption
Position
IP アドレスを検索するヘッダー内の位置。ヘッダーには、元のクライアントの IP アドレスとプロ
キシの IP アドレスを含めることができます。たとえば、ヘッダー値は 10.1.1.1, 127.0.0.0,
10.10.10.10 となります。この場合、最初の IP アドレスが元のクライアントを識別し、それ以外は
リクエストが通過したプロキシを識別します。
この設定のオプションは次のとおりです。
• FIRST - ヘッダー内の IP アドレスのリスト内の最初の IP アドレスを調べます。これは通常、クラ
イアントの元の IP です。
• LAST - ヘッダー内の IP アドレスのリスト内の最後の IP アドレスを調べます。
• ANY - ヘッダー内のすべての IP アドレスが一致していないかどうかを調べます。ヘッダーに 10 個
以上の IP アドレスが含まれている場合、AWS WAF は最後の 10 個を検査します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ANY | FIRST | LAST
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup IPSetReferenceStatement
特定の IP アドレスまたはアドレス範囲からのウェブリクエストを検出するために使用されるルールステー
トメント。これを使用するには、検出するアドレスを指定する AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) を作成し、
このステートメントでそのセットの ARN を使用します。
各 IP セットルールステートメントは、IP セットを参照します。ルールに関係なく IP セットを作成して
管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照されたセットを更新する
と、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Arn" : String,
"IPSetForwardedIPConfig" : IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6507)

YAML
Arn: String
IPSetForwardedIPConfig:
IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6507)

プロパティ
Arn
このステートメントが参照する AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
IPSetForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: いいえ
タイプ: IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6507)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup JsonBody
JSON として検査したウェブリクエストの本文。本文はリクエストヘッダーの直後に続きます。これ
は、FieldToMatch 仕様で使用されます。
このオブジェクトの仕様と、ルールの検査基準を使用して JSON 本体の検査する部分を指定します。AWS
WAF は、指定した一致から生じる JSON の一部のみを検査します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"InvalidFallbackBehavior" : String,
"MatchPattern" : JsonMatchPattern (p. 6511),
"MatchScope" : String

YAML
InvalidFallbackBehavior: String
MatchPattern:
JsonMatchPattern (p. 6511)
MatchScope: String

プロパティ
InvalidFallbackBehavior
AWS WAF が JSON 本文を完全に解析できなかった場合の対処方法を示します。オプションは次のと
おりです。
• EVALUATE_AS_STRING - 本文をプレーンテキストとして検査します。AWS WAF は、JSON 検査
のために定義したテキスト変換および検査基準を本文テキスト文字列に適用します。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
AWS WAF は、JSON 検査用に定義したテキスト変換と検査基準を本文テキスト文字列に適用しま
す。
AWS WAF は、JSON 本文全体を解析するために最善を尽くしますが、無効な文字、重複キー、切り
捨て、ルートノードがオブジェクトまたは配列でないコンテンツなどの理由で強制的に停止されるこ
とがあります。
AWS WAF は、次の例の JSON を 2 つの有効なキーと値のペアとして解析します。
• カンマ不足: {"key1":"value1""key2":"value2"}
• コロン不足: {"key1":"value1","key2""value2"}
• 余分なコロン: {"key1"::"value1","key2""value2"}
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EVALUATE_AS_STRING | MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
MatchPattern
JSON 本文で探すパターン。AWS WAF は、ルールの検査基準に対するこれらのパターン一致の結果
を検査します。
必須: はい
タイプ: JsonMatchPattern (p. 6511)
Update requires: No interruption
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MatchScope
MatchPattern の使用と一致する JSON の部分。All を指定すると、AWS WAF はキーおよび値と
照合されます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL | KEY | VALUE
Update requires: No interruption

例
JSON 本文の仕様を設定する
仕様に一致する JSON 本文フィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
JsonBody:
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/dogs/0/name"
- "/cats/0/name"
MatchScope: ALL
InvalidFallbackBehavior: EVALUATE_AS_STRING

JSON
"FieldToMatch": {
"JsonBody": {
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/dogs/0/name",
"/cats/0/name"
]
},
"MatchScope": "ALL",
"InvalidFallbackBehavior": "EVALUATE_AS_STRING"
}

AWS::WAFv2::RuleGroup JsonMatchPattern
JSON 本文で探すパターン。AWS WAF は、ルールの検査基準に対するこれらのパターン一致の結果を検
査します。これは FieldToMatch オプション JsonBody とともに使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"All" : Json,
"IncludedPaths" : [ String, ... ]
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YAML
All: Json
IncludedPaths:
- String

プロパティ
All
すべての要素に一致させます。JsonBody の MatchScope も参照してください。
この設定または IncludedPaths 設定のどちらかかを指定する必要がありますが、両方は設定できま
せん。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
IncludedPaths
指定されたインクルードパスのみに一致します。JsonBody の MatchScope も参照してください。
JSON ポインタ構文を使用して、インクルードパスを指定します。たとえば、"IncludedPaths":
["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"] と指定します。この構文の詳細については、インターネッ
トエンジニアリングタスクフォース (IETF) ドキュメントの JavaScript Object Notation (JSON) Pointer
を参照してください。
この設定または All 設定のどちらかかを指定する必要がありますが、両方は設定できません。

Note
すべてのパスを含める場合は、このオプションを使用しないでください。代わりに、All 設
定を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

例
すべてのパス用に JSON 一致パターンを設定する
すべてのパス用に JSON 一致パターンの仕様の例を次に示します。

YAML
MatchPattern:
All: {}

JSON
"MatchPattern": {
"All": {}
}
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含まれているパスを持つ JSON 一致パターンを設定する
含まれているパスを持つ JSON 一致パターンの仕様の例を次に示します。

YAML
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/dogs/0/name"
- "/cats/0/name"

JSON
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/dogs/0/name",
"/cats/0/name"
]
}

AWS::WAFv2::RuleGroup Label
単一のラベルコンテナ。これは、Rule 内の RuleLabels のラベル配列の要素として使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
ラベル文字列。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup LabelMatchStatement
ウェブ ACL ですでに実行されているルールによって、ウェブリクエストに追加されたラベルに対する文字
列一致検索を定義するルールステートメント。
ラベル一致ステートメントは、検索するラベルまたは名前空間の文字列を提供します。ラベル文字列は、
ウェブリクエストに追加された完全修飾ラベル名の一部またはすべてを表すことができます。完全修飾ラ
ベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名があります。プレフィクスは、ラベ
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ルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキストを識別します。ラベル一致文字列に
完全修飾名を指定しない場合、AWS WAF はラベル一致ステートメントと同じコンテキストで追加された
ラベルの検索を実行します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Scope" : String

YAML
Key: String
Scope: String

プロパティ
Key
一致する文字列。これに提供する設定は、一致ステートメントの Scope 設定によって異なります。
• Scope が LABEL を示す場合、この仕様には名前を含める必要があります。完全修飾ラベル名を提
供するまで、先行する名前空間の仕様とプレフィックスをいくつでも含めることができます。
• Scope が NAMESPACE を示す場合、この仕様には、連続する名前空間の文字列を任意の数だけ含め
ることができ、ラベルの発信元であるルールグループまたはウェブ ACL からのラベル名前空間プレ
フィックス全体を含めることができます。
ラベルでは大文字と小文字が区別され、ラベルのコンポーネントはコロンで区切る必要があります
(例: NS1:NS2:name)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
Scope
ラベル名を使用して一致させるか、名前空間のみを使用して一致させるかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup LabelSummary
AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490) の 1 つ以上のルールで使用するラベル一覧。このサマリーオブジェク
トは、次のルールグループ一覧で使用します。
• AvailableLabels - ルールが一致するリクエストに追加するラベル。これらのラベルは、Rule の
RuleLabels で定義されています。
• ConsumedLabels - ルールが一致するラベル。これらのラベルは、ルールステートメントの
LabelMatchStatement 仕様で定義されています。
API バージョン 2010-05-15
6514

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF V2

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
個々のラベル仕様。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup NotStatement
別のルールステートメントの結果を無効にするために使用する論理ルールステートメン
ト。NotStatement内でステートメントを 1 つ指定してください 。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statement" : Statement (p. 6525)

YAML
Statement:
Statement (p. 6525)

プロパティ
Statement
無効にするステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できます。
必須: はい
タイプ: ステートメント (p. 6525)
Update requires: No interruption
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AWS::WAFv2::RuleGroup OrStatement
他のルールステートメントを OR ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメント。
内で複数の ステートメント OrStatement を 1 つ指定します 。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statements" : [ Statement (p. 6525), ... ]

YAML
Statements:
- Statement (p. 6525)

プロパティ
Statements
OR ロジックと組み合わせるステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できま
す。
必須: はい
タイプ: Statement (p. 6525) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup RateBasedStatement
レートベースのルールは、送信元の各 IP アドレスのリクエストのレートを追跡し、指定された 5 分間のリ
クエスト数の上限をレートが超えるとルールアクションをトリガーします。これを使用すると、過剰なリ
クエストを送信している IP アドレスからのリクエストを一時的にブロックできます。
ルールアクションがトリガーされると、AWS WAF は、リクエストレートが上限を下回るまで、IP アドレ
スから送信される追加のリクエストをブロックします。
必要に応じて、レートベースのステートメント内に別のステートメントをネストして、ネストされたス
テートメントと一致するリクエストのみをカウントするようにルールのスコープを狭めることができま
す。たとえば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、以下のネストされたステートメントを含むネ
ストされた AND ルールステートメントを使用してレートベースのルールを作成できます。
• アドレス 192.0.2.44 を指定する IP セットを含む IP 一致ステートメント。
• ユーザーエージェントヘッダーで文字列 BadBot を検索する文字列 match ステートメント。
このレートベースのルールでは、レート制限を定義することもできます。この例では、レート制限は
1,000 です。カウントされるのは、ステートメントの両方の条件を満たすリクエストです。5 分間のリク
エストカウントが 1,000 を超えると、ルールアクションがトリガーされます。両方の条件を満たさないリ
クエストは、レート制限に対してカウントされないため、このルールの影響を受けません。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、RateBasedStatement をネストす
ることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AggregateKeyType" : String,
"ForwardedIPConfig" : ForwardedIPConfiguration (p. 6505),
"Limit" : Integer,
"ScopeDownStatement" : Statement (p. 6525)

YAML
AggregateKeyType: String
ForwardedIPConfig:
ForwardedIPConfiguration (p. 6505)
Limit: Integer
ScopeDownStatement:
Statement (p. 6525)

プロパティ
AggregateKeyType
リクエストカウントの集計方法を示す設定。オプションは次のとおりです。
• IP - ウェブリクエストオリジンからの IP アドレスのリクエスト数を集計します。
• FORWARDED_IP - HTTP ヘッダーの最初の IP アドレスのリクエスト数を集計します。これを使用
する場合は、ForwardedIPConfig を設定して、使用するヘッダーを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FORWARDED_IP | IP
Update requires: No interruption
ForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
これは、AggregateKeyType が FORWARDED_IPに設定されている場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: ForwardedIPConfiguration (p. 6505)
Update requires: No interruption
Limit
1 つの発信元 IP アドレスの 5 分あたりのリクエストの制限です。ステートメントに
ScopeDownStatement が含まれている場合 、この制限はステートメントに一致する要求にのみ適用
されます。
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必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScopeDownStatement
レートベースのステートメントの範囲を一致する Web 要求に絞り込むオプションのネストされたス
テートメント。これは任意のネスト可能なステートメントであり、このスコープダウンステートメン
トの下の任意のレベルでステートメントをネストできます。
必須: いいえ
タイプ: ステートメント (p. 6525)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup RegexPatternSetReferenceStatement
正規表現と一致するウェブリクエストコンポーネントを検索するために使用されるルールステートメン
ト。これを使用するには、検出する式を指定する AWS::WAFv2::RegexPatternSet (p. 6487) を作成し、こ
のステートメントでそのセットの ARN を使用します。リクエストコンポーネントがセット内のいずれか
のパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと一致します。
各正規表現パターンセットルールステートメントは、正規表現パターンセットを参照します。ルールに関
係なく IP セットを作成して管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照
されたセットを更新すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6502),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6529), ... ]

YAML
Arn: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6502)
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6529)

プロパティ
Arn
このステートメントが参照する正規表現パターンセットの Amazon リソースネーム（ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
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最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6502)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6529) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup Rule
単一のルール。これを使用して、許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエストを識別できま
す。各ルールには、AWS WAF が一致するウェブリクエストを識別するために使用する 1 つの最上位ス
テートメントと、AWS WAF によるリクエストの処理方法を規定するパラメータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Action" : RuleAction (p. 6521),
"Name" : String,
"Priority" : Integer,
"RuleLabels" : [ Label (p. 6513), ... ],
"Statement" : Statement (p. 6525),
"VisibilityConfig" : VisibilityConfig (p. 6531)

YAML
Action:
RuleAction (p. 6521)
Name: String
Priority: Integer
RuleLabels:
- Label (p. 6513)
Statement:
Statement (p. 6525)
VisibilityConfig:
VisibilityConfig (p. 6531)
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プロパティ
Action
ウェブリクエストがルールのステートメントと一致したときに、AWS WAF がウェブリクエストに対
して実行するアクション。ウェブ ACL レベルの設定は、ルールのアクション設定をオーバーライドで
きます。
必須: いいえ
タイプ: RuleAction (p. 6521)
Update requires: No interruption
Name
ルールグループのわかりやすい名前。作成後に Rule の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: No interruption
Priority
WebACL で複数の Rule を定義した場合、AWS WAF は Priority の値に基づいて、Rules に対して
各リクエストを順に評価します。AWS WAF は、優先度の低いルールから処理します。優先順位は連
続している必要はありませんが、すべて異なる必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
RuleLabels
ルール一致ステートメントに一致するウェブリクエストに適用するラベル。AWS WAF は、一致する
ウェブリクエストに完全修飾ラベルを適用します。完全修飾ラベルは、ラベル名前空間とルールラベ
ルを連結したものです。ルールのルールグループまたはウェブ ACL は、ラベル名前空間を定義しま
す。
ウェブ ACL でこのルールの後に実行されるルールは、LabelMatchStatement を使用してこれらの
ラベルと照合できます。
次のガイドラインに従って、ラベルごとに、オプションの名前空間とラベル名を含む大文字と小文字
を区別する文字列を指定します。
• ラベルの各コンポーネントはコロンで区切ります。
• 各名前空間または名前には、最大 128 文字を使用できます。
• ラベルには、最大 5 つの名前空間を指定できます。
• ラベル仕様で、aws、waf、managed、rulegroup、webacl、regexpatternset、または
ipset の予約語を使用しないでください。
例えば、myLabelName、nameSpace1:nameSpace2:myLabelName などです。
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必須: いいえ
タイプ: Label (p. 6513) 一覧
Update requires: No interruption
Statement
ルールの AWS WAF 処理ステートメント (ByteMatchStatement や SizeConstraintStatement など)。
必須: はい
タイプ: ステートメント (p. 6525)
Update requires: No interruption
VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にしま
す。
必須: はい
タイプ: VisibilityConfig (p. 6531)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup RuleAction
ウェブリクエストがルールのステートメントと一致したときに、AWS WAF がウェブリクエストに対して
実行するアクション。ウェブ ACL レベルの設定は、ルールのアクション設定をオーバーライドできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Allow" : Json,
"Block" : Json,
"Count" : Json

YAML
Allow: Json
Block: Json
Count: Json

プロパティ
Allow
AWS WAF がウェブリクエストを許可するように指示します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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Block
AWS WAF がウェブリクエストをブロックするように指示します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Count
ウェブリクエストをカウントして許可するように AWS WAF に指示します。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

例
許可アクションを設定する
以下に、許可アクション指定の例を示します。

YAML
Action:
Allow: {}

JSON
"Action":
{"Allow":
{}
}

カスタムリクエスト設定で許可アクションを設定する
以下に、カスタムリクエスト処理を使用した許可アクション指定の例を示します。

YAML
Action:
Allow:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: AllowActionHeader1Name
Value: AllowActionHeader1Value
- Name: AllowActionHeader2Name
Value: AllowActionHeader2Value

JSON
"Action": {
"Allow": {
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}

}

"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "AllowActionHeader1Name",
"Value": "AllowActionHeader1Value"
},
{
"Name": "AllowActionHeader2Name",
"Value": "AllowActionHeader2Value"
}
]
}

AWS::WAFv2::RuleGroup SizeConstraintStatement
大なり（>）や小なり（<）などの比較演算子を使用して、バイト数をリクエストコンポーネントのサイズ
と比較するルールステートメント。たとえば、サイズ制約ステートメントを使用して 100 バイトよりも長
いクエリ文字列を探すことができます。
リクエストボディを検査するように AWS WAF を設定した場合、AWS WAF は最初の 8,192 バイト (8 KB)
のみを検査します。ウェブリクエストのリクエストボディが 8,192 バイトを超えない場合は、サイズ制約
条件を作成して、リクエストボディが 8,192 バイトを超えるリクエストをブロックできます。
[Part of the request to filter on] の値に [URI] を選択した場合、URI のスラッシュ (/) は 1 文字としてカウン
トされます。たとえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6502),
"Size" : Double,
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6529), ... ]

YAML
ComparisonOperator: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6502)
Size: Double
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6529)

プロパティ
ComparisonOperator
リクエスト部分とサイズの設定を比較するために使用する演算子。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EQ | GE | GT | LE | LT | NE
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Update requires: No interruption
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6502)
Update requires: No interruption
Size
変換後にリクエスト部分と比較するサイズ（バイト単位）。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6529) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup SqliMatchStatement
攻撃者は、データベースからデータを取り出そうとしてウェブリクエスト内に悪意のある SQL コードを
挿入する場合があります。悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるウェブリクエストを許
可または拒否するには、SQL インジェクション一致条件を作成します。SQL インジェクション一致条件
は、AWS WAF で検査するウェブリクエスト内の部分 (URI やクエリ文字列など) を識別します。後でウェ
ブ ACL を作成するときに、悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエストを許可するか
拒否するかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6502),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6529), ... ]

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6502)
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6529)

API バージョン 2010-05-15
6524

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF V2

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6502)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6529) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup Statement
AWS WAF によって使用される Rule の処理ガイダンス。ウェブリクエストがルールに一致しているかど
うかを判断します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AndStatement" : AndStatement (p. 6498),
"ByteMatchStatement" : ByteMatchStatement (p. 6499),
"GeoMatchStatement" : GeoMatchStatement (p. 6506),
"IPSetReferenceStatement" : IPSetReferenceStatement (p. 6508),
"LabelMatchStatement" : LabelMatchStatement (p. 6513),
"NotStatement" : NotStatement (p. 6515),
"OrStatement" : OrStatement (p. 6516),
"RateBasedStatement" : RateBasedStatement (p. 6516),
"RegexPatternSetReferenceStatement" : RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6518),
"SizeConstraintStatement" : SizeConstraintStatement (p. 6523),
"SqliMatchStatement" : SqliMatchStatement (p. 6524),
"XssMatchStatement" : XssMatchStatement (p. 6532)

YAML
AndStatement:
AndStatement (p. 6498)
ByteMatchStatement:
ByteMatchStatement (p. 6499)
GeoMatchStatement:
GeoMatchStatement (p. 6506)
IPSetReferenceStatement:
IPSetReferenceStatement (p. 6508)
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LabelMatchStatement:
LabelMatchStatement (p. 6513)
NotStatement:
NotStatement (p. 6515)
OrStatement:
OrStatement (p. 6516)
RateBasedStatement:
RateBasedStatement (p. 6516)
RegexPatternSetReferenceStatement:
RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6518)
SizeConstraintStatement:
SizeConstraintStatement (p. 6523)
SqliMatchStatement:
SqliMatchStatement (p. 6524)
XssMatchStatement:
XssMatchStatement (p. 6532)

プロパティ
AndStatement
他のルールステートメントを AND ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメ
ント。AndStatement 内で複数の ステートメント を指定します 。
必須: いいえ
タイプ: AndStatement (p. 6498)
Update requires: No interruption
ByteMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF の文字列一致検索を定義するルールステートメント。バイト
一致ステートメントにより、検索するバイト、AWS WAF で検索するリクエスト内の場所、およびそ
の他の設定が提供されます。検索するバイトは通常、ASCII 文字に対応する文字列です。AWS WAF
コンソールおよびデベロッパーガイドでは、これを文字列一致ステートメントと呼びます。
必須: いいえ
タイプ: ByteMatchStatement (p. 6499)
Update requires: No interruption
GeoMatchStatement
オリジンに基づいてウェブリクエストを識別するために使用されるルールステートメント。
必須: いいえ
タイプ: GeoMatchStatement (p. 6506)
Update requires: No interruption
IPSetReferenceStatement
特定の IP アドレスまたはアドレス範囲からのウェブリクエストを検出するために使用されるルールス
テートメント。これを使用するには、検出するアドレスを指定する AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) を
作成し、このステートメントでそのセットの ARN を使用します。
各 IP セットルールステートメントは、IP セットを参照します。ルールに関係なく IP セットを作成し
て管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照されたセットを更新
すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。
必須: いいえ
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タイプ: IPSetReferenceStatement (p. 6508)
Update requires: No interruption
LabelMatchStatement
ウェブ ACL ですでに実行されているルールによって、ウェブリクエストに追加されたラベルに対する
文字列一致検索を定義するルールステートメント。
ラベル一致ステートメントは、検索するラベルまたは名前空間の文字列を提供します。ラベル文字列
は、ウェブリクエストに追加された完全修飾ラベル名の一部またはすべてを表すことができます。完
全修飾ラベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名があります。プレフィ
クスは、ラベルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキストを識別します。ラ
ベル一致文字列に完全修飾名を指定しない場合、AWS WAF はラベル一致ステートメントと同じコン
テキストで追加されたラベルの検索を実行します。
必須: いいえ
タイプ: LabelMatchStatement (p. 6513)
Update requires: No interruption
NotStatement
別のルールステートメントの結果を無効にする論理ルールステートメント。NotStatement 内で ス
テートメント を1 つ指定してください 。
必須: いいえ
タイプ: NotStatement (p. 6515)
Update requires: No interruption
OrStatement
他のルールステートメントを OR ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメン
ト。OrStatement 内で複数の ステートメント を指定します 。
必須: いいえ
タイプ:OrStatement (p. 6516)
Update requires: No interruption
RateBasedStatement
レートベースのルールは、送信元の各 IP アドレスのリクエストのレートを追跡し、指定された 5 分間
のリクエスト数の上限をレートが超えるとルールアクションをトリガーします。これを使用すると、
過剰なリクエストを送信している IP アドレスからのリクエストを一時的にブロックできます。
ルールアクションがトリガーされると、AWS WAF は、リクエストレートが上限を下回るまで、IP ア
ドレスから送信される追加のリクエストをブロックします。
必要に応じて、レートベースのステートメント内に別のステートメントをネストして、ネストされた
ステートメントと一致するリクエストのみをカウントするようにルールのスコープを狭めることがで
きます。たとえば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、以下のネストされたステートメント
を含むネストされた AND ルールステートメントを使用してレートベースのルールを作成できます。
• アドレス 192.0.2.44 を指定する IP セットを含む IP 一致ステートメント。
• ユーザーエージェントヘッダーで文字列 BadBot を検索する文字列 match ステートメント。
このレートベースのルールでは、レート制限を定義することもできます。この例では、レート制限は
1,000 です。カウントされるのは、ステートメントの両方の条件を満たすリクエストです。5 分間のリ
クエストカウントが 1,000 を超えると、ルールアクションがトリガーされます。両方の条件を満たさ
ないリクエストは、レート制限に対してカウントされないため、このルールの影響を受けません。
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NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、RateBasedStatement をネス
トすることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。
必須: いいえ
タイプ: RateBasedStatement (p. 6516)
Update requires: No interruption
RegexPatternSetReferenceStatement
正規表現と一致するウェブリクエストコンポーネントを検索するために使用されるルールステートメ
ント。これを使用するには、検出する式を指定する AWS::WAFv2::RegexPatternSet (p. 6487) を作成
し、このステートメントでそのセットの ARN を使用します。リクエストコンポーネントがセット内
のいずれかのパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと
一致します。
各正規表現パターンセットルールステートメントは、正規表現パターンセットを参照します。ルール
に関係なく IP セットを作成して管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できま
す。参照されたセットを更新すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新し
ます。
必須: いいえ
タイプ: RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6518)
Update requires: No interruption
SizeConstraintStatement
大なり（>）や小なり（<）などの比較演算子を使用して、バイト数をリクエストコンポーネントのサ
イズと比較するルールステートメント。たとえば、サイズ制約ステートメントを使用して 100 バイト
よりも長いクエリ文字列を探すことができます。
リクエストボディを検査するように AWS WAF を設定した場合、AWS WAF は最初の 8,192 バイト
(8 KB) のみを検査します。ウェブリクエストのリクエストボディが 8,192 バイトを超えない場合は、
サイズ制約条件を作成して、リクエストボディが 8,192 バイトを超えるリクエストをブロックできま
す。
[Part of the request to filter on] の値に [URI] を選択した場合、URI のスラッシュ (/) は 1 文字としてカ
ウントされます。たとえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。
必須: いいえ
タイプ: SizeConstraintStatement (p. 6523)
Update requires: No interruption
SqliMatchStatement
攻撃者は、データベースからデータを取り出そうとしてウェブリクエスト内に悪意のある SQL コード
を挿入する場合があります。悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるウェブリクエストを
許可または拒否するには、SQL インジェクション一致条件を作成します。SQL インジェクション一致
条件は、AWS WAF で検査するウェブリクエスト内の部分 (URI やクエリ文字列など) を識別します。
後でウェブ ACL を作成するときに、悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエスト
を許可するか拒否するかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: SqliMatchStatement (p. 6524)
Update requires: No interruption
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XssMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF のクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致検索を定義す
るルールステートメント。XSS 攻撃は、攻撃者が悪意のあるクライアントサイトスクリプトを他の
正当なウェブブラウザに挿入するための手段として良性のウェブサイトの脆弱性を利用する攻撃で
す。XSS 一致ステートメントにより、AWS WAF が悪意のある文字列である可能性が高い文字シーケ
ンスを検索する前に、AWS WAF が検索するリクエスト内の場所と検索領域で使用するテキスト変換
が提供されます。
必須: いいえ
タイプ: XssMatchStatement (p. 6532)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常なフォー
マットの一部が削除されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Priority" : Integer,
"Type" : String

YAML
Priority: Integer
Type: String

プロパティ
Priority
ルールステートメントに定義されている複数の変換の相対的な処理順序を設定します。AWS WAF
は、変換されたコンテンツを検査する前に、優先度が最も低いものから最も高いものまで、すべての
変換を処理します。優先順位は連続している必要はありませんが、すべて異なる必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
Type
次の変換タイプを指定できます。
BASE64_DECODE - Base64 エンコードされた文字列をデコードします。
BASE64_DECODE_EXT - Base64 エンコードされた文字列をデコードしますが、有効でない文字を
無視する寛容な実装を使用します。
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CMD_LINE - コマンドライン変換。これらは、オペレーティングシステムのコマンドラインのコマン
ドを挿入し、コマンドの一部またはすべてを偽装するために異常なフォーマットを使用する攻撃者の
有効性を低下させるのに役立ちます。
• 以下の文字を削除します: \ " ' ^
• 以下の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 以下の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE - これらの文字をスペース文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数の 12
• \t、タブ、10 進数の 9
• \n、改行、10 進数の 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数の 13
• \v、垂直タブ、10 進数の 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
CSS_DECODE - CSS 2.x エスケープルール syndata.html#characters を使用してエンコードさ
れた文字をデコードします。この関数は、デコード処理で最大 2 バイトを使用するため、通常はエ
ンコードされない CSS エンコーディングを使用してエンコードされた ASCII 文字を発見するのに役
立ちます。また、バックスラッシュと 16 進以外の文字の組み合わせである回避の対策にも役立ちま
す。例えば、JavaScript の場合は ja\vascript です。
ESCAPE_SEQ_DECODE - \a、\b、\f、\n、\r、\t、\v、\\、\?、\'、\"、\xHH (16 進
数)、\0OOO (8 進数) といった ANSI Cエスケープシーケンスをデコードします。有効でないエンコー
ディングは出力に残ります。
HEX_DECODE - 16 進数の文字列をバイナリにデコードします。
HTML_ENTITY_DECODE - HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。HTML_ENTITY_DECODE は、次のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
JS_DECODE - JavaScript のエスケープシーケンスをデコードします。\ u HHHH コードが FF01FF5E の全角の ASCII コード範囲内にある場合、上位バイトは下位バイトを検出して調整するために
使用されます。そうでない場合は、下位バイトのみが使用され、上位バイトがゼロになり、情報が失
われる可能性があります。
小文字 - 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
MD5 - 入力のデータから MD5 ハッシュを計算します。計算されたハッシュは生のバイナリ形式で
す。
注 - テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
NORMALIZE_PATH - 入力文字列から入力の先頭にない複数のスラッシュ、ディレクトリのセルフリ
ファレンス、およびディレクトリバックリファレンスを削除します。
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NORMALIZE_PATH_WIN - これは NORMALIZE_PATH と同じですが、最初にバックスラッシュ文字を
スラッシュに変換します。
REMOVE_NULLS - 入力からすべての NULL バイトを削除します。
REPLACE_COMMENTS - C スタイルのコメント (/* ... */) の各発生を 1 つのスペースに置き換え
ます。複数の連続した発生は圧縮されません。終了していないコメントもスペース (ASCII 0x20) に置
き換えられます。ただし、コメント (*/) のスタンドアロンの終了に対するアクションは実行されませ
ん。
REPLACE_NULLS - 入力の NULL バイトをスペース文字 (ASCII 0x20) に置き換えます。
SQL_HEX_DECODE - SQL 16 進数のデータをデコードします。Example (0x414243) は (ABC) にデ
コードされます。
URL_DECODE - URL エンコードされた値をデコードします。
URL_DECODE_UNI - URL_DECODE に似ていますが、Microsoft 固有の %u エンコーディングのサポー
トを備えています。コードが FF01-FF5E の全角の ASCII コード範囲内にある場合、上位バイトは下
位バイトを検出して調整するために使用されます。それ以外の場合は、下位バイトのみが使用され、
上位バイトがゼロになります。
UTF8_TO_UNICODE - すべての UTF-8 文字シーケンスをユニコードに変換します。これにより、入
力正規化や、英語以外の言語の false-positive および false-negative の最小化に役立ちます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BASE64_DECODE | BASE64_DECODE_EXT | CMD_LINE |
COMPRESS_WHITE_SPACE | CSS_DECODE | ESCAPE_SEQ_DECODE | HEX_DECODE |
HTML_ENTITY_DECODE | JS_DECODE | LOWERCASE | MD5 | NONE | NORMALIZE_PATH
| NORMALIZE_PATH_WIN | REMOVE_NULLS | REPLACE_COMMENTS | REPLACE_NULLS |
SQL_HEX_DECODE | URL_DECODE | URL_DECODE_UNI | UTF8_TO_UNICODE
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"MetricName" : String,
"SampledRequestsEnabled" : Boolean

YAML
CloudWatchMetricsEnabled: Boolean
MetricName: String
SampledRequestsEnabled: Boolean
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プロパティ
CloudWatchMetricsEnabled
関連付けられたリソースがメトリクスを Amazon CloudWatch に送信するかどうかを示すブール値。
利用可能なメトリクスのリストについては、AWS WAF のメトリクスを参照してください。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MetricName
Amazon CloudWatch メトリクスのわかりやすい名前。名前には、英数字（A～Z、a～z、0～9）の
みを使用することができ、長さは 1～128 文字です。空白や、「All」および「Default_Action」など
AWS WAF 用に予約されたメトリクス名は使用できません。 VisibilityConfig を作成した後は
MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[\w#:\.\-/]+$
Update requires: No interruption
SampledRequestsEnabled
AWS WAF がルールに一致するウェブリクエストのサンプリングを保存するかどうかを示すブール
値。サンプリングされたリクエストは、AWS WAF コンソールを使用して表示できます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::RuleGroup XssMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF のクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致検索を定義するルー
ルステートメント。XSS 攻撃は、攻撃者が悪意のあるクライアントサイトスクリプトを他の正当なウェ
ブブラウザに挿入するための手段として良性のウェブサイトの脆弱性を利用する攻撃です。XSS 一致ス
テートメントにより、AWS WAF が悪意のある文字列である可能性が高い文字シーケンスを検索する前
に、AWS WAF が検索するリクエスト内の場所と検索領域で使用するテキスト変換が提供されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6502),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6529), ... ]
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YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6502)
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6529)

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6502)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6529) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL
Note
これは AWS WAF の最新バージョンで、2019 年 11 月に AWS WAFV2 という名前でリリース
されています。以前のリリースから AWS WAF リソースを移行する方法などの詳細について
は、AWS WAF デベロッパーガイドを参照してください。
AWS::WAFv2::WebACL (p. 6533) を使用して、ウェブリクエストの検査と制御に使用するルールのコレク
ションを定義します。各ルールには、ルールのステートメントと一致するリクエストに対するアクション
（許可、ブロック、またはカウント）が定義されています。Web ACL では、どのルールにも一致しないリ
クエストに対して実行（許可、ブロック）するデフォルトのアクションを割り当てます。Web ACL のルー
ルには、明示的に定義するルールステートメントと、ルールグループおよびマネージドルールグループを
参照するルールステートメントを含めることができます。Web ACL を 1 つ以上の AWS リソースに関連
付けて保護することができます。リソースには、Amazon CloudFront ディストリビューション、Amazon
API Gateway REST API、Application Load Balancer、または AWS AppSync GraphQL API を使用できま
す。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Type" : "AWS::WAFv2::WebACL",
"Properties" : {
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}

}

"CustomResponseBodies" : {Key : Value, ...},
"DefaultAction" : DefaultAction (p. 6552),
"Description" : String,
"Name" : String,
"Rules" : [ Rule (p. 6573), ... ],
"Scope" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"VisibilityConfig" : VisibilityConfig (p. 6587)

YAML
Type: AWS::WAFv2::WebACL
Properties:
CustomResponseBodies:
Key : Value
DefaultAction:
DefaultAction (p. 6552)
Description: String
Name: String
Rules:
- Rule (p. 6573)
Scope: String
Tags:
- Tag
VisibilityConfig:
VisibilityConfig (p. 6587)

プロパティ
CustomResponseBodies
カスタム応答キーとコンテンツ本文のマップ。ブロックアクションを使用してルールを作成すると、
ウェブリクエストにカスタム応答を送信できます。これらをウェブ ACL に定義してから、ウェブ
ACL で定義したルールとデフォルトアクションで使用します。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS
WAF でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CustomResponseBody (p. 6551) のマップ
Update requires: No interruption
DefaultAction
WebACL に含まれている Rules に一致するものがない場合に実行するアクション。
必須: はい
タイプ: DefaultAction (p. 6552)
Update requires: No interruption
Description
識別に役立つウェブ ACL の説明。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 256
パターン: ^[\w+=:#@/\-,\.][\w+=:#@/\-,\.\s]+[\w+=:#@/\-,\.]$
Update requires: No interruption
Name
ウェブ ACL を説明する名前。Web ACL の作成後に名前を変更することはできません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: Replacement
Rules
許可、ブロック、またはカウントしたいウェブリクエストを識別するために使用するルールステート
メント。各ルールには、AWS WAF が一致するウェブリクエストを識別するために使用する 1 つの最
上位ステートメントと、AWS WAF によるリクエストの処理方法を規定するパラメータが含まれてい
ます。
必須: いいえ
タイプ: Rule (p. 6573) のリスト
Update requires: No interruption
Scope
Amazon CloudFront ディストリビューション用か、リージョンのアプリケーション用かを指定しま
す。リージョナルアプリケーションは、Application Load Balancer (ALB)、Amazon API Gateway
REST API、またはAWS AppSync GraphQL API のいずれかとすることができます。有効な値
は、CLOUDFRONT および REGIONAL です。

Note
CLOUDFRONT の場合、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で WAFv2 リ
ソースを作成する必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: Replacement
Tags
AWS リソースに関連付けられるキーと値のペア。キーと値のペアの定義は何でもかまいません。通
常、タグキーはカテゴリ（例:「環境」）を表し、タグ値はそのカテゴリ内の特定の値（例:「テス
ト」、「開発」、「生産」）を表します。AWS リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。
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Note
既存のリソースのタグを変更するには、AWS WAF API またはコマンドラインインターフェ
イスを使用します。AWS CloudFormation では、リソースの作成時にのみタグを AWS WAF
リソースに追加できます。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にしま
す。
必須: はい
タイプ: VisibilityConfig (p. 6587)
Update requires: No interruption

戻り値
参照番号
リソース名、物理 ID、およびスコープを含むリソースの Ref で、形式は name|id|scope です。
例: my-webacl-name|1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456|REGIONAL。

Fn::GetAtt
Arn
Web ACL の Amazon リソースネーム (ARN)。
Capacity
Web ACL による現在の Web ACL キャパシティー (WCU) の使用量。
Id
Web ACL の ID。
LabelNamespace
このウェブ ACL のラベル名前空間プレフィックス。このウェブ ACL のルールによって追加されたす
べてのラベルには、このプレフィクスが付いています。
ウェブ ACL のラベル名前空間プレフィックスの構文は次のとおりです: awswaf:<account
ID>:webacl:<web ACL name>:。
ラベル付きのルールがウェブリクエストに一致すると、AWS WAF は完全修飾ラベルをリクエストに
追加します。完全修飾ラベルは、ルールが定義されているルールグループまたはウェブ ACL のラベル
名前空間と、コロンで区切られたルールのラベルで構成されます。

例
カスタムリクエストおよび応答処理を使用してウェブ ACL を作成する
Web ACL の指定例を以下に示します。この例には、カスタムリクエストと応答の設定が含まれています。
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YAML
Description: Create WebACL example
Resources:
ExampleWebACL:
Type: 'AWS::WAFv2::WebACL'
Properties:
Name: ExampleWebACL1
Scope: REGIONAL
Description: This is an example WebACL
DefaultAction:
Allow:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: AllowActionHeader1Name
Value: AllowActionHeader1Value
- Name: AllowActionHeader2Name
Value: AllowActionHeader2Value
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: ExampleWebACLMetric
CustomResponseBodies:
CustomResponseBodyKey1:
ContentType: TEXT_PLAIN
Content: this is a plain text
CustomResponseBodyKey2:
ContentType: APPLICATION_JSON
Content: '{"jsonfieldname": "jsonfieldvalue"}'
CustomResponseBodyKey3:
ContentType: TEXT_HTML
Content: <html>HTML text content</html>
Rules:
- Name: RuleWithAWSManagedRules
Priority: 0
OverrideAction:
Count: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: RuleWithAWSManagedRulesMetric
Statement:
ManagedRuleGroupStatement:
VendorName: AWS
Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet
ExcludedRules: []
- Name: BlockXssAttack
Priority: 1
Action:
Block:
CustomResponse:
ResponseCode: 503
CustomResponseBodyKey: CustomResponseBodyKey1
ResponseHeaders:
- Name: BlockActionHeader1Name
Value: BlockActionHeader1Value
- Name: BlockActionHeader2Name
Value: BlockActionHeader2Value
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: BlockXssAttackMetric
Statement:
XssMatchStatement:
FieldToMatch:
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AllQueryArguments: {}
TextTransformations:
- Priority: 1
Type: NONE

JSON
"Description": "Create WebACL example",
"Resources": {
"ExampleWebACL": {
"Type": "AWS::WAFv2::WebACL",
"Properties": {
"Name": "ExampleWebACL1",
"Scope": "REGIONAL",
"Description": "This is an example WebACL",
"DefaultAction": {
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "AllowActionHeader1Name",
"Value": "AllowActionHeader1Value"
},
{
"Name": "AllowActionHeader2Name",
"Value": "AllowActionHeader2Value"
}
]
}
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "ExampleWebACLMetric"
},
"CustomResponseBodies": {
"CustomResponseBodyKey1": {
"ContentType": "TEXT_PLAIN",
"Content": "this is a plain text"
},
"CustomResponseBodyKey2": {
"ContentType": "APPLICATION_JSON",
"Content": "{\"jsonfieldname\": \"jsonfieldvalue\"}"
},
"CustomResponseBodyKey3": {
"ContentType": "TEXT_HTML",
"Content": "<html>HTML text content</html>"
}
},
"Rules": [
{
"Name": "RuleWithAWSManagedRules",
"Priority": 0,
"OverrideAction": {
"Count": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "RuleWithAWSManagedRulesMetric"
},
"Statement": {
"ManagedRuleGroupStatement": {
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"VendorName": "AWS",
"Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
"ExcludedRules": []
}
}

},
{

}

}

}

]

}

"Name": "BlockXssAttack",
"Priority": 1,
"Action": {
"Block": {
"CustomResponse": {
"ResponseCode": 503,
"CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
"ResponseHeaders": [
{
"Name": "BlockActionHeader1Name",
"Value": "BlockActionHeader1Value"
},
{
"Name": "BlockActionHeader2Name",
"Value": "BlockActionHeader2Value"
}
]
}
}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "BlockXssAttackMetric"
},
"Statement": {
"XssMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"AllQueryArguments": {}
},
"TextTransformations": [
{
"Priority": 1,
"Type": "NONE"
}
]
}
}

JSON 本文解析を使用してウェブ ACL を作成する
Web ACL の指定例を以下に示します。この例には、JSON としてのウェブリクエスト本文の検査が含まれ
ます。

YAML
Resources:
ExampleWebACL:
Type: 'AWS::WAFv2::WebACL'
Properties:
Name: TestingJsonBody
Scope: REGIONAL
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Description: WebACL for JsonBody Testing
DefaultAction:
Allow: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: ExampleWebACLMetric
Rules:
- Name: TestJsonBodyRule
Priority: 0
Action:
Block: {}
VisibilityConfig:
SampledRequestsEnabled: true
CloudWatchMetricsEnabled: true
MetricName: JsonBodyMatchMetric
Statement:
ByteMatchStatement:
FieldToMatch:
JsonBody:
MatchPattern:
IncludedPaths:
- /foo
- /bar
MatchScope: VALUE
InvalidFallbackBehavior: MATCH
PositionalConstraint: EXACTLY
SearchString: BadBot
TextTransformations:
- Type: NONE
Priority: 0

JSON
{ "Name": "TestingJsonBody",
"Scope": "REGIONAL",
"DefaultAction":
{
"Allow":
{}
},
"Description": "WebACL for JsonBody Testing",
"Rules":
[
{"Name": "TestJsonBodyRule",
"Priority": 1,
"Statement":
{"ByteMatchStatement":
{"SearchString": "BadBot",
"FieldToMatch":
{
"JsonBody":
{"MatchPattern":
{
"IncludedPaths":
["/foo", "/bar"]
},
"MatchScope": "VALUE",
"InvalidFallbackBehavior": "MATCH"
}
},
"TextTransformations":
[
{"Priority": 1,
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"Type": "NONE"}
],
"PositionalConstraint": "EXACTLY"}

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

}
],
"VisibilityConfig":
{"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "TestingJsonBodyMetric"}

}

AWS::WAFv2::WebACL AllowAction
AWS WAF がリクエストを許可するように指定します。
これは、たとえば、ウェブ ACL とルールグループ RuleAction およびウェブ ACL DefaultAction に
対して値を指定するために、他の設定のコンテキストでのみ使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomRequestHandling" : CustomRequestHandling (p. 6549)

YAML
CustomRequestHandling:
CustomRequestHandling (p. 6549)

プロパティ
CustomRequestHandling
ウェブリクエストのカスタム処理を定義します。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS
WAF でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CustomRequestHandling (p. 6549)
Update requires: No interruption

例
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許可アクションを設定する
以下に、許可アクション指定の例を示します。

YAML
Action:
Allow: {}

JSON
"Action":
{"Allow":
{}
}

カスタムリクエスト設定で許可アクションを設定する
以下に、カスタムリクエスト処理を使用した許可アクション指定の例を示します。

YAML
Allow:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: AllowActionHeader1Name
Value: AllowActionHeader1Value
- Name: AllowActionHeader2Name
Value: AllowActionHeader2Value

JSON
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "AllowActionHeader1Name",
"Value": "AllowActionHeader1Value"
},
{
"Name": "AllowActionHeader2Name",
"Value": "AllowActionHeader2Value"
}
]
}
}

AWS::WAFv2::WebACL AndStatement
他のルールステートメントを AND ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメン
ト。 内で複数の ステートメント AndStatement を 1 つ指定します 。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Statements" : [ Statement (p. 6580), ... ]

YAML
Statements:
- Statement (p. 6580)

プロパティ
Statements
AND ロジックと組み合わせるステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できま
す。
必須: はい
タイプ: Statement (p. 6580) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL BlockAction
AWS WAF がリクエストをブロックするように指定します。
これは、たとえば、ウェブ ACL とルールグループ RuleAction およびウェブ ACL DefaultAction に
対して値を指定するために、他の設定のコンテキストでのみ使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomResponse" : CustomResponse (p. 6549)

YAML
CustomResponse:
CustomResponse (p. 6549)

プロパティ
CustomResponse
ウェブリクエストのカスタム応答を定義します。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS
WAF でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: CustomResponse (p. 6549)
Update requires: No interruption

例
ブロックアクションを設定する
以下に、ブロックアクションの仕様例を示します。

YAML
Action:
Block: {}

JSON
"Action":
{"Block":
{}
}

カスタム応答設定でブロックアクションを設定する
以下に、カスタム応答設定を使用したブロックアクション仕様例を示します。

YAML
Block:
CustomResponse:
ResponseCode: 503
CustomResponseBodyKey: CustomResponseBodyKey1
ResponseHeaders:
- Name: BlockActionHeader1Name
Value: BlockActionHeader1Value
- Name: BlockActionHeader2Name
Value: BlockActionHeader2Value

JSON
"Block": {
"CustomResponse": {
"ResponseCode": 503,
"CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
"ResponseHeaders": [
{
"Name": "BlockActionHeader1Name",
"Value": "BlockActionHeader1Value"
},
{
"Name": "BlockActionHeader2Name",
"Value": "BlockActionHeader2Value"
}
]
}
}

API バージョン 2010-05-15
6544

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF V2

AWS::WAFv2::WebACL ByteMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF の文字列一致検索を定義するルールステートメント。バイト一致
ステートメントにより、検索するバイト、AWS WAF で検索するリクエスト内の場所、およびその他の設
定が提供されます。検索するバイトは通常、ASCII 文字に対応する文字列です。AWS WAF コンソールお
よびデベロッパーガイドでは、これを文字列一致ステートメントと呼びます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6554),
"PositionalConstraint" : String,
"SearchString" : String,
"SearchStringBase64" : String,
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6584), ... ]

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6554)
PositionalConstraint: String
SearchString:
String
SearchStringBase64:
String
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6584)

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6554)
Update requires: No interruption
PositionalConstraint
AWS WAF で SearchString を検索するウェブリクエストの部分内の領域。有効な値には次のよう
なものがあります。
CONTAINS
指定したウェブリクエスト部分には SearchString の値が含まれている必要がありますが、場所は
関係ありません。
CONTAINS_WORD
指定したウェブリクエスト部分には SearchString の値が含まれていることと、SearchString
には英数字または下線（A〜Z、a〜z、0〜9、_）のみが含まれていることが必要です。さらに、
[SearchString] は単語であること、つまり、次の両方が当てはまることが必要です。
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• [SearchString] は、指定したウェブリクエスト部分の先頭にあるか、英数字または下線 (_) 以外
の文字が先行する。例としては、ヘッダーと ;BadBot の値があります。
• [SearchString] は、指定したウェブリクエスト部分の末尾にあるか、英数字または下線 (_) 以外
の文字が先行する（例: BadBot;、-BadBot;）。
EXACTLY
指定したウェブリクエスト部分の値は、SearchString の値と正確に一致する必要があります。
STARTS_WITH
SearchString の値は、指定したウェブリクエスト部分の先頭に表示される必要があります。
ENDS_WITH
SearchString の値は、指定したウェブリクエスト部分の最後に表示される必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: CONTAINS | CONTAINS_WORD | ENDS_WITH | EXACTLY | STARTS_WITH
Update requires: No interruption
SearchString
AWS WAF が検索する文字列の値。AWS WAF では、FieldToMatch で検査用に指定したウェブリク
エストの一部だけを検索します。値の最大長は、50 バイトです。英字 A～Z および a～z では、値は
大文字と小文字が区別されます。
この文字列をエンコードしないでください。AWS WAF が検索する値を指定します。AWS
CloudFormation は、値を自動的に base64 エンコードします。
たとえば、Type の値が HEADER で、Data の値が User-Agent だとします。値 BadBot の UserAgent ヘッダーを検索する場合は、SearchString の値で文字列 BadBot を指定します。
ByteMatchStatement で SearchString または SearchStringBase64 を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SearchStringBase64
ウェブ要求コンポーネント内で検索する、base64 でエンコードされた文字列。文字列をエンコードし
ない場合は、代わりに SearchString でエンコードされていない値を指定します。
ByteMatchStatement で SearchString または SearchStringBase64 を指定する必要がありま
す。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
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WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6584) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL CountAction
AWS WAF がリクエストをカウントするように指定します。
これは、たとえば、ウェブ ACL とルールグループ RuleAction およびウェブ ACL DefaultAction に
対して値を指定するために、他の設定のコンテキストでのみ使用されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CustomRequestHandling" : CustomRequestHandling (p. 6549)

YAML
CustomRequestHandling:
CustomRequestHandling (p. 6549)

プロパティ
CustomRequestHandling
ウェブリクエストのカスタム処理を定義します。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS
WAF でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。
必須: いいえ
タイプ: CustomRequestHandling (p. 6549)
Update requires: No interruption

例
カウントアクションを設定する
以下に、カウントアクションの仕様例を示します。

YAML
Action:
Count: {}
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JSON
"Action":
{"Count":
{}
}

AWS::WAFv2::WebACL CustomHTTPHeader
カスタムリクエストおよび応答処理用のカスタムヘッダー。これは、CustomResponse および
CustomRequestHandling で使用されています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String,
"Value" : String

YAML
Name: String
Value: String

プロパティ
Name
カスタムヘッダーの名前。
カスタムリクエストヘッダー挿入の場合、AWS WAF がヘッダーをリクエストに挿入するとき、既に
リクエストに含まれているヘッダーとの混同を避けるために、この名前のプレフィックスとして xamzn-waf- が付けられます。例えば、ヘッダー名 sample の場合、AWS WAF はヘッダー x-amznwaf-sample を挿入します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[a-zA-Z0-9._$-]+$
Update requires: No interruption
Value
カスタムヘッダーの値。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 255
パターン: .*
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL CustomRequestHandling
ウェブリクエストにカスタムヘッダーを挿入するカスタムリクエスト処理動作。ルールのアクションを許
可およびカウントするカスタムリクエスト処理を追加できます。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS WAF
でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InsertHeaders" : [ CustomHTTPHeader (p. 6548), ... ]

YAML
InsertHeaders:
- CustomHTTPHeader (p. 6548)

プロパティ
InsertHeaders
リクエストに挿入する HTTP ヘッダー。重複するヘッダー名は許可されていません。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: はい
タイプ: CustomHTTPHeader (p. 6548) 一覧
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL CustomResponse
クライアントに送信するカスタム応答。BlockAction に設定されるルールアクションおよびデフォルト
のウェブ ACL アクションに対して、カスタム応答を定義できます。
ウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズについては、AWS WAF デベロッパーガイドの AWS WAF
でのウェブリクエストとレスポンスのカスタマイズを参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"CustomResponseBodyKey" : String,
"ResponseCode" : Integer,
"ResponseHeaders" : [ CustomHTTPHeader (p. 6548), ... ]

YAML
CustomResponseBodyKey: String
ResponseCode: Integer
ResponseHeaders:
- CustomHTTPHeader (p. 6548)

プロパティ
CustomResponseBodyKey
AWS WAF がウェブリクエストクライアントに返すレスポンス本文を参照します。ルールアク
ションまたはブロックに設定されたデフォルトのウェブ ACL アクションに対して、カスタム応答
を定義できます。これを行うには、最初に、使用する AWS::WAFv2::WebACL (p. 6533) または
AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490) の CustomResponseBodies 設定で応答本文のキーと値を定義
します。次に、ルールアクションまたはウェブ ACL のデフォルトアクション BlockAction 設定で、
このキーを使用して応答本文を参照します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: No interruption
ResponseCode
クライアントに返す HTTP ステータスコード。
カスタムリクエストで使用できるステータスコードの一覧については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドのカスタム応答でサポートされるステータスコードを参照してください。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 200
最大: 600
Update requires: No interruption
ResponseHeaders
応答で使用する HTTP ヘッダー。重複するヘッダー名は許可されていません。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: いいえ
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タイプ: CustomHTTPHeader (p. 6548) 一覧
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL CustomResponseBody
ウェブリクエストへのカスタムレスポンスで使用するレスポンス本文。これは、CustomResponse
CustomResponseBodyKey からのキーによって参照されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Content" : String,
"ContentType" : String

YAML
Content: String
ContentType: String

プロパティ
Content
カスタムレスポンスのペイロード。
JSON コンテンツで JSON エスケープ文字列を使用できます。これを行うには、ContentType 設定
で JSON コンテンツを指定する必要があります。
カスタムリクエストとレスポンス設定の数とサイズの制限については、AWS WAF デベロッパーガイ
ドの AWS WAF のクォータを参照してください。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 10240
パターン: [\s\S]*
Update requires: No interruption
ContentType
Content 文字列で定義しているペイロードコンテンツのタイプ。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: APPLICATION_JSON | TEXT_HTML | TEXT_PLAIN
Update requires: No interruption
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AWS::WAFv2::WebACL DefaultAction
WebACL では、これは、ウェブリクエストが WebACL のどのルールにも一致しない場合に、AWS WAF が
実行するアクションです。デフォルトのアクションは終了アクションでなければならないため、カウント
は許可されません。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Allow" : AllowAction (p. 6541),
"Block" : BlockAction (p. 6543)

YAML
Allow:
AllowAction (p. 6541)
Block:
BlockAction (p. 6543)

プロパティ
Allow
AWS WAF がデフォルトでリクエストを許可することを指定します。
必須: いいえ
タイプ: AllowAction (p. 6541)
Update requires: No interruption
Block
AWS WAF がデフォルトでリクエストをブロックすることを指定します。
必須: いいえ
タイプ: BlockAction (p. 6543)
Update requires: No interruption

例
ウェブ ACL のデフォルトアクションを設定する
次に、デフォルトアクションを「ブロック」に設定するウェブ ACL のデフォルトアクション仕様の例を示
します。

YAML
DefaultAction:
Block: {}
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JSON
"DefaultAction": {
"Block": {}
}

カスタマイズされたウェブ ACL のデフォルトアクションを設定する
以下に、カスタマイズを使用したウェブ ACL のデフォルトアクションの仕様例を示します。

YAML
DefaultAction:
Allow:
CustomRequestHandling:
InsertHeaders:
- Name: AllowActionHeader1Name
Value: AllowActionHeader1Value
- Name: AllowActionHeader2Name
Value: AllowActionHeader2Value

JSON
"DefaultAction": {
"Allow": {
"CustomRequestHandling": {
"InsertHeaders": [
{
"Name": "AllowActionHeader1Name",
"Value": "AllowActionHeader1Value"
},
{
"Name": "AllowActionHeader2Name",
"Value": "AllowActionHeader2Value"
}
]
}
}
}

AWS::WAFv2::WebACL ExcludedRule
ルールグループから除外する 1 つのルールを指定します。ルールの除外は、ウェブ ACL 内のルールグルー
プに対するそのアクション設定（COUNT に設定）よりも優先されます。これにより、ウェブリクエストの
動作から効果的にルールが除外されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String
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プロパティ
Name
除外するルールの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。検査する単一の FieldToMatch タイプと、必要に応じ
てタイプに応じて追加の仕様を含めます。FieldToMatch のリクエストコンポーネントは、それを必要と
するルールステートメントごとに 1 つずつ指定します。ウェブリクエストの複数のコンポーネントを検査
するには、コンポーネントごとに個別のルールステートメントを作成します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AllQueryArguments" : Json,
"Body" : Json,
"JsonBody" : JsonBody (p. 6562),
"Method" : Json,
"QueryString" : Json,
"SingleHeader" : Json,
"SingleQueryArgument" : Json,
"UriPath" : Json

YAML
AllQueryArguments: Json
Body: Json
JsonBody:
JsonBody (p. 6562)
Method: Json
QueryString: Json
SingleHeader: Json
SingleQueryArgument: Json
UriPath: Json

プロパティ
AllQueryArguments
すべてのクエリ引数を検査します。
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必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
Body
リクエストボディを検査します。これはリクエストヘッダーの直後に続きます。これは、HTTP リク
エストボディとしてウェブサーバーに送信する追加のデータ (フォームからのデータなど) を含むリク
エストの部分です。
基盤となるホストサービスによる検査のために、リクエスト本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) の
みが AWS WAF に転送されます。8 KB を超える検査が不要な場合は、ウェブリクエストの本文
(ByteMatchStatement や RegexPatternSetReferenceStatement など) を検査するステートメ
ントと、リクエストの本文に 8 KB のサイズ制限を適用する SizeConstraintStatement を組み合
わせることで、追加バイトを許可しないことを保証できます。AWS WAF は、本文が 8 KB の制限を
超えるウェブリクエストのコンテンツ全体の検査をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
JsonBody
リクエスト本文を JSON として検査します。リクエストボディがリクエストヘッダーの直後に続きま
す。これは、HTTP リクエストボディとしてウェブサーバーに送信する追加のデータ (フォームからの
データなど) を含むリクエストの部分です。
基盤となるホストサービスによる検査のために、リクエスト本文の最初の 8 KB (8,192 バイト) の
みが AWS WAF に転送されます。8 KB を超える検査が不要な場合は、ウェブリクエストの本文
(ByteMatchStatement や RegexPatternSetReferenceStatement など) を検査するステートメ
ントと、リクエストの本文に 8 KB のサイズ制限を適用する SizeConstraintStatement を組み合
わせることで、追加バイトを許可しないことを保証できます。AWS WAF は、本文が 8 KB の制限を
超えるウェブリクエストのコンテンツ全体の検査をサポートしていません。
必須: いいえ
タイプ: JsonBody (p. 6562)
Update requires: No interruption
Method
HTTP メソッドを検査します。リクエストでオリジンに要求しているオペレーションのタイプを示す
メソッド。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
QueryString
クエリ文字列を検査します。これは、URL 内で ? 文字の後に続く部分です（ある場合）。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
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SingleHeader
単一のヘッダーを検査します。検査するヘッダーの名前（ User-Agent または Referer など）を指
定します。この設定では、大文字と小文字は区別されません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
SingleQueryArgument
単一のクエリ引数を検査します。検査するクエリ引数の名前（UserName や SalesRegionなど）を指
定します。名前は最大 30 文字で、大文字と小文字は区別されません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
UriPath
リクエストの URI パスを検査します。これは、ウェブリクエスト内でリソースを識別する部分です
（/images/daily-ad.jpg など）。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

例
QueryString に一致するフィールドを設定する
追加の設定を必要としない設定の仕様に一致するフィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
QueryString: {}

JSON
"FieldToMatch":
{
"QueryString": {}
}

Method に一致するフィールドを設定する
追加の設定要件がある設定の仕様と一致するフィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
Method:

API バージョン 2010-05-15
6556

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS WAF V2
Name: DELETE

JSON
"FieldToMatch":
{
"Method":
{
"Name": "DELETE"
}
}

AWS::WAFv2::WebACL ForwardedIPConfiguration
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP ヘッ
ダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーですが、任意
のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルールを
一切適用しません。
この設定は、GeoMatchStatement および RateBasedStatement に使用されま
す。IPSetReferenceStatement の場合は、代わりに IPSetForwardedIPConfig を使用します。
AWS WAF は、指定された HTTP ヘッダーで見つかった最初の IP アドレスのみを評価します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FallbackBehavior" : String,
"HeaderName" : String

YAML
FallbackBehavior: String
HeaderName: String

プロパティ
FallbackBehavior
リクエストが指定された位置で有効な IP アドレスを持たない場合に、ウェブリクエストに割り当てる
一致ステータス。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
次のフォールバック動作を指定できます。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
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• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
HeaderName
IP アドレスに使用する HTTP ヘッダーの名前。たとえば、X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーを使用す
るには、これを X-Forwarded-For に設定します。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL GeoMatchStatement
オリジンに基づいてウェブリクエストを識別するために使用されるルールステートメント。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"CountryCodes" : [ String, ... ],
"ForwardedIPConfig" : ForwardedIPConfiguration (p. 6557)

YAML
CountryCodes:
- String
ForwardedIPConfig:
ForwardedIPConfiguration (p. 6557)

プロパティ
CountryCodes
2 文字の国コードの配列（ISO 3166 国際標準の alpha-2 国 ISO コードの [ "US", "CN" ] など）。
必須: いいえ
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タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption
ForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: いいえ
タイプ: ForwardedIPConfiguration (p. 6557)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL IPSetForwardedIPConfiguration
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP ヘッ
ダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーですが、任意
のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルールを
一切適用しません。
この設定は IPSetReferenceStatement にのみ使用されます。GeoMatchStatement および
RateBasedStatement の場合は、代わりに ForwardedIPConfig を使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"FallbackBehavior" : String,
"HeaderName" : String,
"Position" : String

YAML
FallbackBehavior: String
HeaderName: String
Position: String

プロパティ
FallbackBehavior
リクエストが指定された位置で有効な IP アドレスを持たない場合に、ウェブリクエストに割り当てる
一致ステータス。
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Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
次のフォールバック動作を指定できます。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
HeaderName
IP アドレスに使用する HTTP ヘッダーの名前。たとえば、X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーを使用す
るには、これを X-Forwarded-For に設定します。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 255
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
Update requires: No interruption
Position
IP アドレスを検索するヘッダー内の位置。ヘッダーには、元のクライアントの IP アドレスとプロ
キシの IP アドレスを含めることができます。たとえば、ヘッダー値は 10.1.1.1, 127.0.0.0,
10.10.10.10 となります。この場合、最初の IP アドレスが元のクライアントを識別し、それ以外は
リクエストが通過したプロキシを識別します。
この設定のオプションは次のとおりです。
• FIRST - ヘッダー内の IP アドレスのリスト内の最初の IP アドレスを調べます。これは通常、クラ
イアントの元の IP です。
• LAST - ヘッダー内の IP アドレスのリスト内の最後の IP アドレスを調べます。
• ANY - ヘッダー内のすべての IP アドレスが一致していないかどうかを調べます。ヘッダーに 10 個
以上の IP アドレスが含まれている場合、AWS WAF は最後の 10 個を検査します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ANY | FIRST | LAST
Update requires: No interruption
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AWS::WAFv2::WebACL IPSetReferenceStatement
特定の IP アドレスまたはアドレス範囲からのウェブリクエストを検出するために使用されるルールステー
トメント。これを使用するには、検出するアドレスを指定する AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) を作成し、
このステートメントでそのセットの ARN を使用します。
各 IP セットルールステートメントは、IP セットを参照します。ルールに関係なく IP セットを作成して
管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照されたセットを更新する
と、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"IPSetForwardedIPConfig" : IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6559)

YAML
Arn: String
IPSetForwardedIPConfig:
IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6559)

プロパティ
Arn
このステートメントが参照する IP セット の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
IPSetForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
必須: いいえ
タイプ: IPSetForwardedIPConfiguration (p. 6559)
Update requires: No interruption
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AWS::WAFv2::WebACL JsonBody
JSON として検査したウェブリクエストの本文。本文はリクエストヘッダーの直後に続きます。これ
は、FieldToMatch 仕様で使用されます。
このオブジェクトの仕様と、ルールの検査基準を使用して JSON 本体の検査する部分を指定します。AWS
WAF は、指定した一致から生じる JSON の一部のみを検査します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"InvalidFallbackBehavior" : String,
"MatchPattern" : JsonMatchPattern (p. 6563),
"MatchScope" : String

YAML
InvalidFallbackBehavior: String
MatchPattern:
JsonMatchPattern (p. 6563)
MatchScope: String

プロパティ
InvalidFallbackBehavior
AWS WAF が JSON 本文を完全に解析できなかった場合の対処方法を示します。オプションは次のと
おりです。
• EVALUATE_AS_STRING - 本文をプレーンテキストとして検査します。AWS WAF は、JSON 検査
のために定義したテキスト変換および検査基準を本文テキスト文字列に適用します。
• MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントに一致するものとして扱います。AWS WAF
は、ルールアクションをリクエストに適用します。
• NO_MATCH - ウェブリクエストをルールステートメントと一致しないものとして処理します。
AWS WAF は、JSON 検査用に定義したテキスト変換と検査基準を本文テキスト文字列に適用しま
す。
AWS WAF は、JSON 本文全体を解析するために最善を尽くしますが、無効な文字、重複キー、切り
捨て、ルートノードがオブジェクトまたは配列でないコンテンツなどの理由で強制的に停止されるこ
とがあります。
AWS WAF は、次の例の JSON を 2 つの有効なキーと値のペアとして解析します。
• カンマ不足: {"key1":"value1""key2":"value2"}
• コロン不足: {"key1":"value1","key2""value2"}
• 余分なコロン: {"key1"::"value1","key2""value2"}
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: EVALUATE_AS_STRING | MATCH | NO_MATCH
Update requires: No interruption
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MatchPattern
JSON 本文で探すパターン。AWS WAF は、ルールの検査基準に対するこれらのパターン一致の結果
を検査します。
必須: はい
タイプ: JsonMatchPattern (p. 6563)
Update requires: No interruption
MatchScope
MatchPattern の使用と一致する JSON の部分。All を指定すると、AWS WAF はキーおよび値と
照合されます。
有効な値: ALL | KEY | VALUE
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: ALL | KEY | VALUE
Update requires: No interruption

例
JSON 本文の仕様を設定する
仕様に一致する JSON 本文フィールドの例を次に示します。

YAML
FieldToMatch:
JsonBody:
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/dogs/0/name"
- "/cats/0/name"
MatchScope: ALL
InvalidFallbackBehavior: EVALUATE_AS_STRING

JSON
"FieldToMatch": {
"JsonBody": {
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/dogs/0/name",
"/cats/0/name"
]
},
"MatchScope": "ALL",
"InvalidFallbackBehavior": "EVALUATE_AS_STRING"
}

AWS::WAFv2::WebACL JsonMatchPattern
JSON 本文で探すパターン。AWS WAF は、ルールの検査基準に対するこれらのパターン一致の結果を検
査します。これは FieldToMatch オプション JsonBody とともに使用します。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"All" : Json,
"IncludedPaths" : [ String, ... ]

YAML
All: Json
IncludedPaths:
- String

プロパティ
All
すべての要素に一致させます。JsonBody の MatchScope も参照してください。
この設定または IncludedPaths 設定のどちらかかを指定する必要がありますが、両方は設定できま
せん。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
IncludedPaths
指定されたインクルードパスのみに一致します。JsonBody の MatchScope も参照してください。
JSON ポインタ構文を使用して、インクルードパスを指定します。たとえば、"IncludedPaths":
["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"] と指定します。この構文の詳細については、インターネッ
トエンジニアリングタスクフォース (IETF) ドキュメントの JavaScript Object Notation (JSON) Pointer
を参照してください。
この設定または All 設定のどちらかかを指定する必要がありますが、両方は設定できません。

Note
すべてのパスを含める場合は、このオプションを使用しないでください。代わりに、All 設
定を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のリスト
Update requires: No interruption

例
すべてのパス用に JSON 一致パターンを設定する
すべてのパス用に JSON 一致パターンの仕様の例を次に示します。
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YAML
MatchPattern:
All: {}

JSON
"MatchPattern": {
"All": {}
}

含まれているパスを持つ JSON 一致パターンを設定する
含まれているパスを持つ JSON 一致パターンの仕様の例を次に示します。

YAML
MatchPattern:
IncludedPaths:
- "/dogs/0/name"
- "/cats/0/name"

JSON
"MatchPattern": {
"IncludedPaths": [
"/dogs/0/name",
"/cats/0/name"
]
}

AWS::WAFv2::WebACL Label
単一のラベルコンテナ。これは、Rule 内の RuleLabels のラベル配列の要素として使用します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Name" : String

YAML
Name: String

プロパティ
Name
ラベル文字列。
必須: はい
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タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 1024
パターン: ^[0-9A-Za-z_\-:]+$
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL LabelMatchStatement
ウェブ ACL ですでに実行されているルールによって、ウェブリクエストに追加されたラベルに対する文字
列一致検索を定義するルールステートメント。
ラベル一致ステートメントは、検索するラベルまたは名前空間の文字列を提供します。ラベル文字列は、
ウェブリクエストに追加された完全修飾ラベル名の一部またはすべてを表すことができます。完全修飾ラ
ベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名があります。プレフィクスは、ラベ
ルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキストを識別します。ラベル一致文字列に
完全修飾名を指定しない場合、AWS WAF はラベル一致ステートメントと同じコンテキストで追加された
ラベルの検索を実行します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Key" : String,
"Scope" : String

YAML
Key: String
Scope: String

プロパティ
Key
一致する文字列。これに提供する設定は、一致ステートメントの Scope 設定によって異なります。
• Scope が LABEL を示す場合、この仕様には名前を含める必要があります。完全修飾ラベル名を提
供するまで、先行する名前空間の仕様とプレフィックスをいくつでも含めることができます。
• Scope が NAMESPACE を示す場合、この仕様には、連続する名前空間の文字列を任意の数だけ含め
ることができ、ラベルの発信元であるルールグループまたはウェブ ACL からのラベル名前空間プレ
フィックス全体を含めることができます。
ラベルでは大文字と小文字が区別され、ラベルのコンポーネントはコロンで区切る必要があります
(例: NS1:NS2:name)。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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Scope
ラベル名を使用して一致させるか、名前空間のみを使用して一致させるかを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL ManagedRuleGroupStatement
マネージドルールグループで定義されているルールの実行に使用されるルールステートメント。これを使
用するには、このステートメントでベンダー名とルールグループの名前を指定します。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、ManagedRuleGroupStatement を
ネストすることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ExcludedRules" : [ ExcludedRule (p. 6553), ... ],
"Name" : String,
"ScopeDownStatement" : Statement (p. 6580),
"VendorName" : String,
"Version" : String

YAML
ExcludedRules:
- ExcludedRule (p. 6553)
Name: String
ScopeDownStatement:
Statement (p. 6580)
VendorName: String
Version: String

プロパティ
ExcludedRules
ルールで設定されているアクションに関係なく、ウェブ ACL によってアクションが COUNT に構成さ
れているルール。これにより、ウェブリクエストの動作から効果的にルールが除外されます。
必須: いいえ
タイプ: ExcludedRule (p. 6553) のリスト
Update requires: No interruption
Name
マネージドルールグループの名前。これをベンダー名とともに使用して、ルールグループを識別しま
す。
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必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: No interruption
ScopeDownStatement
AWS WAF がルールグループを使用して評価するリクエストの範囲を狭めるために、マネージドルー
ルグループステートメント内にネストされたステートメント。スコープダウンステートメントに一致
するリクエストは、ルールグループを使用して評価されます。スコープダウンステートメントと一致
しないリクエストは、管理ルールグループのステートメントと一致せず、それ以上の評価は行われま
せん。
必須: いいえ
タイプ: ステートメント (p. 6580)
Update requires: No interruption
VendorName
マネージドルールグループのベンダーの名前。これをルールグループ名とともに使用して、ルールグ
ループを識別します。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
Version
使用するマネージドルールグループのバージョン。ベンダーの推奨バージョンを使用するには、これ
を空のままにします。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 64
パターン: ^[\w#:\.\-/]+$
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL NotStatement
別のルールステートメントの結果を無効にするために使用する論理ルールステートメント。内でステート
メントNotStatementを 1 つ指定してください 。
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構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statement" : Statement (p. 6580)

YAML
Statement:
Statement (p. 6580)

プロパティ
Statement
無効にするステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できます。
必須: はい
タイプ: ステートメント (p. 6580)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL OrStatement
他のルールステートメントを OR ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメント。
内で複数の ステートメント OrStatement を 1 つ指定します 。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Statements" : [ Statement (p. 6580), ... ]

YAML
Statements:
- Statement (p. 6580)

プロパティ
Statements
OR ロジックと組み合わせるステートメント。ネストできるステートメントはどれでも使用できま
す。
必須: はい
タイプ: Statement (p. 6580) のリスト
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Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL OverrideAction
ウェブ ACL 内のルールの Action 設定を上書きするために使用するアクション。なし (これを使用する場
合、ルールアクションが有効です)、またはカウント (これを使用する場合、ルールが Web リクエストに一
致すると、一致のみをカウントします) を使用できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Count" : Json,
"None" : Json

YAML
Count: Json
None: Json

プロパティ
Count
ルールアクション設定を上書きしてカウントします。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption
None
ルールアクション設定を上書きしません。
必須: いいえ
タイプ: Json
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL RateBasedStatement
レートベースのルールは、送信元の各 IP アドレスのリクエストのレートを追跡し、指定された 5 分間のリ
クエスト数の上限をレートが超えるとルールアクションをトリガーします。これを使用すると、過剰なリ
クエストを送信している IP アドレスからのリクエストを一時的にブロックできます。
ルールアクションがトリガーされると、AWS WAF は、リクエストレートが上限を下回るまで、IP アドレ
スから送信される追加のリクエストをブロックします。
必要に応じて、レートベースのステートメント内に別のステートメントをネストして、ネストされたス
テートメントと一致するリクエストのみをカウントするようにルールのスコープを狭めることができま
す。たとえば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、以下のネストされたステートメントを含むネ
ストされた AND ルールステートメントを使用してレートベースのルールを作成できます。
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• アドレス 192.0.2.44 を指定する IP セットを含む IP 一致ステートメント。
• ユーザーエージェントヘッダーで文字列 BadBot を検索する文字列 match ステートメント。
このレートベースのルールでは、レート制限を定義することもできます。この例では、レート制限は
1,000 です。カウントされるのは、ステートメントの両方の条件を満たすリクエストです。5 分間のリク
エストカウントが 1,000 を超えると、ルールアクションがトリガーされます。両方の条件を満たさないリ
クエストは、レート制限に対してカウントされないため、このルールの影響を受けません。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、RateBasedStatement をネストす
ることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AggregateKeyType" : String,
"ForwardedIPConfig" : ForwardedIPConfiguration (p. 6557),
"Limit" : Integer,
"ScopeDownStatement" : Statement (p. 6580)

YAML
AggregateKeyType: String
ForwardedIPConfig:
ForwardedIPConfiguration (p. 6557)
Limit: Integer
ScopeDownStatement:
Statement (p. 6580)

プロパティ
AggregateKeyType
リクエストカウントの集計方法を示す設定。オプションは次のとおりです。
• IP - ウェブリクエストオリジンからの IP アドレスのリクエスト数を集計します。
• FORWARDED_IP - HTTP ヘッダーの最初の IP アドレスのリクエスト数を集計します。これを使用
する場合は、ForwardedIPConfig を設定して、使用するヘッダーを指定します。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: FORWARDED_IP | IP
Update requires: No interruption
ForwardedIPConfig
ウェブリクエストオリジンによって報告される IP アドレスを使用する代わりに、指定した HTTP
ヘッダー内の IP アドレスを検査するための設定。通常、これは X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーです
が、任意のヘッダー名を指定できます。

Note
指定されたヘッダーがリクエストに存在しない場合、AWS WAF はウェブリクエストにルー
ルを一切適用しません。
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これは、AggregateKeyType が FORWARDED_IPに設定されている場合に必要です。
必須: いいえ
タイプ: ForwardedIPConfiguration (p. 6557)
Update requires: No interruption
Limit
1 つの発信元 IP アドレスの 5 分あたりのリクエストの制限です。ステートメントに
ScopeDownStatement が含まれている場合 、この制限はステートメントに一致する要求にのみ適用
されます。
必須: はい
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ScopeDownStatement
レートベースのステートメントの範囲を一致する Web 要求に絞り込むオプションのネストされたス
テートメント。これは任意のネスト可能なステートメントであり、このスコープダウンステートメン
トの下の任意のレベルでステートメントをネストできます。
必須: いいえ
タイプ: ステートメント (p. 6580)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL RegexPatternSetReferenceStatement
正規表現と一致するウェブリクエストコンポーネントを検索するために使用されるルールステートメン
ト。これを使用するには、検出する式を指定する AWS::WAFv2::RegexPatternSet (p. 6487) を作成し、こ
のステートメントでそのセットの ARN を使用します。リクエストコンポーネントがセット内のいずれか
のパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと一致します。
各正規表現パターンセットルールステートメントは、正規表現パターンセットを参照します。ルールに関
係なく IP セットを作成して管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照
されたセットを更新すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Arn" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6554),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6584), ... ]

YAML
Arn: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6554)
TextTransformations:
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- TextTransformation (p. 6584)

プロパティ
Arn
このステートメントが参照する正規表現パターンセットの Amazon リソースネーム（ARN）。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: No interruption
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6554)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6584) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL Rule
単一のルール。これを使用して、許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエストを識別できま
す。各ルールには、AWS WAF が一致するウェブリクエストを識別するために使用する 1 つの最上位ス
テートメントと、AWS WAF によるリクエストの処理方法を規定するパラメータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

"Action" : RuleAction (p. 6576),
"Name" : String,
"OverrideAction" : OverrideAction (p. 6570),
"Priority" : Integer,
"RuleLabels" : [ Label (p. 6565), ... ],
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}

"Statement" : Statement (p. 6580),
"VisibilityConfig" : VisibilityConfig (p. 6587)

YAML
Action:
RuleAction (p. 6576)
Name: String
OverrideAction:
OverrideAction (p. 6570)
Priority: Integer
RuleLabels:
- Label (p. 6565)
Statement:
Statement (p. 6580)
VisibilityConfig:
VisibilityConfig (p. 6587)

プロパティ
Action
ウェブリクエストがルールのステートメントと一致したときに、AWS WAF がウェブリクエストに対
して実行するアクション。ウェブ ACL レベルの設定は、ルールのアクション設定をオーバーライドで
きます。
これは、ステートメントがルールグループを参照しないルールに対してのみ使用されます。
ルールグループを参照するルールステートメントは RuleGroupReferenceStatement および
ManagedRuleGroupStatement です。
この Action 設定またはルールの OverrideAction のどちらかを設定する必要がありますが 、両方
は設定できません。
• ルールステートメントがルールグループを参照しない場合は、このルールアクション設定を設定
し、ルールの上書きアクション設定は設定しないでください。
• ルールステートメントがルールグループを参照する場合、アクションはルールグループ内のルール
に既に設定されているため、このアクション設定は行わないでください。ルールグループのルール
に設定されているアクションを上書きするかどうかを明示的に示すには、ルールの上書きアクショ
ン設定を設定する必要があります。
必須: 条件付き
タイプ: RuleAction (p. 6576)
Update requires: No interruption
Name
ルールグループのわかりやすい名前。作成後に Rule の名前は変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 128
パターン: ^[\w\-]+$
Update requires: No interruption
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OverrideAction
個々のルールアクション設定ではなく、ルールグループ内のルールに適用する上書きアクショ
ン。これは、ステートメントがルールグループを参照しているルールに対してのみ使用されます。
ルールグループを参照するルールステートメントは RuleGroupReferenceStatement および
ManagedRuleGroupStatement です。
ルールグループのルールアクションを有効なままにするには、上書きアクションを「none」に設定し
ます。ルールアクション設定に関係なく、一致のみをカウントするように設定します。
この OverrideAction 設定または Action 設定のどちらかかを設定する必要がありますが、両方は
設定できません。
• ルールステートメントがルールグループを参照する場合は、この上書きアクション設定を設定する
必要があります。ルールのアクション設定は設定しないでください。
• ルールステートメントがルールグループを参照しない場合は、ルールアクション設定を設定し、
ルールの上書きアクション設定は行わないでください。
必須: 条件付き
タイプ: OverrideAction (p. 6570)
Update requires: No interruption
Priority
WebACL で複数の Rule を定義した場合、AWS WAF は Priority の値に基づいて、Rules に対して
各リクエストを順に評価します。AWS WAF は、優先度の低いルールから処理します。優先順位は連
続している必要はありませんが、すべて異なる必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
RuleLabels
ルール一致ステートメントに一致するウェブリクエストに適用するラベル。AWS WAF は、一致する
ウェブリクエストに完全修飾ラベルを適用します。完全修飾ラベルは、ラベル名前空間とルールラベ
ルを連結したものです。ルールのルールグループまたはウェブ ACL は、ラベル名前空間を定義しま
す。
ウェブ ACL でこのルールの後に実行されるルールは、LabelMatchStatement を使用してこれらの
ラベルと照合できます。
次のガイドラインに従って、ラベルごとに、オプションの名前空間とラベル名を含む大文字と小文字
を区別する文字列を指定します。
• ラベルの各コンポーネントはコロンで区切ります。
• 各名前空間または名前には、最大 128 文字を使用できます。
• ラベルには、最大 5 つの名前空間を指定できます。
• ラベル仕様で、aws、waf、managed、rulegroup、webacl、regexpatternset、または
ipset の予約語を使用しないでください。
例えば、myLabelName、nameSpace1:nameSpace2:myLabelName などです。
必須: いいえ
タイプ: Label (p. 6565) 一覧
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Update requires: No interruption
Statement
ルールの AWS WAF 処理ステートメント (ByteMatchStatement や SizeConstraintStatement など)。
必須: はい
タイプ: ステートメント (p. 6580)
Update requires: No interruption
VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にしま
す。
必須: はい
タイプ: VisibilityConfig (p. 6587)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL RuleAction
ウェブリクエストがルールのステートメントと一致したときに、AWS WAF がウェブリクエストに対して
実行するアクション。ウェブ ACL レベルの設定は、ルールのアクション設定をオーバーライドできます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Allow" : AllowAction (p. 6541),
"Block" : BlockAction (p. 6543),
"Count" : CountAction (p. 6547)

YAML
Allow:
AllowAction (p. 6541)
Block:
BlockAction (p. 6543)
Count:
CountAction (p. 6547)

プロパティ
Allow
AWS WAF がウェブリクエストを許可するように指示します。
必須: いいえ
タイプ: AllowAction (p. 6541)
Update requires: No interruption
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Block
AWS WAF がウェブリクエストをブロックするように指示します。
必須: いいえ
タイプ: BlockAction (p. 6543)
Update requires: No interruption
Count
ウェブリクエストをカウントして許可するように AWS WAF に指示します。
必須: いいえ
タイプ: CountAction (p. 6547)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL RuleGroupReferenceStatement
AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490) で定義されているルールの実行に使用されるルールステートメント。
これを使用するには、ルールでルールグループを作成し、このステートメントでルールグループの ARN
を指定します。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、RuleGroupReferenceStatement
をネストすることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"Arn" : String,
"ExcludedRules" : [ ExcludedRule (p. 6553), ... ]

YAML
Arn: String
ExcludedRules:
- ExcludedRule (p. 6553)

プロパティ
Arn
エンティティの Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
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Update requires: No interruption
ExcludedRules
参照されるルールグループにあるが、AWS WAF でこのルールステートメントの処理から除外する
ルールの名前。
必須: いいえ
タイプ: ExcludedRule (p. 6553) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL SizeConstraintStatement
大なり（>）や小なり（<）などの比較演算子を使用して、バイト数をリクエストコンポーネントのサイズ
と比較するルールステートメント。たとえば、サイズ制約ステートメントを使用して 100 バイトよりも長
いクエリ文字列を探すことができます。
リクエストボディを検査するように AWS WAF を設定した場合、AWS WAF は最初の 8,192 バイト (8 KB)
のみを検査します。ウェブリクエストのリクエストボディが 8,192 バイトを超えない場合は、サイズ制約
条件を作成して、リクエストボディが 8,192 バイトを超えるリクエストをブロックできます。
[Part of the request to filter on] の値に [URI] を選択した場合、URI のスラッシュ (/) は 1 文字としてカウン
トされます。たとえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComparisonOperator" : String,
"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6554),
"Size" : Double,
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6584), ... ]

YAML
ComparisonOperator: String
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6554)
Size: Double
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6584)

プロパティ
ComparisonOperator
リクエスト部分とサイズの設定を比較するために使用する演算子。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: EQ | GE | GT | LE | LT | NE
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Update requires: No interruption
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6554)
Update requires: No interruption
Size
変換後にリクエスト部分と比較するサイズ（バイト単位）。
必須: はい
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6584) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL SqliMatchStatement
攻撃者は、データベースからデータを取り出そうとしてウェブリクエスト内に悪意のある SQL コードを
挿入する場合があります。悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるウェブリクエストを許
可または拒否するには、SQL インジェクション一致条件を作成します。SQL インジェクション一致条件
は、AWS WAF で検査するウェブリクエスト内の部分 (URI やクエリ文字列など) を識別します。後でウェ
ブ ACL を作成するときに、悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエストを許可するか
拒否するかを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6554),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6584), ... ]

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6554)
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6584)
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プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6554)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6584) のリスト
Update requires: No interruption

AWS# WafV2# WebACL Statement
AWS WAF によって使用される Rule の処理ガイダンス。ウェブリクエストがルールに一致しているかど
うかを判断します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"AndStatement" : AndStatement (p. 6542),
"ByteMatchStatement" : ByteMatchStatement (p. 6545),
"GeoMatchStatement" : GeoMatchStatement (p. 6558),
"IPSetReferenceStatement" : IPSetReferenceStatement (p. 6561),
"LabelMatchStatement" : LabelMatchStatement (p. 6566),
"ManagedRuleGroupStatement" : ManagedRuleGroupStatement (p. 6567),
"NotStatement" : NotStatement (p. 6568),
"OrStatement" : OrStatement (p. 6569),
"RateBasedStatement" : RateBasedStatement (p. 6570),
"RegexPatternSetReferenceStatement" : RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6572),
"RuleGroupReferenceStatement" : RuleGroupReferenceStatement (p. 6577),
"SizeConstraintStatement" : SizeConstraintStatement (p. 6578),
"SqliMatchStatement" : SqliMatchStatement (p. 6579),
"XssMatchStatement" : XssMatchStatement (p. 6588)

YAML
AndStatement:
AndStatement (p. 6542)
ByteMatchStatement:
ByteMatchStatement (p. 6545)
GeoMatchStatement:
GeoMatchStatement (p. 6558)
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IPSetReferenceStatement:
IPSetReferenceStatement (p. 6561)
LabelMatchStatement:
LabelMatchStatement (p. 6566)
ManagedRuleGroupStatement:
ManagedRuleGroupStatement (p. 6567)
NotStatement:
NotStatement (p. 6568)
OrStatement:
OrStatement (p. 6569)
RateBasedStatement:
RateBasedStatement (p. 6570)
RegexPatternSetReferenceStatement:
RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6572)
RuleGroupReferenceStatement:
RuleGroupReferenceStatement (p. 6577)
SizeConstraintStatement:
SizeConstraintStatement (p. 6578)
SqliMatchStatement:
SqliMatchStatement (p. 6579)
XssMatchStatement:
XssMatchStatement (p. 6588)

プロパティ
AndStatement
他のルールステートメントを AND ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメ
ント。AndStatement 内で複数の ステートメント を指定します 。
必須: いいえ
タイプ: AndStatement (p. 6542)
Update requires: No interruption
ByteMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF の文字列一致検索を定義するルールステートメント。バイト
一致ステートメントにより、検索するバイト、AWS WAF で検索するリクエスト内の場所、およびそ
の他の設定が提供されます。検索するバイトは通常、ASCII 文字に対応する文字列です。AWS WAF
コンソールおよびデベロッパーガイドでは、これを文字列一致ステートメントと呼びます。
必須: いいえ
タイプ: ByteMatchStatement (p. 6545)
Update requires: No interruption
GeoMatchStatement
オリジンに基づいてウェブリクエストを識別するために使用されるルールステートメント。
必須: いいえ
タイプ: GeoMatchStatement (p. 6558)
Update requires: No interruption
IPSetReferenceStatement
特定の IP アドレスまたはアドレス範囲からのウェブリクエストを検出するために使用されるルールス
テートメント。これを使用するには、検出するアドレスを指定する AWS::WAFv2::IPSet (p. 6477) を
作成し、このステートメントでそのセットの ARN を使用します。
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各 IP セットルールステートメントは、IP セットを参照します。ルールに関係なく IP セットを作成し
て管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できます。参照されたセットを更新
すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新します。
必須: いいえ
タイプ: IPSetReferenceStatement (p. 6561)
Update requires: No interruption
LabelMatchStatement
ウェブ ACL ですでに実行されているルールによって、ウェブリクエストに追加されたラベルに対する
文字列一致検索を定義するルールステートメント。
ラベル一致ステートメントは、検索するラベルまたは名前空間の文字列を提供します。ラベル文字列
は、ウェブリクエストに追加された完全修飾ラベル名の一部またはすべてを表すことができます。完
全修飾ラベルには、プレフィックス、オプションの名前空間、およびラベル名があります。プレフィ
クスは、ラベルを追加したルールのルールグループまたはウェブ ACL コンテキストを識別します。ラ
ベル一致文字列に完全修飾名を指定しない場合、AWS WAF はラベル一致ステートメントと同じコン
テキストで追加されたラベルの検索を実行します。
必須: いいえ
タイプ: LabelMatchStatement (p. 6566)
Update requires: No interruption
ManagedRuleGroupStatement
マネージドルールグループで定義されているルールの実行に使用されるルールステートメント。これ
を使用するには、このステートメントでベンダー名とルールグループの名前を指定します。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、ManagedRuleGroupStatement
をネストすることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できま
す。
必須: いいえ
タイプ: ManagedRuleGroupStatement (p. 6567)
Update requires: No interruption
NotStatement
別のルールステートメントの結果を無効にする論理ルールステートメント。NotStatement 内で ス
テートメント を1 つ指定してください 。
必須: いいえ
タイプ: NotStatement (p. 6568)
Update requires: No interruption
OrStatement
他のルールステートメントを OR ロジックと組み合わせるために使用される論理ルールステートメン
ト。OrStatement 内で複数の ステートメント を指定します 。
必須: いいえ
タイプ:OrStatement (p. 6569)
Update requires: No interruption
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RateBasedStatement
レートベースのルールは、送信元の各 IP アドレスのリクエストのレートを追跡し、指定された 5 分間
のリクエスト数の上限をレートが超えるとルールアクションをトリガーします。これを使用すると、
過剰なリクエストを送信している IP アドレスからのリクエストを一時的にブロックできます。
ルールアクションがトリガーされると、AWS WAF は、リクエストレートが上限を下回るまで、IP ア
ドレスから送信される追加のリクエストをブロックします。
必要に応じて、レートベースのステートメント内に別のステートメントをネストして、ネストされた
ステートメントと一致するリクエストのみをカウントするようにルールのスコープを狭めることがで
きます。たとえば、攻撃者からの最近のリクエストに基づいて、以下のネストされたステートメント
を含むネストされた AND ルールステートメントを使用してレートベースのルールを作成できます。
• アドレス 192.0.2.44 を指定する IP セットを含む IP 一致ステートメント。
• ユーザーエージェントヘッダーで文字列 BadBot を検索する文字列 match ステートメント。
このレートベースのルールでは、レート制限を定義することもできます。この例では、レート制限は
1,000 です。カウントされるのは、ステートメントの両方の条件を満たすリクエストです。5 分間のリ
クエストカウントが 1,000 を超えると、ルールアクションがトリガーされます。両方の条件を満たさ
ないリクエストは、レート制限に対してカウントされないため、このルールの影響を受けません。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合は、RateBasedStatement をネス
トすることはできません 。これは、ルール内の最上位のステートメントとしてのみ参照できます。
必須: いいえ
タイプ: RateBasedStatement (p. 6570)
Update requires: No interruption
RegexPatternSetReferenceStatement
正規表現と一致するウェブリクエストコンポーネントを検索するために使用されるルールステートメ
ント。これを使用するには、検出する式を指定する AWS::WAFv2::RegexPatternSet (p. 6487) を作成
し、このステートメントでそのセットの ARN を使用します。リクエストコンポーネントがセット内
のいずれかのパターンに一致する場合、ウェブリクエストはパターンセットルールステートメントと
一致します。
各正規表現パターンセットルールステートメントは、正規表現パターンセットを参照します。ルール
に関係なく IP セットを作成して管理します。これにより、1 つのセットを複数のルールで使用できま
す。参照されたセットを更新すると、AWS WAF はそれを参照するすべてのルールを自動的に更新し
ます。
必須: いいえ
タイプ: RegexPatternSetReferenceStatement (p. 6572)
Update requires: No interruption
RuleGroupReferenceStatement
AWS::WAFv2::RuleGroup (p. 6490) で定義されているルールの実行に使用されるルールステートメン
ト。これを使用するには、ルールでルールグループを作成し、このステートメントでルールグループ
の ARN を指定します。
NotStatement または OrStatement 内で使用するなどの場合
は、RuleGroupReferenceStatement をネストすることはできません 。これは、ルール内の最上
位のステートメントとしてのみ参照できます。
必須: いいえ
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タイプ: RuleGroupReferenceStatement (p. 6577)
Update requires: No interruption
SizeConstraintStatement
大なり（>）や小なり（<）などの比較演算子を使用して、バイト数をリクエストコンポーネントのサ
イズと比較するルールステートメント。たとえば、サイズ制約ステートメントを使用して 100 バイト
よりも長いクエリ文字列を探すことができます。
リクエストボディを検査するように AWS WAF を設定した場合、AWS WAF は最初の 8,192 バイト
(8 KB) のみを検査します。ウェブリクエストのリクエストボディが 8,192 バイトを超えない場合は、
サイズ制約条件を作成して、リクエストボディが 8,192 バイトを超えるリクエストをブロックできま
す。
[Part of the request to filter on] の値に [URI] を選択した場合、URI のスラッシュ (/) は 1 文字としてカ
ウントされます。たとえば、URI の /logo.jpg は 9 文字の長さになります。
必須: いいえ
タイプ: SizeConstraintStatement (p. 6578)
Update requires: No interruption
SqliMatchStatement
攻撃者は、データベースからデータを取り出そうとしてウェブリクエスト内に悪意のある SQL コード
を挿入する場合があります。悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるウェブリクエストを
許可または拒否するには、SQL インジェクション一致条件を作成します。SQL インジェクション一致
条件は、AWS WAF で検査するウェブリクエスト内の部分 (URI やクエリ文字列など) を識別します。
後でウェブ ACL を作成するときに、悪意のある SQL コードが含まれている可能性があるリクエスト
を許可するか拒否するかを指定します。
必須: いいえ
タイプ: SqliMatchStatement (p. 6579)
Update requires: No interruption
XssMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF のクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致検索を定義す
るルールステートメント。XSS 攻撃は、攻撃者が悪意のあるクライアントサイトスクリプトを他の
正当なウェブブラウザに挿入するための手段として良性のウェブサイトの脆弱性を利用する攻撃で
す。XSS 一致ステートメントにより、AWS WAF が悪意のある文字列である可能性が高い文字シーケ
ンスを検索する前に、AWS WAF が検索するリクエスト内の場所と検索領域で使用するテキスト変換
が提供されます。
必須: いいえ
タイプ: XssMatchStatement (p. 6588)
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL TextTransformation
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常なフォー
マットの一部が削除されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{
}

"Priority" : Integer,
"Type" : String

YAML
Priority: Integer
Type: String

プロパティ
Priority
ルールステートメントに定義されている複数の変換の相対的な処理順序を設定します。AWS WAF
は、変換されたコンテンツを検査する前に、優先度が最も低いものから最も高いものまで、すべての
変換を処理します。優先順位は連続している必要はありませんが、すべて異なる必要があります。
必須: はい
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
Type
次の変換タイプを指定できます。
BASE64_DECODE - Base64 エンコードされた文字列をデコードします。
BASE64_DECODE_EXT - Base64 エンコードされた文字列をデコードしますが、有効でない文字を
無視する寛容な実装を使用します。
CMD_LINE - コマンドライン変換。これらは、オペレーティングシステムのコマンドラインのコマン
ドを挿入し、コマンドの一部またはすべてを偽装するために異常なフォーマットを使用する攻撃者の
有効性を低下させるのに役立ちます。
• 以下の文字を削除します: \ " ' ^
• 以下の文字の前にあるスペースを削除します: / (
• 以下の文字をスペースに置き換えます: , ;
• 複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えます。
• 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
COMPRESS_WHITE_SPACE - これらの文字をスペース文字 (10 進数 32) に置き換えます。
• \f、フォームフィード、10 進数の 12
• \t、タブ、10 進数の 9
• \n、改行、10 進数の 10
• \r、キャリッジリターン、10 進数の 13
• \v、垂直タブ、10 進数の 11
• 改行なしスペース、10 進数 160
COMPRESS_WHITE_SPACE を使用しても、複数のスペースを 1 つのスペースに置き換えることができ
ます。
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CSS_DECODE - CSS 2.x エスケープルール syndata.html#characters を使用してエンコードさ
れた文字をデコードします。この関数は、デコード処理で最大 2 バイトを使用するため、通常はエ
ンコードされない CSS エンコーディングを使用してエンコードされた ASCII 文字を発見するのに役
立ちます。また、バックスラッシュと 16 進以外の文字の組み合わせである回避の対策にも役立ちま
す。例えば、JavaScript の場合は ja\vascript です。
ESCAPE_SEQ_DECODE - \a、\b、\f、\n、\r、\t、\v、\\、\?、\'、\"、\xHH (16 進
数)、\0OOO (8 進数) といった ANSI Cエスケープシーケンスをデコードします。有効でないエンコー
ディングは出力に残ります。
HEX_DECODE - 16 進数の文字列をバイナリにデコードします。
HTML_ENTITY_DECODE - HTML エンコードされた文字をエンコードされていない文字に置き換えま
す。HTML_ENTITY_DECODE は、次のオペレーションを実行します。
• (ampersand)quot; を " に置き換えます。
• (ampersand)nbsp; を改行なしスペース、10 進数 160 に置き換えます
• (ampersand)lt; を小なり記号 ("<") に置き換えます
• (ampersand)gt; を > に置き換えます。
• 16 進数形式の文字 ((ampersand)#xhhhh;) を対応する文字に置き換えます。
• 10 進数形式の文字 ((ampersand)#nnnn;) を対応する文字に置き換えます。
JS_DECODE - JavaScript のエスケープシーケンスをデコードします。\ u HHHH コードが FF01FF5E の全角の ASCII コード範囲内にある場合、上位バイトは下位バイトを検出して調整するために
使用されます。そうでない場合は、下位バイトのみが使用され、上位バイトがゼロになり、情報が失
われる可能性があります。
小文字 - 大文字 (A〜Z) を小文字 (a〜z) に変換します。
MD5 - 入力のデータから MD5 ハッシュを計算します。計算されたハッシュは生のバイナリ形式で
す。
注 - テキスト変換を実行しない場合は、NONE を指定します。
NORMALIZE_PATH - 入力文字列から入力の先頭にない複数のスラッシュ、ディレクトリのセルフリ
ファレンス、およびディレクトリバックリファレンスを削除します。
NORMALIZE_PATH_WIN - これは NORMALIZE_PATH と同じですが、最初にバックスラッシュ文字を
スラッシュに変換します。
REMOVE_NULLS - 入力からすべての NULL バイトを削除します。
REPLACE_COMMENTS - C スタイルのコメント (/* ... */) の各発生を 1 つのスペースに置き換え
ます。複数の連続した発生は圧縮されません。終了していないコメントもスペース (ASCII 0x20) に置
き換えられます。ただし、コメント (*/) のスタンドアロンの終了に対するアクションは実行されませ
ん。
REPLACE_NULLS - 入力の NULL バイトをスペース文字 (ASCII 0x20) に置き換えます。
SQL_HEX_DECODE - SQL 16 進数のデータをデコードします。Example (0x414243) は (ABC) にデ
コードされます。
URL_DECODE - URL エンコードされた値をデコードします。
URL_DECODE_UNI - URL_DECODE に似ていますが、Microsoft 固有の %u エンコーディングのサポー
トを備えています。コードが FF01-FF5E の全角の ASCII コード範囲内にある場合、上位バイトは下
位バイトを検出して調整するために使用されます。それ以外の場合は、下位バイトのみが使用され、
上位バイトがゼロになります。
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UTF8_TO_UNICODE - すべての UTF-8 文字シーケンスをユニコードに変換します。これにより、入
力正規化や、英語以外の言語の false-positive および false-negative の最小化に役立ちます。
必須: はい
タイプ: 文字列
許可された値: BASE64_DECODE | BASE64_DECODE_EXT | CMD_LINE |
COMPRESS_WHITE_SPACE | CSS_DECODE | ESCAPE_SEQ_DECODE | HEX_DECODE |
HTML_ENTITY_DECODE | JS_DECODE | LOWERCASE | MD5 | NONE | NORMALIZE_PATH
| NORMALIZE_PATH_WIN | REMOVE_NULLS | REPLACE_COMMENTS | REPLACE_NULLS |
SQL_HEX_DECODE | URL_DECODE | URL_DECODE_UNI | UTF8_TO_UNICODE
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL VisibilityConfig
Amazon CloudWatch メトリクスとウェブリクエストのサンプルコレクションを定義し、有効にします。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CloudWatchMetricsEnabled" : Boolean,
"MetricName" : String,
"SampledRequestsEnabled" : Boolean

YAML
CloudWatchMetricsEnabled: Boolean
MetricName: String
SampledRequestsEnabled: Boolean

プロパティ
CloudWatchMetricsEnabled
関連付けられたリソースがメトリクスを Amazon CloudWatch に送信するかどうかを示すブール値。
利用可能なメトリクスのリストについては、AWS WAF のメトリクスを参照してください。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
MetricName
Amazon CloudWatch メトリクスのわかりやすい名前。名前には、英数字（A～Z、a～z、0～9）の
みを使用することができ、長さは 1～128 文字です。空白や、「All」および「Default_Action」など
AWS WAF 用に予約されたメトリクス名は使用できません。 VisibilityConfig を作成した後は
MetricName を変更できません。
必須: はい
タイプ: 文字列
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最小: 1
最大: 255
パターン: ^[\w#:\.\-/]+$
Update requires: No interruption
SampledRequestsEnabled
AWS WAF がルールに一致するウェブリクエストのサンプリングを保存するかどうかを示すブール
値。サンプリングされたリクエストは、AWS WAF コンソールを使用して表示できます。
必須: はい
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACL XssMatchStatement
ウェブリクエストに適用する AWS WAF のクロスサイトスクリプティング (XSS) 一致検索を定義するルー
ルステートメント。XSS 攻撃は、攻撃者が悪意のあるクライアントサイトスクリプトを他の正当なウェ
ブブラウザに挿入するための手段として良性のウェブサイトの脆弱性を利用する攻撃です。XSS 一致ス
テートメントにより、AWS WAF が悪意のある文字列である可能性が高い文字シーケンスを検索する前
に、AWS WAF が検索するリクエスト内の場所と検索領域で使用するテキスト変換が提供されます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"FieldToMatch" : FieldToMatch (p. 6554),
"TextTransformations" : [ TextTransformation (p. 6584), ... ]

YAML
FieldToMatch:
FieldToMatch (p. 6554)
TextTransformations:
- TextTransformation (p. 6584)

プロパティ
FieldToMatch
AWS WAF で検査するウェブリクエストの部分。
必須: はい
タイプ: FieldToMatch (p. 6554)
Update requires: No interruption
TextTransformations
テキストの変換により、攻撃者が検出をバイパスしようとしてウェブリクエストで使用する異常な
フォーマットの一部が削除されます。ルールステートメントで 1 つ以上の変換を指定した場合、AWS
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WAF は、FieldToMatch で識別されるコンテンツですべての変換を実行し、優先順位が最も低い設
定から開始してから、コンテンツの一致を検査します。
必須: はい
タイプ: TextTransformation (p. 6584) のリスト
Update requires: No interruption

AWS::WAFv2::WebACLAssociation
Note
これは AWS WAF の最新バージョンで、2019 年 11 月に AWS WAFV2 という名前でリリース
されています。以前のリリースから AWS WAF リソースを移行する方法などの詳細について
は、AWS WAF デベロッパーガイドを参照してください。
リソースを保護するために、ウェブ ACL 関連付けを使用して、ウェブ ACL とリージョンのアプリ
ケーションリソース間の関連付けを定義します。リージョナルアプリケーションは、Application Load
Balancer (ALB)、Amazon API Gateway REST API、またはAWS AppSync GraphQL API のいずれかとする
ことができます。
Amazon CloudFront の場合、このリソースを使用しないでください。代わりに、CloudFront ディ
ストリビューション設定を使用します。ウェブ ACL をディストリビューションに関連付けるに
は、AWS::WAFv2::WebACL (p. 6533) の Amazon リソースネーム (ARN) を CloudFront ディストリビュー
ション設定に指定します。ウェブ ACL の関連付けを解除するには、空の ARN を指定します。詳細につい
ては、「AWS::CloudFront::Distribution」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WAFv2::WebACLAssociation",
"Properties" : {
"ResourceArn" : String,
"WebACLArn" : String
}

YAML
Type: AWS::WAFv2::WebACLAssociation
Properties:
ResourceArn: String
WebACLArn: String

プロパティ
ResourceArn
ウェブ ACL と関連付けるリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
ARN は次のいずれかの形式である必要があります。
• Application Load Balancer の場合: arn:aws:elasticloadbalancing:region:accountid:loadbalancer/app/load-balancer-name/load-balancer-id
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• Amazon API Gateway REST API の場合: arn:aws:apigateway:region::/restapis/apiid/stages/stage-name
• AWS AppSync GraphQL API の場合: arn:aws:appsync:region:account-id:apis/
GraphQLApiId
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement
WebACLArn
リソースに関連付けるウェブ ACL の Amazon リソースネーム (ARN)。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 20
最大: 2048
パターン: .*\S.*
Update requires: Replacement

戻り値
参照番号
リソース名、物理 ID、およびスコープを含むリソースの Ref で、形式は name|id|scope です。
例: my-webacl-name|1234a1a-a1b1-12a1-abcd-a123b123456|REGIONAL。

例
ウェブ ACL 関連付けを作成する
次に、ウェブ ACL 関連付け指定例を示します。

YAML
Resources:
SampleWebACLAssociation:
Type: 'AWS::WAFv2::WebACLAssociation'
Properties:
WebACLArn: ExampleARNForWebACL
ResourceArn: ExampleARNForRegionalResource

JSON
"Resources": {
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}

"SampleWebACLAssociation": {
"Type": "AWS::WAFv2::WebACLAssociation",
"Properties": {
"WebACLArn": "WebACLArn",
"ResourceArn": "APIGatewayOrALBArn"
}
}

Amazon WorkSpaces リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias (p. 6591)
• AWS::WorkSpaces::Workspace (p. 6594)

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias リソースは、接続エイリアスを指定します。接続エイリアス
は、クロスリージョンリダイレクトに使用されます。詳細については、「 Amazon WorkSpaces のクロス
リージョンリダイレクト」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias",
"Properties" : {
"ConnectionString" : String,
"Tags" : [ Tag, ... ]
}

YAML
Type: AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
Properties:
ConnectionString:
String
Tags:
- Tag

プロパティ
ConnectionString
接続エイリアスに指定された接続文字列。接続文字列は、www.example.com などの完全修飾ドメイ
ン名 (FQDN) の形式である必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
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最大: 255
パターン: ^[.0-9a-zA-Z\-]{1,255}$
Update requires: Replacement
Tags
接続エイリアスに関連付けるタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: Replacement

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、このタイプの指定された属性の値を返します。以下には、利用可能な属性
とサンプル戻り値のリストが示されます。
Fn::GetAtt 組み込み関数の使用方法の詳細については、「Fn::GetAtt」を参照してください。
AliasId
文字列として返される接続エイリアスの識別子。
Associations
ConnectionAliasAssociation オブジェクトの配列として返される接続エイリアスの関連付けス
テータス。
ConnectionAliasState
接続エイリアスの現在の状態。文字列として返されます。

以下の資料も参照してください。
• Amazon WorkSpaces API リファレンスの ConnectionAlias
• Amazon WorkSpaces 管理ガイドの Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト

AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias ConnectionAliasAssociation
クロスリージョンリダイレクトに使用される接続エイリアスの関連付けを定義します。詳細については、
「 Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト」を参照してください。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。
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JSON
{

}

"AssociatedAccountId" : String,
"AssociationStatus" : String,
"ConnectionIdentifier" : String,
"ResourceId" : String

YAML
AssociatedAccountId: String
AssociationStatus: String
ConnectionIdentifier: String
ResourceId: String

プロパティ
AssociatedAccountId
接続エイリアスをディレクトリに関連付けた AWS アカウント の識別子。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
パターン: ^\d{12}$
Update requires: No interruption
AssociationStatus
接続エイリアスの関連付けのステータス。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ASSOCIATED_WITH_OWNER_ACCOUNT | ASSOCIATED_WITH_SHARED_ACCOUNT |
NOT_ASSOCIATED | PENDING_ASSOCIATION | PENDING_DISASSOCIATION
Update requires: No interruption
ConnectionIdentifier
接続エイリアスの関連付けの識別子。DNS ルーティングポリシーを設定するときは、DNSTXT レ
コードの接続識別子を使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 20
パターン: ^[a-zA-Z0-9]+$
Update requires: No interruption
ResourceId
接続エイリアスに関連付けられているディレクトリの識別子。
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必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::WorkSpaces::Workspace
AWS::WorkSpaces::Workspace リソースは WorkSpace を指定します。
BundleId、RootVolumeEncryptionEnabled、UserVolumeEncryptionEnabled、または
VolumeEncryptionKey の各プロパティでは更新はサポートされていません。これらのプロパティを更
新するには、UserName など、置換をトリガーするプロパティも更新する必要があります。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::WorkSpaces::Workspace",
"Properties" : {
"BundleId" : String,
"DirectoryId" : String,
"RootVolumeEncryptionEnabled" : Boolean,
"Tags" : [ Tag, ... ],
"UserName" : String,
"UserVolumeEncryptionEnabled" : Boolean,
"VolumeEncryptionKey" : String,
"WorkspaceProperties" : WorkspaceProperties (p. 6596)
}

YAML
Type: AWS::WorkSpaces::Workspace
Properties:
BundleId: String
DirectoryId: String
RootVolumeEncryptionEnabled: Boolean
Tags:
- Tag
UserName: String
UserVolumeEncryptionEnabled: Boolean
VolumeEncryptionKey: String
WorkspaceProperties:
WorkspaceProperties (p. 6596)

プロパティ
BundleId
WorkSpace のバンドルの識別子。
必須: はい
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タイプ: 文字列
パターン: ^wsb-[0-9a-z]{8,63}$
Update requires: Updates are not supported.
DirectoryId
WorkSpace の AWS Directory Service ディレクトリの識別子。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 10
最大: 65
パターン: ^d-[0-9a-f]{8,63}$
Update requires: Some interruptions
RootVolumeEncryptionEnabled
ルートボリュームに保存されているデータを暗号化するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: Updates are not supported.
Tags
WorkSpace のタグ。
必須: いいえ
タイプ: Tag のリスト
Update requires: No interruption
UserName
WorkSpace のユーザーのユーザー名。このユーザー名は、WorkSpace の AWS Directory Service ディ
レクトリ内に存在している必要があります。
必須: はい
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 63
Update requires: Replacement
UserVolumeEncryptionEnabled
ユーザーボリュームに保存されているデータを暗号化するかどうかを示します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
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Update requires: Updates are not supported.
VolumeEncryptionKey
WorkSpace に保存されたデータの暗号化に使用する対称 AWS KMS key。Amazon WorkSpaces では
非対称 KMS キーはサポートされていません。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: Updates are not supported.
WorkspaceProperties
WorkSpace プロパティ。
必須: いいえ
タイプ: WorkspaceProperties (p. 6596)
Update requires: No interruption

戻り値
Ref
このリソースの論理 ID を組み込みの Ref 関数に渡すと、Ref は次を返します: リソース名。
For more information about using the Ref function, see Ref.

以下の資料も参照してください。
• Amazon WorkSpaces API リファレンス の CreateWorkspaces
• Amazon WorkSpaces 管理ガイド の「Launch a Virtual Desktop Using Amazon WorkSpaces」を参照し
てください。

AWS::WorkSpaces::Workspace WorkspaceProperties
WorkSpace に関する情報。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"ComputeTypeName" : String,
"RootVolumeSizeGib" : Integer,
"RunningMode" : String,
"RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes" : Integer,
"UserVolumeSizeGib" : Integer

YAML
ComputeTypeName: String
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RootVolumeSizeGib: Integer
RunningMode: String
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes: Integer
UserVolumeSizeGib: Integer

プロパティ
ComputeTypeName
コンピューティングタイプ。詳細については、「Amazon WorkSpace バンドル」を参照してくださ
い。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: GRAPHICS | GRAPHICSPRO | PERFORMANCE | POWER | POWERPRO |
STANDARD | VALUE
Update requires: No interruption
RootVolumeSizeGib
ルートボリュームのサイズ。ルートボリュームとユーザーボリュームのサイズを変更する方法に関す
る重要な情報については、「WorkSpace の変更」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
RunningMode
実行モード。詳細については、「WorkSpace の実行モードを管理する」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
許可された値: ALWAYS_ON | AUTO_STOP
Update requires: No interruption
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes
WorkSpaces が自動的に停止したときに、ユーザーがログオフした後の時間。60 分間隔で設定しま
す。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
UserVolumeSizeGib
ユーザーストレージのサイズ。ルートボリュームとユーザーボリュームのサイズを変更する方法に関
する重要な情報については、「WorkSpace の変更」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: 整数
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Update requires: No interruption

以下の資料も参照してください。
• Amazon WorkSpaces API リファレンス の WorkspaceProperties

AWS X-Ray リソースタイプのリファレンス
リソースタイプ
• AWS# XRay# グループ (p. 6598)
• AWS# Xray# SampingRule (p. 6601)

AWS# XRay# グループ
AWS::XRay::Groupリソースを使用して、名前とフィルタ式でグループを指定します。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::XRay::Group",
"Properties" : {
"FilterExpression" : String,
"GroupName" : String,
"InsightsConfiguration" : InsightsConfiguration (p. 6600),
"Tags" : [ Json, ... ]
}

YAML
Type: AWS::XRay::Group
Properties:
FilterExpression: String
GroupName: String
InsightsConfiguration:
InsightsConfiguration (p. 6600)
Tags:
- Json

プロパティ
FilterExpression
トレースを含めるパラメータを定義するフィルタ式。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
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GroupName
グループの大文字と小文字が区別される一意の名前。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
InsightsConfiguration
インサイトに関連する構成を含む構造。
• InsightsEnabled ブールを true に設定してグループのインサイトを有効にしたり、false に設定して
グループのインサイトを無効にすることができます。
• NotificationsEnabled ブールを true に設定して、グループの Amazon EventBridge を通じてインサイ
ト通知を有効にすることができます。
必須: いいえ
タイプ : InsightsConfiguration (p. 6600)
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
GroupARN
作成または更新されたグループ ARN。

例
グループの作成
この例では、myGroup という名前の新しいグループを作成します

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "XRay stack",
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}

"Resources": {
"TestGrpResource": {
"Type": "AWS::XRay::Group",
"Properties": {
"GroupName": "MyGroup",
"FilterExpression": "duration > 10",
"InsightsConfiguration": {
"InsightsEnabled": "false",
"NotificationsEnabled": "false"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
Group:
Type: AWS::XRay::Group
Properties:
GroupName: MyGroup
FilterExpression: duration > 10
InsightsConfiguration:
InsightsEnabled: false
NotificationsEnabled: false

以下の資料も参照してください。
• X-Ray コンソールでのグループの設定
• X-Ray API を使用したグループの設定
• X-Ray API リファレンスの CreateGroup アクション

AWS# XRay#Group InsightsConfiguration
インサイトに関連する構成を含む構造。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{
}

"InsightsEnabled" : Boolean,
"NotificationsEnabled" : Boolean

YAML
InsightsEnabled: Boolean
NotificationsEnabled: Boolean
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プロパティ
InsightsEnabled
インサイトを有効にする場合は、InsightsEnabled 値を true に設定し、インサイトを無効にするには
false に設定します。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption
NotificationsEnabled
インサイトの通知を有効にするには、NotificationsEnabled 値を true に設定します。通知
は、InsightsEnabled が true に設定されているグループでのみ有効にできます。
必須: いいえ
タイプ: ブール値
Update requires: No interruption

AWS# Xray# SampingRule
AWS::XRay::SamplingRuleリソースを使用してサンプリングルールを指定します。サンプリングルー
ルは、インストルメントされたアプリケーションのサンプリング動作を制御します。SamplingRule を指
定することにより、新しいサンプリングルールが作成されます。既存のサンプリングルールの設定を変更
するには、SamplingRuleUpdate を指定します。
サービスは GetSamplingRules を使用してルールを取得し 、各要求の 優先度 の昇順で各ルールを評価し
ます。ルールが一致すると、サービスはリザーバのサイズから借用してトレースを記録しますします。10
秒後、サービスは GetSamplingTargets を使用して X-Ray に報告し、各使用中のルールの更新バージョ
ンを取得します。更新されたルールには、リザーバから借用する代わりにサービスが使用できるトレース
クォータが含まれています。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Type" : "AWS::XRay::SamplingRule",
"Properties" : {
"RuleName" : String,
"SamplingRule" : SamplingRule (p. 6605),
"SamplingRuleRecord" : SamplingRuleRecord (p. 6608),
"SamplingRuleUpdate" : SamplingRuleUpdate (p. 6609),
"Tags" : [ Json, ... ]
}

YAML
Type: AWS::XRay::SamplingRule
Properties:
RuleName: String
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SamplingRule:
SamplingRule (p. 6605)
SamplingRuleRecord:
SamplingRuleRecord (p. 6608)
SamplingRuleUpdate:
SamplingRuleUpdate (p. 6609)
Tags:
- Json

プロパティ
RuleName
サンプリングルールの名前。ルールは名前または ARN のいずれかで指定しますが、両方を指定する
ことはできません。サンプリングルールを削除するときにのみ使用されます。サンプリングルールを
作成または更新する場合は、SamplingRule または SamplingRuleUpdate 内で RuleName または
RuleARN プロパティを使用します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption
SamplingRule
作成するサンプリングルール。
新しいサンプリングルールを作成する場合は、指定する必要があります。既存のサンプリングルール
を更新するときには無効です。
必須: 条件付き
タイプ : SampingRule (p. 6605)
Update requires: No interruption
SamplingRuleRecord
Property description not available.
必須: いいえ
タイプ: SamplingRuleRecord (p. 6608)
Update requires: No interruption
SamplingRuleUpdate
サンプリングルールの設定に対する変更を指定する文書。
既存のサンプリングルールを更新する場合は、指定する必要があります。新しいサンプリングルール
を作成するときには無効です。

Note
サンプリングルールの Version は更新できず、SamplingRuleUpdate の一部ではありま
せん 。
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必須: 条件付き
タイプ : SampingRuleUpdate (p. 6609)
Update requires: No interruption
Tags
このリソースに適用されるキーと値のペアの配列。
詳細については、「タグ」を参照してください。
必須: いいえ
タイプ: Json のリスト
Update requires: No interruption

戻り値
Fn::GetAtt
RuleARN
作成または更新されたサンプリングルール ARN。

例
サンプリングルールの作成
この例では、MySamplingRule という新しいサンプリングルールを作成します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09T00:00:00.000Z",
"Resources": {
"SamplingRule": {
"Type": "AWS::XRay::SamplingRule",
"Properties": {
"SamplingRule": {
"RuleName": "MySamplingRule",
"ResourceARN": "*",
"Priority": 2,
"FixedRate": 0.05,
"ReservoirSize": 50,
"ServiceName": "MyServiceName",
"ServiceType": "MyServiceType",
"Host": "MyHost",
"HTTPMethod": "GET",
"URLPath": "*",
"Version": 1
}
}
}
}
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YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
SamplingRule:
Type: AWS::XRay::SamplingRule
Properties:
SamplingRule:
RuleName: MySamplingRule
ResourceARN: "*"
Priority: 2
FixedRate: 0.05
ReservoirSize: 50
ServiceName: "MyServiceName"
ServiceType: "MyServiceType"
Host: "MyHost"
HTTPMethod: "GET"
URLPath: "*"
Version: 1

サンプリングルールの更新
この例では、MySamplingRule という既存のサンプリングルールを更新します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09T00:00:00.000Z",
"Resources": {
"SamplingRule": {
"Type": "AWS::XRay::SamplingRule",
"Properties": {
"SamplingRuleUpdate": {
"RuleName": "MySamplingRule",
"ResourceARN": "*",
"Priority": 1,
"FixedRate": 0.07,
"ReservoirSize": 20,
"ServiceName": "MyServiceName",
"ServiceType": "MyServiceType",
"Host": "MyHost",
"HTTPMethod": "GET",
"URLPath": "*"
}
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
SamplingRule:
Type: AWS::XRay::SamplingRule
Properties:
SamplingRuleUpdate:
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RuleName: MySamplingRule
ResourceARN: "*"
Priority: 1
FixedRate: 0.07
ReservoirSize: 20
ServiceName: "MyServiceName"
ServiceType: "MyServiceType"
Host: "MyHost"
HTTPMethod: "GET"
URLPath: "*"

以下の資料も参照してください。
• X-Ray コンソールでのサンプリングルールの設定
• X-Ray API でのサンプリングルールの使用
• X-Ray API リファレンスでの CreateSamplingRule アクション

AWS# XRay# SampingRule SampingRule
リクエストを計測するかどうかを決定するためにサービスが使用するサンプリングルール。ルールフィー
ルドは、サービスのプロパティまたは要求のプロパティに一致させることができます。サービスは、その
プロパティと一致しないルールを無視できます。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : {Key : Value, ...},
"FixedRate" : Double,
"Host" : String,
"HTTPMethod" : String,
"Priority" : Integer,
"ReservoirSize" : Integer,
"ResourceARN" : String,
"RuleARN" : String,
"RuleName" : String,
"ServiceName" : String,
"ServiceType" : String,
"URLPath" : String,
"Version" : Integer

YAML
Attributes:
Key : Value
FixedRate: Double
Host: String
HTTPMethod: String
Priority: Integer
ReservoirSize: Integer
ResourceARN: String
RuleARN: String
RuleName: String
ServiceName: String
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ServiceType: String
URLPath: String
Version: Integer

プロパティ
Attributes
リクエストから派生した属性に一致します。
マップエントリ: 5 項目の最大数。
キーの長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 32 です。
値の長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 32 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
FixedRate
リザーバの上限に達した後に一致するリクエストを計測するサンプリング率。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Host
要求 URL のホスト名と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
HTTPMethod
リクエストの HTTP メソッドに一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10
Update requires: No interruption
Priority
サンプリングルールの優先度。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
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最大: 9999
Update requires: No interruption
ReservoirSize
固定レートを適用する前の 1 秒あたりの計測に対するマッチングリクエストの固定数。リザーバは
サービスで直接使用されませんが、ルールを一括して使用するすべてのサービスに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 0
Update requires: No interruption
ResourceARN
サービスが実行されている AWS リソースの ARN と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
RuleARN
サンプリングルールの ARN。RuleARN または RuleName のいずれかを指定する必要がありますが、
両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleName
サンプリングルールの名前。RuleARN または RuleName のいずれかを指定する必要がありますが、
両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption
ServiceName
サービスがセグメント内で自らを識別するために使用する name と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
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Update requires: No interruption
ServiceType
サービスがセグメント内で自らのタイプを識別するために使用する origin と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
URLPath
リクエスト URL からのパスに一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption
Version
サンプリングルール形式（1）のバージョン。
必須: いいえ
タイプ: 整数
最小: 1
Update requires: No interruption

AWS::XRay::SamplingRule SamplingRuleRecord
SamplingRule とそのメタデータ。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"CreatedAt" : String,
"ModifiedAt" : String,
"SamplingRule" : SamplingRule (p. 6605)

YAML
CreatedAt: String
ModifiedAt: String
SamplingRule:
SamplingRule (p. 6605)
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プロパティ
CreatedAt
ルールが作成された時刻（Unix 秒単位）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
ModifiedAt
ルールが最後に変更された時刻（Unix 時間秒）。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
SamplingRule
サンプリングルール。
必須: いいえ
タイプ: SamplingRule (p. 6605)
Update requires: No interruption

AWS# XRay# SampingRule SampingRuleUpdate
サンプリングルールの設定に対する変更を指定する文書。

構文
AWS CloudFormation テンプレートでこのエンティティを宣言するには、次の構文を使用します。

JSON
{

}

"Attributes" : {Key : Value, ...},
"FixedRate" : Double,
"Host" : String,
"HTTPMethod" : String,
"Priority" : Integer,
"ReservoirSize" : Integer,
"ResourceARN" : String,
"RuleARN" : String,
"RuleName" : String,
"ServiceName" : String,
"ServiceType" : String,
"URLPath" : String

YAML
Attributes:
Key : Value
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FixedRate: Double
Host: String
HTTPMethod: String
Priority: Integer
ReservoirSize: Integer
ResourceARN: String
RuleARN: String
RuleName: String
ServiceName: String
ServiceType: String
URLPath: String

プロパティ
Attributes
リクエストから派生した属性に一致します。
マップエントリ: 5 項目の最大数。
キーの長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 32 です。
値の長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 32 です。
必須: いいえ
タイプ: 文字列のマップ
Update requires: No interruption
FixedRate
リザーバの上限に達した後に一致するリクエストを計測するサンプリング率。
必須: いいえ
タイプ: 倍精度
Update requires: No interruption
Host
要求 URL のホスト名と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
HTTPMethod
リクエストの HTTP メソッドに一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 10
Update requires: No interruption
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Priority
サンプリングルールの優先度。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ReservoirSize
固定レートを適用する前の 1 秒あたりの計測に対するマッチングリクエストの固定数。リザーバは
サービスで直接使用されませんが、ルールを一括して使用するすべてのサービスに適用されます。
必須: いいえ
タイプ: 整数
Update requires: No interruption
ResourceARN
サービスが実行されている AWS リソースの ARN と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 500
Update requires: No interruption
RuleARN
サンプリングルールの ARN。RuleARN または RuleName のいずれかを指定する必要がありますが、
両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
Update requires: No interruption
RuleName
サンプリングルールの名前。RuleARN または RuleName のいずれかを指定する必要がありますが、
両方を指定することはできません。
必須: 条件付き
タイプ: 文字列
最小: 1
最大: 32
Update requires: No interruption
ServiceName
サービスがセグメント内で自らを識別するために使用する name と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
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最大: 64
Update requires: No interruption
ServiceType
サービスがセグメント内で自らのタイプを識別するために使用する origin と一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 64
Update requires: No interruption
URLPath
リクエスト URL からのパスに一致します。
必須: いいえ
タイプ: 文字列
最大: 128
Update requires: No interruption

共有プロパティタイプのリファレンス
このセクションには、複数のリソースタイプで使用するために AWS CloudFormation でサポートされてい
るプロパティタイプの詳細なリファレンス情報が記載されています。
トピック
• Name タイプ (p. 6612)
• リソースタグ (p. 6614)

Name タイプ
一部のリソースには、カスタム名を指定できます。デフォルトでは、リソースを特定する一意の物理 ID
が AWS CloudFormation によって生成されます。例えば、CloudFormation は、Amazon S3 バケットに
stack123123123123-s3bucket-abcdefghijk1 などの物理 ID を使用して名前を付ける場合がありま
す。カスタム名を使用すると、production-app-logs や business-metrics など、一見して判別し
やすい名前を指定することができます。
リソース名は実行中のすべてのスタックおいて一意である必要があります。テンプレートを再利用して複
数のスタックを作成する場合、テンプレートに基づくカスタム名は変更するか削除する必要があります。
名前を指定しない場合、CloudFormation は一意の物理 ID を生成してリソースの名前とします。名前は文
字で開始し、ASCII 文字、数字、ハイフンのみを使用できます。最後の文字をハイフンにすることはでき
ず、ハイフンを 2 つ続けて使用することもできません。
スタックリソースの管理を CloudFormation 以外で行うことも避けてください。例えば、スタックに属し
ているリソースの名前を CloudFormation を使用せずに変更した場合、そのスタックを更新または削除し
ようとしたときにエラーが発生します。

Important
カスタムで名前を付けたリソースの置き換えが発生する更新は実行できません。リソースを置き
換える必要がある場合は、新しい名前を指定します。
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例
カスタム名を使用する場合は、CloudFormation テンプレートで、目的のリソースの名前プロパティを指定
します。カスタム名をサポートする各リソースには、独自の名前を指定するためのプロパティが存在しま
す。たとえば、DynamoDB テーブルに名前を付けるには、TableName プロパティを使用します。その例
を次に示します。

JSON
"myDynamoDBTable" : {
"Type" : "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties" : {
"KeySchema" : {
"HashKeyElement": {
"AttributeName" : "AttributeName1",
"AttributeType" : "S"
},
"RangeKeyElement" : {
"AttributeName" : "AttributeName2",
"AttributeType" : "N"
}
},
"ProvisionedThroughput" : {
"ReadCapacityUnits" : "5",
"WriteCapacityUnits" : "10"
},
"TableName" : "SampleTable"
}
}

YAML
myDynamoDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
KeySchema:
HashKeyElement:
AttributeName: "AttributeName1"
AttributeType: "S"
RangeKeyElement:
AttributeName: "AttributeName2"
AttributeType: "N"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: "5"
WriteCapacityUnits: "10"
TableName: "SampleTable"

サポートされているリソース
次のリソースタイプはカスタム名をサポートしています:
• AWS::ApiGateway::ApiKey
• AWS::ApiGateway::Model
• AWS::CloudWatch::Alarm
• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::ElasticBeanstalk::Application
• AWS::ElasticBeanstalk::Environment
• AWS::CodeDeploy::Application
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• AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
• AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
• AWS::Config::ConfigRule
• AWS::Config::DeliveryChannel
• AWS::Config::ConfigurationRecorder
• AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
• AWS::EC2::SecurityGroup
• AWS::ElastiCache::CacheCluster
• AWS::ECR::Repository
• AWS::ECS::Cluster
• AWS::Elasticsearch::Domain
• AWS::Events::Rule
• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User
• AWS::Lambda::Function
• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::S3::Bucket
• AWS::SageMaker::NotebookInstance
• AWS::SNS::Topic
• AWS::SQS::Queue

リソースタグ
Resource Tags プロパティを使用してリソースにタグを適用し、それらのリソースの識別や分類に役立て
ることができます。タグを適用できるのは、AWS CloudFormation がタグ付けをサポートしているリソー
スのみです。CloudFormation でタグ付けが可能なリソースの詳細については、AWS リソースおよびプロ
パティタイプのリファレンス (p. 756) の個々のリソースをご参照ください。

Note
タグ付けの実装は、リソースごとに異なる可能性があります。たとえ
ば、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup は、タグ付けスキームの一部として追加の必須
PropagateAtLaunch プロパティを提供します。
ユーザーが定義する任意のタグに加えて、CloudFormation はプレフィックス aws: が付いた次のようなス
タックレベルのタグを自動的に作成します。
• aws:cloudformation:logical-id
• aws:cloudformation:stack-id
• aws:cloudformation:stack-name
aws: プレフィックスは AWS の使用のために予約されています。このプレフィックスでは、大文字と小文
字は区別されません。Key または Value プロパティでこのプレフィックスを使用すると、タグを更新ま
たは削除することはできません。このプレフィックスを持つタグは、リソースごとのタグ数にはカウント
されません。
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自動的に作成されたタグを含むすべてのスタックレベルのタグは、CloudFormation がサポートするリソー
スに反映されます。現在のところ、タグはブロックデバイスマッピングから作成された Amazon EBS ボ
リュームには反映されません。

構文
JSON
{
}

"Key (p. 6615)" : String,
"Value (p. 6615)" : String

YAML
Key (p. 6615): String
Value (p. 6615): String

プロパティ
Key
タグのキー名。値には 1～128 文字の Unicode 文字を指定できます。ただし、aws: のプレフィッ
クスを付けることはできません。以下の文字を使用できます。一連の Unicode 文字、数字、空
白、_、.、/、=、+、-。
必須: はい
タイプ: 文字列
Value
タグの値。1～256 文字の値を指定できます。
必須: はい
タイプ: 文字列

例
この例は、Tags プロパティを示します。このプロパティは、このプロパティをサポートするリソースの
Properties セクションに指定します。作成されたリソースは、宣言したタグでタグ付けされます。

JSON
"Tags" : [
{
"Key" :
"Value"
},
{
"Key" :
"Value"
}
]

"keyname1",
: "value1"
"keyname2",
: "value2"

YAML
Tags:
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- Key: "keyname1"
Value: "value1"
- Key: "keyname2"
Value: "value2"

以下の資料も参照してください。
• AWS CloudFormation スタックオプションの設定 (p. 112)
• AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)

AWS CloudFormation リソース仕様
AWS CloudFormation リソース仕様は、AWS CloudFormation でサポートされるリソースとプロパティを
定義する JSON 形式のテキストファイルです。ドキュメントは機械による読み取り可能な、厳密に指定さ
れた仕様です。これを使用して AWS CloudFormation テンプレートを作成するためのツールを構築できま
す。たとえば、仕様を使用して、統合開発環境 (IDE) で AWS CloudFormation テンプレートの自動入力お
よび検証機能を構築できます。
リソース仕様は、単一のファイルとしてまとめることも、1 つのファイルに 1 つのリソースタイプの定義
を含む一連のファイルとしてまとめることもできます。単一ファイルおよび分割されたファイルには、同
一の情報が含まれています。ツールおよび実装に応じて、1 つのファイルまたは複数のファイルを使用し
ます。
リソース仕様をダウンロードするには、次の表を参照してください。
リソースの可用性はリージョンによって異なります。特定のリージョン内でのリソースの可用性を確認す
るには、そのリージョンのリソース仕様を参照してください。

リソース仕様
リージョン名

リージョン

単一ファイル

すべてのファイル

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

.json

.zip

米国東部（バージニア
北部）

us-east-1

.json

.zip

米国西部 (北カリフォル
ニア)

us-west-1

.json

.zip

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

.json

.zip

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

.json

.zip

アジアパシフィック (香
港)

ap-east-1

.json

.zip

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

ap-south-1

.json

.zip

アジアパシフィック (大
阪)

ap-northeast-3

.json

.zip

アジアパシフィック (ソ
ウル)

ap-northeast-2

.json

.zip

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

ap-southeast-1

.json

.zip
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リージョン名

リージョン

単一ファイル

すべてのファイル

アジアパシフィック (シ
ドニー)

ap-southeast-2

.json

.zip

アジアパシフィック (東
京)

ap-northeast-1

.json

.zip

カナダ (中部)

ca-central-1

.json

.zip

中国 (北京)

cn-north-1

.json

.zip

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

.json

.zip

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

.json

.zip

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

.json

.zip

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

.json

.zip

欧州 (パリ)

eu-west-3

.json

.zip

欧州 (ストックホルム)

eu-north-1

.json

.zip

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

.json

.zip

中東 (バーレーン)

me-south-1

.json

.zip

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

.json

.zip

AWS GovCloud (米国東
部)

us-gov-east-1

.json

.zip

AWS GovCloud (USWest)

us-gov-west-1

.json

.zip

次の例は、AWS Key Management Service キーリソース (AWS::KMS::Key) の仕様を示します。これは
AWS::KMS::Key リソースのプロパティ、どのプロパティが必須か、各プロパティで許可されている値の
型、更新動作を示しています。仕様の詳細については、「仕様の形式 (p. 6618)」を参照してください。
"AWS::KMS::Key": {
"Attributes": {
"Arn": {
"PrimitiveType": "String"
}
},
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsresource-kms-key.html",
"Properties": {
"Description": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-kms-key.html#cfn-kms-key-description",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"EnableKeyRotation": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-kms-key.html#cfn-kms-key-enablekeyrotation",
"PrimitiveType": "Boolean",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
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},
"Enabled": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-kms-key.html#cfn-kms-key-enabled",
"PrimitiveType": "Boolean",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"KeyPolicy": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-kms-key.html#cfn-kms-key-keypolicy",
"PrimitiveType": "Json",
"Required": true,
"UpdateType": "Mutable"
},
"KeyUsage": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-kms-key.html#cfn-kms-key-keyusage",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Immutable"
}
}
}

仕様の形式
AWS CloudFormation は、AWS::S3::Bucket や AWS::EC2::Instance など、各リソースタイ
プ (p. 756)用の仕様を作成します。次のセクションで、仕様の形式と各フィールドについて説明します。
トピック
• 固有セクション (p. 6618)
• プロパティの仕様 (p. 6619)
• リソース仕様 (p. 6620)
• リソース仕様の例 (p. 6621)

固有セクション
各リソースタイプの形式定義は、次の例に示すよう
に、PropertyTypes (p. 6618)、ResourceSpecificationVersion (p. 6619)、および
ResourceTypes (p. 6619) という 3 つの主要セクションで構成されています。
{

}

"PropertyTypes": {
Property specifications (p. 6619)
},
"ResourceSpecificationVersion": "Specification version number",
"ResourceTypes": {
Resource specification (p. 6620)
}

PropertyTypes
プロパティ内にプロパティがある (サブプロパティともいいます) リソースの場合の、サブプロパティ
のリスト。どのプロパティが必須か、各プロパティで許可される値の型、それらの更新動作などで
す。詳細については、「プロパティの仕様 (p. 6619)」を参照してください。
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リソースにサブプロパティが存在しない場合は、このセクションは省略されます。
ResourceSpecificationVersion
リソース仕様のバージョン。バージョン形式は majorVersion.minorVersion.patch であり、リ
リースごとにバージョン番号が増加します。リソースが更新されたかどうかにかかわらず、すべての
リソースのバージョン番号は同じです。
AWS CloudFormation では、繋がっていなかったドキュメントリンクの修正など、サービスで後方互
換性のあるバグ修正が行われた場合、パッチ番号が増加します。AWS CloudFormation で後方互換性
のあるリソースまたはプロパティが追加された場合は、マイナーバージョン番号が増加します。たと
えば、仕様のより新しいバージョンによって、AWS のサービスの新機能をサポートするための追加リ
ソースプロパティが追加されることがあります。
後方互換性が変更されるとメジャーバージョン番号が増加します。後方互換性の変更は、フィールド
の名前変更などのリソース仕様の変更、またはオプションのリソースプロパティを必須にするなどの
リソースへの変更により発生します。
ResourceTypes
リソースと、プロパティ名、どのプロパティが必須か、および更新動作など、各リソースプロパティ
に関する情報のリストです。詳細については、「リソース仕様 (p. 6620)」を参照してください。

Note
1 つのリソースタイプの定義を含むファイルを確認すると、このプロパティ名は
ResourceType (単数) になっています。

プロパティの仕様
各プロパティの仕様には以下のフィールドが含まれています。サブプロパティでは、プロパティ名には
resourceType.subpropertyName 形式が使用されます。
"Property name": {
"Documentation": "Link to the relevant documentation"
"DuplicatesAllowed": "true or false",
"ItemType": "Type of list or map (non-primitive)",
"PrimitiveItemType": "Type of list or map (primitive)",
"PrimitiveType": "Type of value (primitive)",
"Required": "true or false",
"Type": "Type of value (non-primitive)",
"UpdateType": "Mutable, Immutable, or Conditional",
}

Documentation
プロパティに関する情報が記載されている AWS CloudFormation ユーザーガイド へのリンク。
DuplicatesAllowed
Type フィールドの値が List の場合、AWS CloudFormation で重複した値が許可されるかどうかを示
します。値が true の場合、AWS CloudFormation は重複した値を無視します。値が false の場合、
重複した値が送信されると AWS CloudFormation はエラーを返します。
ItemType
Type フィールドの値が List または Map の場合、リストまたはマップにプリミティブ型以外が含ま
れていれば、その型を示します。それ以外の場合、このフィールドは省略されます。リストまたは
マップにプリミティブ型が含まれる場合は、PrimitiveItemType プロパティに有効な値の型が示さ
れます。
サブプロパティ名は有効な項目の型です。たとえば、型の値が List であり項目型の値が
PortMapping である場合、ポートマッピングプロパティのリストを指定できます。
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PrimitiveItemType
Type フィールドの値が List または Map の場合、リストまたはマップにプリミティブ型が含まれて
いれば、その型を示します。それ以外の場合、このフィールドは省略されます。リストまたはマップ
にプリミティブ型以外が含まれる場合は、ItemType プロパティに有効な値の型が示されます。
リストまたはマップの有効なプリミティブ型は、String、Long、Integer、Double、Boolean、
または Timestamp です。
たとえば、型の値が List であり項目型の値が String である場合、プロパティに文字列のリストを
指定できます。型の値が Map であり項目型の値が Boolean である場合、プロパティに文字列から
ブール型のマッピングを指定できます。
PrimitiveType
プリミティブ型の値の場合、プロパティの有効なプリミティブ型。プリミティ
ブ型はリソースプロパティの値の基本的なデータ型です。有効なプリミティブ型
は、String、Long、Integer、Double、Boolean、Timestamp または Json です。有効な値がプ
リミティブ型以外の場合は、このフィールドは省略され、Type フィールドに有効な値の型が表示さ
れます。
Required
プロパティが必須かどうかを示します。
Type
プリミティブ型以外では、プロパティの有効値。有効な型はサブプロパティ名、List または Map で
す。有効な値がプリミティブ型の場合は、このフィールドは省略され、PrimitiveType フィールド
に有効な値の型が表示されます。
リストは、コンマ区切りの値の一覧です。マップは、キーが常に文字列である一連のキーと値のペア
です。リストおよびマップの値の型は、ItemType または PrimitiveItemType フィールドで示さ
れます。
UpdateType
スタックの更新中に、プロパティを追加、削除、変更したときの更新動作。変更不可能なプロパティ
を変更すると、AWS CloudFormation はリソースを置き換えます。変更可能なプロパティを変更する
と、AWS CloudFormation はリソースを置き換えません。条件付き更新は、たとえば更新した他のプ
ロパティによって、ミュータブルまたはイミュータブルになります。詳細については、関連するリ
ソースタイプ (p. 756)のドキュメントを参照してください。

リソース仕様
各リソースタイプの仕様には次のフィールドが含まれています。
"Resource type name": {
"Attributes": {
"AttributeName": {
"ItemType": "Return list or map type (non-primitive)",
"PrimitiveItemType": "Return list or map type (primitive)",
"PrimitiveType": "Return value type (primitive)",
"Type": "Return value type (non-primitive)",
}
},
"Documentation": "Link to the relevant documentation",
"Properties": {
Property specifications (p. 6619)
}
}
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Attributes
Fn::GetAtt (p. 6676) 関数で使用できるリソース属性の一覧。このセクションでは、各属性につい
て、属性名と AWS CloudFormation から返される値の型を説明します。
ItemType
Type フィールドの値が List の場合、リストにプリミティブ型以外が含まれていれ
ば、Fn::GetAtt 関数によって属性に返されるリストの型が示されます。有効な型はプロパティ
名です。
PrimitiveItemType
Type フィールドの値が List の場合、リストにプリミティブ型が含まれていれば、Fn::GetAtt
関数によって属性に返されるリストの型が示されます。リストにプリミティブ型以外が含まれる
場合は、ItemType プロパティに有効な値の型が示されます。リストの有効なプリミティブ型
は、String、Long、Integer、Double、Boolean、または Timestamp です。
たとえば、型の値が List でありプリミティブ項目型の値が String である場合、Fn::GetAtt
関数によって文字列のリストが返されます。
PrimitiveType
プリミティブ型の戻り値の場合、Fn::GetAtt 関数によって属性に返されるプリミティブ値の
型。プリミティブ型はリソースプロパティの値の基本的なデータ型です。有効なプリミティブ型
は、String、Long、Integer、Double、Boolean、Timestamp または Json です。
Type
プリミティブ型以外の戻り値の場合、Fn::GetAtt 関数によって属性に返される値の型。有効な
型はプロパティ名または List です。
リストは、コンマ区切りの値の一覧です。リストの値の型は、ItemType または
PrimitiveItemType フィールドで示されます。
Documentation
リソースに関する情報が記載されている AWS CloudFormation ユーザーガイド へのリンク。
Properties
リソースのプロパティ仕様のリスト。詳細については、「プロパティの仕様 (p. 6619)」を参照してく
ださい。

リソース仕様の例
次の例では、AWS::Elasticsearch::Domain リソース仕様の一部を取り上げて説明します。
AWS::Elasticsearch::Domain リソースタイプにはサブプロパティが含まれているため、
仕様に PropertyTypes セクションが含まれます。このセクションに、仕様バージョンを
ResourceSpecificationVersion と示す 1.0.0 セクションが続きます。仕様のバージョンの後は、
リソースタイプを指定する ResourceType セクションであり、ドキュメントのリンクとリソースのプロ
パティの詳細が示されます。
{

"PropertyTypes": {
...

},
"ResourceSpecificationVersion": "1.0.0",
"ResourceType": {
"AWS::Elasticsearch::Domain": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsresource-elasticsearch-domain.html",
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"Properties": {
...

}

}

}

}

}

ResourceType セクションに焦点を当てた次の例では、AWS::Elasticsearch::Domain リソースタイ
プの 2 つのプロパティが示されています。AdvancedOptions プロパティは必須ではなく、文字列間マッ
プを使用できます。マップは、キーが常に文字列であるキーと値のペアの集合です。値型は ItemType
フィールドで示されます。String になります。したがって、型は文字列間マップです。このプロパティ
の更新動作はミュータブルです。このプロパティを更新すると、AWS CloudFormation は新しいリソース
を作成する代わりにこのリソースを保持して、古いものを削除します (イミュータブル更新)。
SnapshotOptions プロパティは必須ではありません。SnapshotOptions というサブプロパティを使用
できます。SnapshotOptions サブプロパティの詳細は、「PropertyTypes」セクションで説明されて
います。
{

"PropertyTypes": {
...

},
"ResourceSpecificationVersion": "1.0.0",
"ResourceType": {
"AWS::Elasticsearch::Domain": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsresource-elasticsearch-domain.html",
"Properties": {
...
"AdvancedOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-advancedoptions",
"DuplicatesAllowed": false,
"PrimitiveItemType": "String",
"Required": false,
"Type": "Map",
"UpdateType": "Mutable"
},
...
"SnapshotOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-snapshotoptions",
"Required": false,
"Type": "SnapshotOptions",
"UpdateType": "Mutable"
},
...

}

}

}

}

PropertyTypes では、リソースのサブプロパティがすべて表示されます (ネストされたサブプロパティ
含む)。次の例では、AWS::Elasticsearch::Domain.SnapshotOptions サブプロパティについて説
明します。これには AutomatedSnapshotStartHour という名前のプロパティが 1 つあります。必須で
はなく、整数値型を使用できます。
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"PropertyTypes": {
...
"AWS::Elasticsearch::Domain.SnapshotOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsproperties-elasticsearch-domain-snapshotoptions.html",
"Properties": {
"AutomatedSnapshotStartHour": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-snapshotoptions.html#cfn-elasticsearch-domainsnapshotoptions-automatedsnapshotstarthour",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
}
}
},
...
}

参考のために、次の例で AWS::Elasticsearch::Domain リソース仕様全体を示します。
{

"PropertyTypes": {
"AWS::Elasticsearch::Domain.EBSOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsproperties-elasticsearch-domain-ebsoptions.html",
"Properties": {
"EBSEnabled": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-ebsoptions.html#cfn-elasticsearch-domain-ebsoptionsebsenabled",
"PrimitiveType": "Boolean",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"Iops": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-ebsoptions.html#cfn-elasticsearch-domain-ebsoptionsiops",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"VolumeSize": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-ebsoptions.html#cfn-elasticsearch-domain-ebsoptionsvolumesize",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"VolumeType": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-ebsoptions.html#cfn-elasticsearch-domain-ebsoptionsvolumetype",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
}
}
},
"AWS::Elasticsearch::Domain.ElasticsearchClusterConfig": {
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"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsproperties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html",
"Properties": {
"DedicatedMasterCount": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-dedicatedmastercount",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"DedicatedMasterEnabled": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-dedicatedmasterenabled",
"PrimitiveType": "Boolean",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"DedicatedMasterType": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-dedicatedmastertype",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"InstanceCount": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-instancecount",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"InstanceType": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-instancetype",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"ZoneAwarenessEnabled": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-elasticsearchclusterconfig.html#cfn-elasticsearchdomain-elasticseachclusterconfig-zoneawarenessenabled",
"PrimitiveType": "Boolean",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
}
}
},
"AWS::Elasticsearch::Domain.SnapshotOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsproperties-elasticsearch-domain-snapshotoptions.html",
"Properties": {
"AutomatedSnapshotStartHour": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-elasticsearch-domain-snapshotoptions.html#cfn-elasticsearch-domainsnapshotoptions-automatedsnapshotstarthour",
"PrimitiveType": "Integer",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
}
}
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},
"Tag": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsproperties-resource-tags.html",
"Properties": {
"Key": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-resource-tags.html#cfn-resource-tags-key",
"PrimitiveType": "String",
"Required": true,
"UpdateType": "Immutable"
},
"Value": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-properties-resource-tags.html#cfn-resource-tags-value",
"PrimitiveType": "String",
"Required": true,
"UpdateType": "Immutable"
}
}
}
},
"ResourceType": {
"AWS::Elasticsearch::Domain": {
"Attributes": {
"DomainArn": {
"PrimitiveType": "String"
},
"DomainEndpoint": {
"PrimitiveType": "String"
}
},
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/awsresource-elasticsearch-domain.html",
"Properties": {
"AccessPolicies": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-accesspolicies",
"PrimitiveType": "Json",
"Required": false,
"UpdateType": "Mutable"
},
"AdvancedOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-advancedoptions",
"DuplicatesAllowed": false,
"PrimitiveItemType": "String",
"Required": false,
"Type": "Map",
"UpdateType": "Mutable"
},
"DomainName": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-domainname",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Immutable"
},
"EBSOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-ebsoptions",
"Required": false,
"Type": "EBSOptions",
"UpdateType": "Mutable"
},
"ElasticsearchClusterConfig": {
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"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/
UserGuide/aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domainelasticsearchclusterconfig",
"Required": false,
"Type": "ElasticsearchClusterConfig",
"UpdateType": "Mutable"
},
"ElasticsearchVersion": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-elasticsearchversion",
"PrimitiveType": "String",
"Required": false,
"UpdateType": "Immutable"
},
"SnapshotOptions": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-snapshotoptions",
"Required": false,
"Type": "SnapshotOptions",
"UpdateType": "Mutable"
},
"Tags": {
"Documentation": "http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/
aws-resource-elasticsearch-domain.html#cfn-elasticsearch-domain-tags",
"DuplicatesAllowed": true,
"ItemType": "Tag",
"Required": false,
"Type": "List",
"UpdateType": "Mutable"
}
}
}
},
"ResourceSpecificationVersion": "1.4.1"
}

CloudFormation リソースプロバイダースキーマ
CloudFormation では、リソース仕様に加えて、Amazon リソースのリソースプロバイダースキーマをリー
ジョンごとに使用できます。各リソースプロバイダースキーマは、特定のリソースのプロパティと属性を
定義する JSON 形式のテキストファイルです。
CloudFormation は、リージョンごとに、そのリージョンで使用可能な各リソースの個々のスキーマファイ
ルを含む zip ファイルを提供します。特定のリージョンのリソースプロバイダースキーマをダウンロード
するには、次の表を参照してください。CloudFormation レジストリを使用して、リソースのプロバイダー
スキーマを表示することもできます。
リソースの可用性はリージョンによって異なります。特定のリージョン内でのリソースの可用性を確認す
るには、そのリージョンのリソースプロバイダースキーマを参照してください。
スキーマの形式や定義を含むリソースプロバイダースキーマの詳細については、CloudFormation コマンド
ラインインターフェイスユーザーガイドの Resource provider schema を参照してください。

リソース仕様
リージョン名

リージョンリソースプロバイダースキーマファイ
ル

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

米国東部（バージニア北部）

us-east-1
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リージョン名

リージョンリソースプロバイダースキーマファイ
ル

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

アフリカ (ケープタウン)

af-south-1

アジアパシフィック (香港)

ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

アジアパシフィック (大阪)

ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

カナダ (中部)

ca-central-1

中国 (北京)

cn-north-1

中国 (寧夏)

cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

欧州 (パリ)

eu-west-3

欧州 (ストックホルム)

eu-north-1

ヨーロッパ (ミラノ)

eu-south-1

中東 (バーレーン)

me-south-1

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

AWS GovCloud (米国東部)

us-gov-east-1

AWS GovCloud (US-West)

us-gov-west-1

リソース属性リファレンス
このセクションでは、追加の動作や関係を制御するためにリソースに追加できる属性について詳しく説明
します。
トピック
• CreationPolicy 属性 (p. 6628)
• DeletionPolicy 属性 (p. 6631)
• DependsOn 属性 (p. 6633)
• Metadata 属性 (p. 6639)
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• UpdatePolicy 属性 (p. 6639)
• UpdateReplacePolicy 属性 (p. 6651)

CreationPolicy 属性
CreationPolicy 属性をリソースに関連付けて、AWS CloudFormation が指定数の成功シグナルを受信
するかまたはタイムアウト期間が超過するまでは、ステータスが作成完了にならないようにします。リ
ソースにシグナルを送信するには、cfn-signal (p. 6715) ヘルパースクリプトまたは SignalResource
API を使用できます。CloudFormation は、送信されたシグナル数を追跡できるように、有効なシグナルを
スタックイベントに発行します。
作成ポリシーは、CloudFormation が関連するリソースを作成するときのみ実行されます。現在、作成ポリ
シーをサポートしているリソースは CloudFormation のみです。
• AWS::AppStream::Fleet
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
• AWS::EC2::Instance
• AWS::CloudFormation::WaitCondition
スタックの作成に進む前にリソース設定アクションを待機する場合は、CreationPolicy 属性を使用し
ます。たとえば、EC2 インスタンスにソフトウェアアプリケーションをインストールして設定する際に、
先に進む前にこのアプリケーションを起動して実行する場合があります。このような場合、インスタンス
に CreationPolicy 属性を追加すると、アプリケーションがインストールされ設定された後に、インス
タンスに成功シグナルを送信します。詳細例については、「AWS CloudFormation による Amazon EC2 へ
のアプリケーションのデプロイ (p. 413)」を参照してください。

構文
JSON
"CreationPolicy" : {
"AutoScalingCreationPolicy" : {
"MinSuccessfulInstancesPercent" : Integer
},
"ResourceSignal" : {
"Count" : Integer,
"Timeout" : String
}
}

YAML
CreationPolicy:
AutoScalingCreationPolicy:
MinSuccessfulInstancesPercent: Integer
ResourceSignal:
Count: Integer
Timeout: String

CreationPolicy のプロパティ
AutoScalingCreationPolicy
Auto Scaling グループの置き換え更新 (p. 6640)では、いくつのインスタンスが成功の信号を送信する
と更新を続行するかを指定します。
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MinSuccessfulInstancesPercent
更新を成功させるために成功のシグナルを送信する必要があるインスタンスの、Auto Scaling 置
き換え更新における割合を指定します。0～100 の値を指定できます。CloudFormation は、10%
ごとに丸められます。たとえば、成功の最小割合が 50 の 5 つのインスタンスを更新する場合、3
つのインスタンスが成功のシグナルを送信する必要があります。Timeout プロパティで指定され
た時間内にインスタンスから信号が送信されない場合、CloudFormation ではインスタンスが作成
されなかったものとみなされます。
デフォルト: 100
Type: Integer
Required: No
ResourceSignal
CloudFormation で関連リソースを作成する際に、必要な成功シグナル数と CloudFormation が信号を
待機する時間を設定します。
Count
CloudFormation がリソースステータスを CREATE_COMPLETE に設定する前に必要な成功シ
グナルの受信数です。リソースが失敗シグナルを受信するか、またはタイムアウト期間が時
間切れになるまでに指定数のシグナルを受信しなかった場合、リソースの作成は失敗となり
CloudFormation はスタックをロールバックします。
デフォルト: 1
Type: Integer
Required: No
Timeout
CloudFormation が Count プロパティで指定された数のシグナルを待つ時間です。タイムアウト
期間は CloudFormation がリソース作成を開始した後に始まり、タイムアウトは指定した時間より
早くはなりませんが、わずかに遅くなる場合があります。指定できる最大時間は 12 時間です。
値は、ISO8601 日付/時刻形式である必要があります。「PT#H#M#S」形式で、「#」はそれぞ
れ、時間数、分数、秒数を表します。最良の結果を得るには、インスタンスが稼働を開始するの
に十分な時間を指定します。タイムアウトが短いと、ロールバックが発生する場合があります。
Default: PT5M (5 分)
Type: String
Required: No

例
Auto Scaling グループ
以下の例では、Auto Scaling グループへの作成ポリシーの追加方法を説明します。この作成ポリシーは 3
個の成功シグナルを要求し 15 分後にタイムアウトします。
インスタンスが Elastic Load Balancing ヘルスチェックに成功してから成功シグナルを送信する場合
は、cfn-init ヘルパースクリプトを使用してヘルスチェック検証を追加します。例については、Auto
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Scaling ローリング更新のサンプルテンプレートで verify_instance_health コマンドを参照してくだ
さい。

JSON
"AutoScalingGroup": {
"Type": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties": {
"AvailabilityZones": { "Fn::GetAZs": "" },
"LaunchConfigurationName": { "Ref": "LaunchConfig" },
"DesiredCapacity": "3",
"MinSize": "1",
"MaxSize": "4"
},
"CreationPolicy": {
"ResourceSignal": {
"Count": "3",
"Timeout": "PT15M"
}
},
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingScheduledAction" : {
"IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties" : "true"
},
"AutoScalingRollingUpdate" : {
"MinInstancesInService" : "1",
"MaxBatchSize" : "2",
"PauseTime" : "PT1M",
"WaitOnResourceSignals" : "true"
}
}
},
"LaunchConfig": {
"Type": "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Properties": {
"ImageId": "ami-16d18a7e",
"InstanceType": "t2.micro",
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join" : [ "", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"yum install -y aws-cfn-bootstrap\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e 0 --stack ", { "Ref": "AWS::StackName" },
" --resource AutoScalingGroup ",
" --region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
] ]
}
}
}
}

YAML
AutoScalingGroup:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Properties:
AvailabilityZones:
Fn::GetAZs: ''
LaunchConfigurationName:
Ref: LaunchConfig
DesiredCapacity: '3'
MinSize: '1'
MaxSize: '4'
CreationPolicy:
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ResourceSignal:
Count: '3'
Timeout: PT15M
UpdatePolicy:
AutoScalingScheduledAction:
IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties: 'true'
AutoScalingRollingUpdate:
MinInstancesInService: '1'
MaxBatchSize: '2'
PauseTime: PT1M
WaitOnResourceSignals: 'true'
LaunchConfig:
Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Properties:
ImageId: ami-16d18a7e
InstanceType: t2.micro
UserData:
"Fn::Base64":
!Sub |
#!/bin/bash -xe
yum update -y aws-cfn-bootstrap
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource
AutoScalingGroup --region ${AWS::Region}

WaitCondition
以下の例は、待機条件への作成ポリシーの追加方法について説明します。

JSON
"WaitCondition" : {
"Type" : "AWS::CloudFormation::WaitCondition",
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Timeout" : "PT15M",
"Count" : "5"
}
}
}

YAML
WaitCondition:
Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT15M
Count: 5

DeletionPolicy 属性
DeletionPolicy 属性を使用すると、スタックが削除された際にリソースを保持し、場合によっては
バックアップすることもできます。制御する各リソースに対して DeletionPolicy 属性を指定しま
す。DeletionPolicy 属性が設定されていない場合、AWS CloudFormation ではデフォルトでリソースが削除
されます。
この機能は、スタックから削除されるリソースにつながるスタック更新オペレーションにも適用されま
す。たとえば、スタックテンプレートからリソースを削除し、テンプレートでスタックを更新するとし
ます。この機能は、スタック更新オペレーション中に物理インスタンスが置き換えられるリソースには適
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用されません。例えば、リソースのプロパティを編集して、スタック更新中に CloudFormation がそのリ
ソースを置き換えるようにするとします。

Note
例外: AWS::RDS::DBCluster リソースと、DBClusterIdentifier プロパティを指定しない
AWS::RDS::DBInstance リソースのデフォルトポリシーは Snapshotです。
スタックが削除された際にリソースを保持するには、そのリソースに対して Retain を指定します。どの
リソースでも保持できます。たとえば、ネストされたスタック、Amazon S3 バケットや EC2 インスタン
スを保持して、スタックの削除後もそれらのリソースを使用したり変更したりできます。

Note
CloudFormation の外部のリソースを変更する場合は、保持ポリシーを使用してからスタックを削
除します。そうしないと、リソースが CloudFormation テンプレートの同期の対象から外れてス
タックエラーが発生する場合があります。
スナップショットをサポートするリソース (AWS::EC2::Volume など) の場合は、Snapshot を指定でき
ます。これにより、CloudFormation は、スナップショットを作成したうえで、リソースを削除するように
なります。
次のスニペットでは、Amazon S3 バケットリソースの削除ポリシーが Retain に設定されています。この
スタックを削除すると、CloudFormation は、バケットを削除することなく、そのまま維持します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myS3Bucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket",
"DeletionPolicy" : "Retain"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
myS3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
DeletionPolicy: Retain

DeletionPolicy のオプション
削除
CloudFormation は、スタックの削除時にリソースと (該当する場合) そのすべてのコンテンツを削除
します。この削除ポリシーは、あらゆるリソースタイプに追加することができます。デフォルトで
は、DeletionPolicy を指定しない場合、CloudFormation はリソースを削除します。ただし、以下の点
を考慮する必要があります。
• AWS::RDS::DBCluster リソースの場合、デフォルトポリシーは Snapshot です。
• AWS::RDS::DBInstance プロパティを指定しない DBClusterIdentifier リソースの場合、デ
フォルトポリシーは Snapshot です。
• Amazon S3 バケットでは、削除を成功させるためにはバケットのすべてのオブジェクトを削除する
必要があります。
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Retain
CloudFormation は、スタックを削除する際に、リソースやコンテンツを削除せず保持します。この削
除ポリシーは、あらゆるリソースタイプに追加することができます。CloudFormation がスタックを削
除すると、スタックの状態は Delete_Complete になりますが、保管されたリソースはその後も存在
し続けます。それらのリソースを削除するまでは、対象料金が課金されます。
更新オペレーションの場合は、次の考慮事項が適用されます。
• リソースが削除された場合、DeletionPolicy によって物理リソースは保持されます
が、CloudFormation のスコープからは削除されます。
• 物理的な新しいリソースを作成して古いリソースと置き換えるようにリソースが更新された場合、
古いリソースは、CloudFormation のスコープから削除されることも含め、完全に削除されます。
スナップショット
スナップショットをサポートするリソースについては、CloudFormation は削除前に、リソースの
スナップショットを作成します。CloudFormation がスタックを削除すると、スタックの状態は
Delete_Complete になりますが、このポリシーによって作成されたスナップショットはその後も存
在し続けます。それらのスナップショットを削除するまでは、対象料金が課金されます。
スナップショットをサポートするリソースは以下のとおりです。
• AWS::EC2::Volume
• AWS::ElastiCache::CacheCluster
• AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
• AWS::Neptune::DBCluster
• AWS::RDS::DBCluster
• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::Redshift::Cluster

DependsOn 属性
DependsOn 属性を使用すると、特定のリソースが他のリソースに続けて作成されるように指定できま
す。DependsOn 属性をリソースに追加した場合、そのリソースの作成は必ず、DependsOn 属性で指定し
たリソースの作成後に行われます。

Important
依存スタックには、ターゲットプロパティ !Ref および !GetAtt の形式で暗黙的な依存関係も
あります。たとえば、リソース A のプロパティでリソース B への !Ref を使用する場合、次の
ルールが適用されます。
• リソース B はリソース A の前に作成されます。
• リソース A はリソース B の前に削除されます。
• リソース B はリソース A の前に更新されます。
DependsOn 属性は任意のリソースで使用できます。以下に、代表的な用途をいくつか示します。
• 待機条件が有効になるタイミングを指定する。詳細については、「テンプレートでの待機条件の作
成 (p. 436)」を参照してください。
• 特定の順序で作成または削除する必要のあるリソースの依存関係を宣言する。たとえば、VPC のあるリ
ソースに対するゲートウェイアタッチメントの依存関係を明示的に宣言する必要があります。詳細につ
いては、「DependsOn 属性が必要なとき (p. 6635)」を参照してください。
• リソースを作成、更新、削除する際のデフォルトの並列処理を上書きする。AWS CloudFormation
は、可能な限り並行してリソースを作成、更新、削除します。その際、並行して処理できるテン
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プレート内のリソースとオペレーションの実行順序を左右する依存関係とが自動的に判断されま
す。DependsOn を使用して依存関係を明示的に指定することで、デフォルトの並列処理をオーバーラ
イドし、CloudFormation それらのリソースを決まった順序で処理するように CloudFormation に命令す
ることができます。

Note
スタックの更新時に、更新されたリソースに依存するリソースは自動的に更新されま
す。CloudFormation では、自動的に更新されるリソースは変更されませんが、スタックポリシー
がこれらのリソースに関連付けられている場合、アカウントにはそのポリシーを更新するための
アクセス権限が必要です。

構文
DependsOn 属性には、単一の文字列または一連の文字列を指定できます。
"DependsOn" : [ String, ... ]

例
次のテンプレートに含まれている AWS::EC2::Instance リソースの DependsOn 属性
は、myDB、AWS::RDS::DBInstance を指定します。CloudFormation は、このスタックを作成する際にま
ず myDB を作成し、その後、Ec2Instance を作成します。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1" : {
"AMI" : "ami-0ff8a91507f77f867"
},
"us-west-1" : {
"AMI" : "ami-0bdb828fd58c52235"
},
"eu-west-1" : {
"AMI" : "ami-047bb4163c506cd98"
},
"ap-northeast-1" : {
"AMI" : "ami-06cd52961ce9f0d85"
},
"ap-southeast-1" : {
"AMI" : "ami-08569b978cc4dfa10"
}
}
},
"Resources" : {
"Ec2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"RegionMap",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"AMI"

API バージョン 2010-05-15
6634

AWS CloudFormation ユーザーガイド
DependsOn

}

]

},
"DependsOn" : "myDB"

}

}

},
"myDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "MySQL",
"EngineVersion" : "5.5",
"MasterUsername" : "MyName",
"MasterUserPassword" : "MyPassword"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
AMI: ami-0ff8a91507f77f867
us-west-1:
AMI: ami-0bdb828fd58c52235
eu-west-1:
AMI: ami-047bb4163c506cd98
ap-northeast-1:
AMI: ami-06cd52961ce9f0d85
ap-southeast-1:
AMI: ami-08569b978cc4dfa10
Resources:
Ec2Instance:
Type: AWS::EC2::Instance
Properties:
ImageId:
Fn::FindInMap:
- RegionMap
- Ref: AWS::Region
- AMI
DependsOn: myDB
myDB:
Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: '5'
DBInstanceClass: db.t2.small
Engine: MySQL
EngineVersion: '5.5'
MasterUsername: MyName
MasterUserPassword: MyPassword

DependsOn 属性が必要なとき
VPC ゲートウェイのアタッチメント
VPC 内の一部のリソースはゲートウェイ (インターネットゲートウェイまたは VPN ゲートウェイのいず
れか) を必要とします。VPC、ゲートウェイ、ゲートウェイアタッチメントを CloudFormation テンプレー
トで定義する場合、ゲートウェイを必要とするリソースはすべて、そのゲートウェイアタッチメントに依
存することになります。たとえば、パブリック IP アドレスが割り当てられている Amazon EC2 インスタ
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ンスは、同じテンプレートで VPC リソースと InternetGateway リソースも宣言されている場合、VPC
ゲートウェイのアタッチメントに依存します。
現在、次のリソースは、関連付けられたパブリック IP アドレスを持ち、VPC 内にある場合、VPC ゲート
ウェイのアタッチメントに依存します。
• Auto Scaling グループ
• Amazon EC2 インスタンス
• Elastic Load Balancing ロードバランサー
• Elastic IP アドレス
• Amazon RDS データベースインスタンス
• インターネットゲートウェイを含む Amazon VPC のルート
VPN ゲートウェイがある場合、VPN ゲートウェイのルート伝達は、VPC ゲートウェイアタッチメントに
よって異なります。
以下のスニペットは、ゲートウェイのアタッチメントと、ゲートウェイアタッチメントに依存する
Amazon EC2 インスタンスの例です。

JSON
"GatewayToInternet" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCGatewayAttachment",
"Properties" : {
"VpcId" : {
"Ref" : "VPC"
},
"InternetGatewayId" : {
"Ref" : "InternetGateway"
}
}
},
"EC2Host" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"DependsOn" : "GatewayToInternet",
"Properties" : {
"InstanceType" : {
"Ref" : "EC2InstanceType"
},
"KeyName" : {
"Ref" : "KeyName"
},
"ImageId": {
"Fn::FindInMap": [
"AWSRegionArch2AMI",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
{
"Fn::FindInMap": [
"AWSInstanceType2Arch",
{
"Ref": "EC2InstanceType"
},
"Arch"
]
}
]
},
"NetworkInterfaces" : [
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}

}

]

}

"GroupSet" : [
{
"Ref" : "EC2SecurityGroup"
}
],
"AssociatePublicIpAddress" : "true",
"DeviceIndex" : "0",
"DeleteOnTermination" : "true",
"SubnetId" : {
"Ref" : "PublicSubnet"
}

YAML
GatewayToInternet:
Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
Properties:
VpcId:
Ref: VPC
InternetGatewayId:
Ref: InternetGateway
EC2Host:
Type: AWS::EC2::Instance
DependsOn: GatewayToInternet
Properties:
InstanceType:
Ref: EC2InstanceType
KeyName:
Ref: KeyName
ImageId:
Fn::FindInMap:
- AWSRegionArch2AMI
- Ref: AWS::Region
- Fn::FindInMap:
- AWSInstanceType2Arch
- Ref: EC2InstanceType
- Arch
NetworkInterfaces:
- GroupSet:
- Ref: EC2SecurityGroup
AssociatePublicIpAddress: 'true'
DeviceIndex: '0'
DeleteOnTermination: 'true'
SubnetId:
Ref: PublicSubnet

Amazon ECS サービスと Auto Scaling グループ
Amazon ECS cluster 向けのコンテナインスタンスを作成する際 Auto Scaling あるいは Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) を使用する場合、次のスニペットに示すように、Amazon ECS サービスリ
ソースに Auto Scaling グループまたは Amazon EC2 インスタンスに対する依存性があることが必要です。
これにより、コンテナインスタンスが利用可能となり、CloudFormation が Amazon ECS サービスを作成
する前に、Amazon ECS cluster に関連付けられます。

JSON
"service": {
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}

"Type": "AWS::ECS::Service",
"DependsOn": [
"ECSAutoScalingGroup"
],
"Properties" : {
"Cluster": {
"Ref": "ECSCluster"
},
"DesiredCount": "1",
"LoadBalancers": [
{
"ContainerName": "simple-app",
"ContainerPort": "80",
"LoadBalancerName" : {
"Ref" : "EcsElasticLoadBalancer"
}
}
],
"Role" : {
"Ref":"ECSServiceRole"
},
"TaskDefinition" : {
"Ref":"taskdefinition"
}
}

YAML
service:
Type: AWS::ECS::Service
DependsOn:
- ECSAutoScalingGroup
Properties:
Cluster:
Ref: ECSCluster
DesiredCount: 1
LoadBalancers:
- ContainerName: simple-app
ContainerPort: 80
LoadBalancerName:
Ref: EcsElasticLoadBalancer
Role:
Ref: ECSServiceRole
TaskDefinition:
Ref: taskdefinition

IAM ロールポリシー
AWS の追加呼び出しを行うリソースには、ユーザーに代わってサービスに AWS の呼び出しを許可
するサービスロールが必要となります。たとえば、AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup リ
ソースには、インスタンスにアプリケーションをデプロイする権限を CodeDeploy に持たせるサー
ビスロールが必要です。サービスロール、ロールのポリシー (AWS::IAM::Policy リソースまたは
AWS::IAM::ManagedPolicy リソースを使用して)、およびそのロールを使用するリソースを定義する単
一のテンプレートがある場合は、リソースがそのロールのポリシーに依存するように、依存性を追加しま
す。この依存性により、ポリシーがリソースのライフサイクルを通じて利用できるようになります。
たとえば、デプロイグループリソース、サービスロール、およびロールのポリシーを持つテンプレートが
あるとしましょう。スタックの作成時に、CloudFormation はロールのポリシーを作成するまでデプロイグ
ループを作成しません。依存関係がない場合、CloudFormation はロールのポリシーを作成する前にデプロ
イグループリソースを作成できます。そうすると、デプロイグループは権限が不順分なため作成に失敗し
ます。
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ロールにポリシーが組み込まれている場合は、依存関係を指定しないでください。CloudFormation は、
ロールとポリシーを同時に作成します。

Metadata 属性
リソースには、メタデータ属性を使用して構造化データを関連付けることができます。リソースにメタ
データ属性を追加することで、JSON または YAML 形式のデータをリソースの宣言に追加することができ
ます。また、メタデータ属性内で組み込み関数 (GetAtt (p. 6676)、Ref (p. 6695) など) やパラメータ、擬
似パラメータを使用し、その解釈に基づく値を追加することもできます。

Note
AWS CloudFormation は、メタデータ属性内の構文を検証しません。

Important
CloudFormation は、メタデータ属性に含める情報の編集または難読化を行いません。このセク
ションを使用してパスワードやシークレットなどの機密情報を保存しないことを強くお勧めしま
す。
このデータは、AWS コマンド aws cloudformation describe-stack-resource または
DescribeStackResource アクションを使用して取得できます。

例
次のテンプレートでは、Amazon S3 バケットリソースにメタデータ属性が使用されています。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"MyS3Bucket" : {
"Type" : "AWS::S3::Bucket",
"Metadata" : {
"Object1" : "Location1",
"Object2" : "Location2"
}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources:
MyS3Bucket:
Type: AWS::S3::Bucket
Metadata:
Object1: Location1
Object2: Location2

UpdatePolicy 属性

UpdatePolicy 属性を使用して、AWS CloudFormation
が、AWS::AppStream::Fleet、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup、AWS::ElastiCache::ReplicationGr
または AWS::Lambda::Alias のリソースに対する更新を処理する方法を指定できます。
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• AWS::AppStream::Fleet リソースについては、CloudFormation が新しい AppStream 2.0 エージェ
ントソフトウェアで Image Builder を更新できます。詳細については、AppStream 2.0 バージョンの管
理を参照してください。
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースの場合、CloudFormation は加える変更のタイ
プ、またはスケジュールされたアクションが Auto Scaling グループに関連付けられているかどうかに応
じて、3 つの更新ポリシーのいずれかを呼び出します。
• AutoScalingReplacingUpdate ポリシーと AutoScalingRollingUpdate ポリシーは、次の操
作が一つ以上実施された場合にのみ適用されます。
• Auto Scaling グループの AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration を変更します。
• Auto Scaling グループの VPCZoneIdentifier プロパティの変更
• Auto Scaling グループの LaunchTemplate プロパティの変更
• 現在の LaunchConfiguration に一致しないインスタンスを含む Auto Scaling グループを更新し
ます。
AutoScalingReplacingUpdate ポリシーと AutoScalingRollingUpdate ポリシーの両方を指
定した場合、WillReplace プロパティを true に設定すると AutoScalingReplacingUpdate が
優先されます。
• AutoScalingScheduledAction ポリシーが適用されるのは、スケジュールされたアクションが関
連付けられている Auto Scaling グループを含むスタックを更新する場合です。
• AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソースの場合、CloudFormation は全体を置き換えるの
ではなく、シャードを追加または削除してレプリケーショングループのシャードを変更できます。詳細
については、「UseOnlineResharding ポリシー (p. 6645)」を参照してください。
• AWS::OpenSearchService::Domain および AWS::Elasticsearch::Domain レガシーリソース
の場合、CloudFormation は、リソース全体を置き換えることなく、OpenSearch Service ドメインを
新しいバージョンの OpenSearch または Elasticsearch にアップグレードできます。詳細については、
「EnableVersionUpgrade ポリシー (p. 6646)」を参照してください。
• AWS::Lambda::Alias リソースの場合、エイリアスでバージョンが変更されたときに CloudFormation
は CodeDeploy のデプロイを実行します。詳細については、「CodeDeployLambdaAliasUpdate ポリ
シー (p. 6646)」を参照してください。

AutoScalingReplacingUpdate ポリシー
AWS CloudFormation が Auto Scaling グループの置き換え更新を処理する方法を指定するに
は、AutoScalingReplacingUpdate ポリシーを使用します。このポリシーでは、AWS CloudFormation
が Auto Scaling グループを新しいグループで置き換えるのか、Auto Scaling グループ内のインスタンスの
み置き換えるのかを指定できます。

Important
更新を実行する前に、新旧両方の Auto Scaling グループに Amazon EC2 キャパシティーが十分あ
ることを確認してください。

構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingReplacingUpdate (p. 6640)" : {
"WillReplace" : Boolean
}
}

YAML
UpdatePolicy:
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AutoScalingReplacingUpdate (p. 6640):
WillReplace: Boolean

プロパティ
WillReplace
Auto Scaling グループとそこに含まれるインスタンスが更新時に置き換えられるかどうかを指定しま
す。置き換えられる場合、CloudFormation は新しいグループの作成が完了するまで古いグループを保
持します。更新に失敗した場合、CloudFormation は古い Auto Scaling グループにロールバックし、新
しい Auto Scaling グループを削除できます。
CloudFormation は、新しいグループを作成するとき、インスタンスをデタッチすることもアタッチす
ることもありません。新しい Auto Scaling グループを正常に作成すると、CloudFormation はクリーン
アッププロセス中に古い Auto Scaling グループを削除します。
WillReplace パラメーターを設定するときは、必ず一致する CreationPolicy を指定してくだ
さい。インスタンスの最小数 (MinSuccessfulInstancesPercent プロパティにより指定) が
Timeout 期間内 (CreationPolicy ポリシーにより指定) に成功のシグナルを送信しない場合、置き
換え更新に失敗し、AWS CloudFormation は古い Auto Scaling グループにロールバックします。
Type: Boolean
Required: No

AutoScalingRollingUpdate ポリシー
CloudFormation が Auto Scaling グループのローリング更新を処理する方法を指定するに
は、AutoScalingRollingUpdate ポリシーを使用します。ローリング更新では、AWS CloudFormation
が Auto Scaling グループ内のインスタンスをバッチで更新するか、一度にすべて更新するかを指定できま
す。

Important
ローリング更新中、CloudFormation がローリング更新を完了する前に、一部の Auto Scaling プ
ロセスが Auto Scaling グループに変更を行うことがあります。これらの変更により、ローリング
更新が失敗する場合があります。ローリング更新中の Auto Scaling プロセスの実行を防止するに
は、SuspendProcesses プロパティを使用します。詳細については、「Auto Scaling グループ
ローリング更新を実行するための推奨ベストプラクティスは何か?」を参照してください。
スタック更新のロールバックオペレーション中に、CloudFormation は現在のスタックの更新処理の前に
テンプレートで指定されている UpdatePolicy 設定を使用することに注意してください。たとえば、ス
タックテンプレートの UpdatePolicy で MaxBatchSize を 1 から 10 に変更したとします。その後、ス
タック更新を実行して、更新が失敗すると CloudFormation は更新ロールバックオペレーションを開始し
ます。このような場合、CloudFormation は最大バッチサイズとして 10 ではなく 1 を使用します。このた
め、ローリング更新を開始する可能性が高い AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースへの
アップデートとは別に、事前にスタック更新で UpdatePolicy 設定を変更することをお勧めします。

構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingRollingUpdate (p. 6641)" : {
"MaxBatchSize" : Integer,
"MinInstancesInService" : Integer,
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}

}

"MinSuccessfulInstancesPercent" : Integer,
"PauseTime" : String,
"SuspendProcesses" : [ List of processes ],
"WaitOnResourceSignals" : Boolean

YAML
UpdatePolicy:
AutoScalingRollingUpdate (p. 6641):
MaxBatchSize: Integer
MinInstancesInService: Integer
MinSuccessfulInstancesPercent: Integer
PauseTime: String
SuspendProcesses:
- List of processes
WaitOnResourceSignals: Boolean

プロパティ
MaxBatchSize
CloudFormation が更新するインスタンスの最大数を指定します。
デフォルト: 1
最大: 100
Type: Integer
Required: No
MinInstancesInService
Auto Scaling が古いインスタンスを更新している間、CloudFormation グループ内で使用中となる必要
があるインスタンスの最小数を指定します。この値は Auto Scaling グループの MaxSize よりも小さく
する必要があります。
デフォルト: 0
Type: Integer
Required: No
MinSuccessfulInstancesPercent
更新を成功させるために成功のシグナルを送信する必要があるインスタンスの、 Auto Scaling ローリ
ング更新における割合を指定します。0～100 の値を指定できます。CloudFormation は、10% ごとに
丸められます。たとえば、成功の最小割合が 50 の 5 つのインスタンスを更新する場合、3 つのイン
スタンスが成功のシグナルを送信する必要があります。
PauseTime プロパティで指定された時間内にインスタンスから信号が送信されない場
合、CloudFormation ではインスタンスが更新されなかったものとみなされます。
このプロパティを指定する場合、WaitOnResourceSignals プロパティと PauseTime プロパティ
も有効にする必要があります。
MinSuccessfulInstancesPercent パラメータは、シグナリング目的のインスタ
ンスにのみ適用されます。Auto Scaling グループ内のインスタンス数を指定するに
API バージョン 2010-05-15
6642

AWS CloudFormation ユーザーガイド
UpdatePolicy

は、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースの MinSize プロパティ、MaxSize プロパティ、
および DesiredCapacity プロパティを参照してください。
デフォルト: 100
Type: Integer
Required: No
PauseTime
インスタンスにソフトウェアアプリケーションを起動する時間を与えるために、それらのインスタン
スのバッチに変更を加えた後に CloudFormation が一時停止する時間の長さ。たとえば、Auto Scaling
グループ内のインスタンスの数をスケールアップする場合は PauseTime を指定する必要がありま
す。
WaitOnResourceSignals プロパティを有効にした場合、PauseTime は、Auto Scaling グループが
追加されたインスタンスか置き換えられたインスタンスから有効なシグナルを必要な数受け取るのを
CloudFormation が待機する必要がある時間の長さです。Auto Scaling グループが受け取るシグナルが
所定の数に達する前に PauseTime を超過すると、更新は失敗します。最良の結果を得るには、アプ
リケーションが起動する十分な時間を確保できる期間を指定します。更新をロールバックする必要が
ある場合、PauseTime が短いとロールバックに失敗する可能性があります。
PauseTime は、ISO8601 期間形式 (PT#H#M#S の形式。それぞれの # は時間数、分数、秒数を示し
ます) で指定します。最大 PauseTime は 1 時間 (PT1H) です。
デフォルト: PT0S (0 秒)WaitOnResourceSignals プロパティを true に設定すると、デフォルトは
PT5M になります。
Type: String
Required: No
SuspendProcesses
スタックの更新中に Auto Scaling プロセスが停止されるように指定します。プロセスを停止する
と、Auto Scaling がスタックの更新に干渉しなくなります。たとえば、Amazon EC2 Auto Scaling が
アラームに関連付けられたスケーリングポリシーを実行しないようにアラームを停止できます。有効
な値については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス の SuspendProcesses アクションの
ScalingProcesses.member.N パラメータを参照してください。
デフォルト: 指定されていません
タイプ: Auto Scaling プロセスのリスト
Required: No
WaitOnResourceSignals
Auto Scaling グループが更新中に新しいインスタンスからのシグナルを待機するかどうかを指定しま
す。インスタンスがインストールを完了し、アプリケーションを設定した後で、Auto Scaling グルー
プの更新を実施するようにする場合は、このプロパティを使用します。新しい EC2 インスタンスが
Auto Scaling グループで起動されると AWS CloudFormation はグループの更新を停止します。AWS
CloudFormation が更新を続行するには、指定された PauseTime 内に新しいインスタンスからシグナ
ルを受け取る必要があります。Auto Scaling グループにシグナルを送信するには、cfn-signal ヘルパー
スクリプトまたは SignalResource API を使用します。
インスタンスが Elastic Load Balancing ヘルスチェックに成功してから成功シグナルを送信する場合
は、cfn-init ヘルパースクリプトを使用してヘルスチェック検証を追加します。例については、Auto
Scaling ローリング更新のサンプルテンプレートで verify_instance_health コマンドを参照して
ください。
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デフォルト: false
Type: Boolean
Required: Conditional.MinSuccessfulInstancesPercent プロパティを指定する場
合、WaitOnResourceSignals プロパティと PauseTime プロパティも有効にする必要がありま
す。

AutoScalingScheduledAction ポリシー
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースがスケジュールされたアクションに関連付けられ
ている場合に、AWS CloudFormation が MinSize、MaxSize、DesiredCapacity の各プロパティの更
新を処理する方法を指定するには、AutoScalingScheduledAction ポリシーを使用します。
スケジュールされたアクションを使用すると、Auto Scaling グループのグループサイズプロパ
ティはいつでも変化する可能性があります。Auto Scaling グループやスケジュールされたアクショ
ンを含むスタックが更新されると、スケジュールされたアクションが有効になっている場合で
も、CloudFormation は Auto Scaling グループのグループサイズのプロパティ値を、テンプレート内の
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースで定義されている値に設定します。
スケジュールされたアクションが有効なときに CloudFormation がどのグループサイズプロパティ
値も変更しないようにするには、AutoScalingScheduledAction 更新ポリシーを使用して
IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties を true に設定し、テンプレートで値を変更しない限
り、CloudFormation が MinSize、MaxSize、または DesiredCapacity プロパティを変更しないよう
にします。

構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingScheduledAction (p. 6644)" : {
"IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties" : Boolean
}
}

YAML
UpdatePolicy:
AutoScalingScheduledAction (p. 6644):
IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties: Boolean

プロパティ
IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties
true の場合、スタックの更新中に、現在の Auto Scaling グループとテンプレートの
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup リソースに記述されている Auto Scaling グループと
の間のグループサイズプロパティの違いを AWS CloudFormation が無視します。テンプレートのグ
ループサイズプロパティ値のいずれかを変更した場合、AWS CloudFormation は変更後の値を使用し
て、Auto Scaling グループを更新します。
デフォルト: false
Type: Boolean
Required: No
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UseOnlineResharding ポリシー
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソース全体を置き換えるのではなく、シャードを追加または削除
してレプリケーションを変更するには、UseOnlineResharding 更新ポリシーを使用します。
UseOnlineResharding が true に設定されている場合、AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
リソースの NumNodeGroups プロパティと NodeGroupConfiguration プロパティを更新で
き、CloudFormation は中断することなく、これらのプロパティを更新します。UseOnlineResharding
が false に設定されている場合、または指定しない場合、NumNodeGroups プロパ
ティおよび NodeGroupConfiguration プロパティを更新すると、CloudFormation が
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup リソース全体を置き換えます。
UseOnlineResharding 更新ポリシーにはプロパティがありません。
UseOnlineResharding 更新ポリシーを true に設定するときは、次の点を考慮します。
• 指定されたスタック更新オペレーションの唯一の更新として、NodeGroupConfiguration プロパティ
および NumNodeGroups プロパティの更新を実行することを強くお勧めします。
レプリケーショングループのノードグループ構成の更新は、リソースに大きな負荷がかかります。ス
タックの更新が失敗した場合、CloudFormation はレプリケーショングループのノードグループ設定の変
更をロールバックしません。ただし、CloudFormation は失敗した更新オペレーションの一部として変更
された他のすべてのプロパティをロールバックします。
• ノードグループを更新するためには、すべてのノードグループを特定する必要があります。
NodeGroupConfiguration プロパティを指定した場合、CloudFormation が中断することなくノード
の数を更新するために、各ノードグループ設定に対して NodeGroupId も指定する必要があります。
レプリケーショングループの作成時に、各ノードグループの ID を指定しない場合、ElastiCache
は各ノードグループの ID を自動的に生成します。中断することなくレプリケーショングループを
更新するには、ElastiCache コンソール (https://console.aws.amazon.com/elasticache/)、または
DescribeReplicationGroups を使用して、レプリケーショングループのすべてのノードグループの ID を
取得します。次に、シャードの追加や削除を行う前に、スタックテンプレートの各ノードグループの ID
を指定します。

Note
ベストプラクティスとして、スタックテンプレートでレプリケーショングループを作成すると
きに、指定した各ノードグループの ID を含めます。
さらに、中断することなくノードの数を更新するには、各 NodeGroupConfiguration に対して
PrimaryAvailabilityZone、ReplicaAvailabilityZones、ReplicaCount のプロパティを正
確に指定する必要があります。ここでも、ElastiCache コンソール (https://console.aws.amazon.com/
elasticache/) または DescribeReplicationGroups を使用して、各ノードグループの実際の値を取得しス
タックテンプレートの値と比較します。ノードグループのプロパティ値は、個別のスタックの更新とし
て、またはノードグループの数を変更する同じスタックの更新の一部として更新できます。
UseOnlineResharding 更新ポリシーを使用して中断することなくノードグループの数を更新する
と、ElastiCache は指定された数のスロット間でキースペースを均等に分散します。これは後で更新で
きません。したがって、この方法でノードグループの数を更新した後で、各ノードグループ内の実際
の値が反映されなくなるため、スタックテンプレートからそれぞれの NodeGroupConfiguration の
Slots プロパティに指定された値を削除する必要があります。
• 実際のノードグループの削除結果は異なる場合があります。
現在のノードグループの数より小さい NumNodeGroups 値を指定すると、CloudFormation は
ElastiCache に指定した数のノードに到達できるように必要な数のノードグループを削除するように指
示します。ただし、ElastiCache は必ずしも必要な数のノードグループを削除できるとは限りません。
イベントで ElastiCache が必要な数のノードグループを削除できない場合、CloudFormation ではこれを
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警告するスタックイベントが生成されます。ElastiCache がいずれのノードグループも削除できない場
合、CloudFormation リソースの更新は失敗します。
レプリケーショングループの変更方法の詳細については、Amazon ElastiCache API Reference の
「ModifyReplicationGroupShardConfiguration」を参照してください。

構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"UseOnlineResharding (p. 6645)" : Boolean
}

YAML
UpdatePolicy:
UseOnlineResharding (p. 6645): Boolean

EnableVersionUpgrade ポリシー
AWS::OpenSearchService::Domain または AWS::Elasticsearch::Domain リソース全体を置き換えるのでは
なく、新しいバージョンの OpenSearch または Elasticsearch に OpenSearch Service ドメインをアップグ
レードするには、EnableVersionUpgrade 更新ポリシーを使用します。
EnableVersionUpgrade が true に設定されている場合、AWS::OpenSearchService::Domain リ
ソースの EngineVersion プロパティ (または レガシー AWS::Elasticsearch::Domain リソース
の ElasticsearchVersion プロパティ) を更新でき、CloudFormation は中断することなくそのプロパ
ティを更新します。EnableVersionUpgrade が false に設定されている場合、または指定しない場
合、 EngineVersion または ElasticsearchVersion プロパティを更新すると、CloudFormation が
AWS::OpenSearchService::Domain/AWS::Elasticsearch::Domain リソース全体を置き換えま
す。
EnableVersionUpgrade 更新ポリシーにはプロパティがありません。
OpenSearch Service ドメインのアップグレードの詳細については、Amazon OpenSearch Service
Developer Guide の「UpgradeDomain」を参照してください。

構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"EnableVersionUpgrade (p. 6646)" : Boolean
}

YAML
UpdatePolicy:
EnableVersionUpgrade (p. 6646): Boolean

CodeDeployLambdaAliasUpdate ポリシー
CodeDeployLambdaAliasUpdate リソースでのバージョンの変更時に CodeDeploy デプロイを実行する
には、AWS::Lambda::Alias 更新ポリシーを使用します。
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構文
JSON
"UpdatePolicy" : {
"CodeDeployLambdaAliasUpdate (p. 6646)" : {
"AfterAllowTrafficHook" : String,
"ApplicationName" : String,
"BeforeAllowTrafficHook" : String,
"DeploymentGroupName" : String
}
}

YAML
UpdatePolicy:
CodeDeployLambdaAliasUpdate (p. 6646):
AfterAllowTrafficHook: String
ApplicationName: String
BeforeAllowTrafficHook: String
DeploymentGroupName: String

プロパティ
AfterAllowTrafficHook
トラフィックのルーティングが完了した後に実行する Lambda 関数の名前。
Required: No
タイプ: 文字列
ApplicationName
CodeDeploy アプリケーションの名前。
必須: はい
タイプ: 文字列
BeforeAllowTrafficHook
トラフィックのルーティングが開始する前に実行する Lambda 関数の名前。
Required: No
タイプ: 文字列
DeploymentGroupName
CodeDeploy デプロイグループの名前。ここでは、トラフィック移行ポリシーが設定されます。
Required: Yes
タイプ: 文字列
AWS::Lambda::Alias リソースの UpdatePolicy 属性を指定する例については、「Lambda エイリア
スの更新ポリシー (p. 6650)」を参照してください。

例
次の例では、更新グループを Auto Scaling グループに追加する方法と、メタデータの更新時に可用性を維
持する方法を示します。
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Auto Scaling グループに UpdatePolicy を追加します。
次の例は、更新ポリシーの追加方法を示しています。更新中、Auto Scaling グループは 2 個のインスタン
スのバッチを更新し、少なくとも 1 つのインスタンスをサービスで最低 1 個のインスタンスを稼動状態に
します。WaitOnResourceSignals フラグが設定されているため、Auto Scaling グループはグループに
追加される新しいインスタンスを待機します。新しいインスタンスは、次のインスタンスのバッチを更新
する前に、Auto Scaling グループにシグナルを送信する必要があります。

JSON
"ASG" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [
"us-east-1a",
"us-east-1b"
],
"DesiredCapacity" : "1",
"LaunchConfigurationName" : {
"Ref" : "LaunchConfig"
},
"MaxSize" : "4",
"MinSize" : "1"
},
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingScheduledAction" : {
"IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties" : "true"
},
"AutoScalingRollingUpdate" : {
"MinInstancesInService" : "1",
"MaxBatchSize" : "2",
"WaitOnResourceSignals" : "true",
"PauseTime" : "PT10M"
}
}
},
"ScheduledAction" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::ScheduledAction",
"Properties" : {
"AutoScalingGroupName" : {
"Ref" : "ASG"
},
"DesiredCapacity" : "2",
"StartTime" : "2017-06-02T20 : 00 : 00Z"
}
}

YAML
ASG:
Type: 'AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup'
Properties:
AvailabilityZones:
- us-east-1a
- us-east-1b
DesiredCapacity: '1'
LaunchConfigurationName:
Ref: LaunchConfig
MaxSize: '4'
MinSize: '1'
UpdatePolicy:
AutoScalingScheduledAction:
IgnoreUnmodifiedGroupSizeProperties: 'true'
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AutoScalingRollingUpdate:
MinInstancesInService: '1'
MaxBatchSize: '2'
WaitOnResourceSignals: 'true'
PauseTime: PT10M
ScheduledAction:
Type: 'AWS::AutoScaling::ScheduledAction'
Properties:
AutoScalingGroupName:
Ref: ASG
DesiredCapacity: '2'
StartTime: '2017-06-02T20 : 00 : 00Z'

AutoScalingReplacingUpdate ポリシー
次の例では、関連付けられた Auto Scaling グループを更新時に強制的に置き換えるポリシーを宣言してい
ます。更新が成功するためには、インスタンスの割合 (MinSuccessfulPercentParameter パラメー
ターにより指定) が Timeout 期間内に成功のシグナルを送信する必要があります。

JSON
"UpdatePolicy" : {
"AutoScalingReplacingUpdate" : {
"WillReplace" : "true"
}
},
"CreationPolicy" : {
"ResourceSignal" : {
"Count" : { "Ref" : "ResourceSignalsOnCreate"},
"Timeout" : "PT10M"
},
"AutoScalingCreationPolicy" : {
"MinSuccessfulInstancesPercent" : { "Ref" : "MinSuccessfulPercentParameter" }
}
}

YAML
UpdatePolicy:
AutoScalingReplacingUpdate:
WillReplace: 'true'
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Count: !Ref 'ResourceSignalsOnCreate'
Timeout: PT10M
AutoScalingCreationPolicy:
MinSuccessfulInstancesPercent: !Ref 'MinSuccessfulPercentParameter'

cfn-init Helper スクリプトのメタデータを更新する際の可用性の維持
インスタンスにソフトウェアアプリケーションをインストールすると
き、AWS::CloudFormation::Init メタデータキーと cfn-init ヘルパースクリプトを使用し
て、Auto Scaling グループ内のインスタンスをブートストラップします。CloudFormation は、パッケージ
をインストールしてコマンドを実行し、メタデータに記述された他のブートストラップアクションを実行
します。
メタデータのみ更新する場合 (たとえば、パッケージを別のバージョンに更新する場合)、cfn-hup ヘ
ルパーデーモンを使用して更新を検出し、適用できます。ただし、cfn-hup デーモンはインスタンス
ごとに別個に実行されます。デーモンがすべてのインスタンスで同時に実行されてしまった場合、ア
プリケーションまたはサービスが更新中に使用不可能になる可能性があります。可用性を確保するに
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は、CloudFormation が一度に 1 つのバッチでインスタンスを更新するようにローリング更新を強制しま
す。

Important
ローリング更新ポリシーを強制するには、CloudFormation が新しいインスタンスを作成した後、
古いインスタンスを削除する必要があります。古いインスタンスに保存されている情報は失われ
ます。
ローリング更新を強制するには、起動設定リソースの論理 ID を変更した後、スタックと、元のロジッ
ク ID (関連付けられた Auto Scaling グループなど) を指すすべての参照を更新します。CloudFormation
は、Auto Scaling グループでローリング更新をトリガーして、すべてのインスタンスを置き換えます。

元のテンプレート
"LaunchConfig": {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple PHP application",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
...
}
}
}

更新された論理 ID
"LaunchConfigUpdateRubygemsPkg": {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"Comment" : "Install a simple PHP application",
"AWS::CloudFormation::Init" : {
...
}
}
}

Lambda エイリアスの更新ポリシー
次の例では、UpdatePolicy リソースの AWS::Lambda::Alias 属性を指定します。デプロイの詳細は
すべて、ポリシーに渡されるアプリケーションおよびデプロイグループによって定義されます。

JSON
"Alias": {
"Type": "AWS::Lambda::Alias",
"Properties": {
"FunctionName": {
"Ref": "LambdaFunction"
},
"FunctionVersion": {
"Fn::GetAtt": [
"FunctionVersionTwo",
"Version"
]
},
"Name": "MyAlias"
},
"UpdatePolicy": {
"CodeDeployLambdaAliasUpdate": {
"ApplicationName": {
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}

}

}

"Ref": "CodeDeployApplication"
},
"DeploymentGroupName": {
"Ref": "CodeDeployDeploymentGroup"
},
"BeforeAllowTrafficHook": {
"Ref": "PreHookLambdaFunction"
},
"AfterAllowTrafficHook": {
"Ref": "PreHookLambdaFunction"
}

YAML
Alias:
Type: 'AWS::Lambda::Alias'
Properties:
FunctionName: !Ref LambdaFunction
FunctionVersion: !GetAtt FunctionVersionTwo.Version
Name: MyAlias
UpdatePolicy:
CodeDeployLambdaAliasUpdate:
ApplicationName: !Ref CodeDeployApplication
DeploymentGroupName: !Ref CodeDeployDeploymentGroup
BeforeAllowTrafficHook: !Ref PreHookLambdaFunction
AfterAllowTrafficHook: !Ref PreHookLambdaFunction

UpdateReplacePolicy 属性
UpdateReplacePolicy 属性では、スタック更新オペレーションでリソースを置き換えるときに、リ
ソースの既存の物理インスタンスを保持したり、必要に応じてバックアップしたりします。
スタックの更新を開始すると、AWS CloudFormation は、送信された内容とスタックの現在のテンプレー
トおよびパラメータの違いに基づいてリソースを更新します。リソースプロパティの更新に伴ってリソー
スの置換 (p. 137)が必要となる場合、CloudFormation は更新時にリソースを再作成します。リソースを
再作成すると、新しい物理 ID が生成されます。CloudFormation は、最初に置換リソースを作成してか
ら、他の依存リソースから参照を変更して、置換リソースをポイントするようにします。デフォルトで
は、CloudFormation は古いリソースを削除します。UpdateReplacePolicy では、CloudFormation で古
いリソースを保持するか、必要に応じて古いリソースのスナップショットを作成するかを指定できます。
スナップショットをサポートするリソース (AWS::EC2::Volume など) の場合は、Snapshot を指定
し、CloudFormation でスナップショットを作成してから古いリソースインスタンスを削除します。
UpdateReplacePolicy 属性は、任意のリソースに適用できます。UpdateReplacePolicy が実行
されるのは、更新するリソースプロパティの更新動作が Replacement (p. 137) と指定されている場合に
限ります。これにより、CloudFormation は古いリソースを新しいリソースに置き換えて新しい物理 ID
を割り当てます。例えば、AWS::RDS::DBInstance リソースタイプの Engine プロパティを更新する
と、CloudFormation によって新しいリソースが作成され、現在の DB インスタンスリソースと置き換え
られます。次に、UpdateReplacePolicy 属性は、CloudFormation による古い DB インスタンスの削
除、保持、またはスナップショットの作成を行うかどうかを指定します。リソースの各プロパティの更新
動作は、AWS リソースおよびプロパティタイプのリファレンス (p. 756) で、そのリソースに関する参
照トピックに指定されています。リソースの更新動作の詳細については、「スタックのリソースの更新動
作 (p. 137)」を参照してください。
UpdateReplacePolicy 属性は、変更セット (p. 140)を使用して実行されるスタックの更新に加えて、直
接実行するスタックの更新 (p. 163)に適用されます。
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Note
保持されたリソースは存続し、削除されるまでは、該当する料金が引き続き発生します。このポ
リシーを使用して作成されたスナップショットは引き続き存在し、それらのスナップショットを
削除するまで該当の料金が発生します。UpdateReplacePolicy は、古い物理リソースまたはス
ナップショットを保持しますが、CloudFormation のスコープからは削除します。
UpdateReplacePolicy は、スタックの更新時に置き換えるリソースにのみ適用されるという点
で、DeletionPolicy (p. 6631) 属性とは異なります。DeletionPolicy は、スタックの削除時にリソースを削
除する場合や、スタック更新の一環としてリソース定義自体をテンプレートから削除する場合に使用しま
す。
次のスニペットに示す Amazon RDS データベースインスタンスリソースでは、置換ポリシーとして
Retain を使用しています。このリソースが新しいリソースに置き換えられて新しい物理 ID が割り当てら
れると、CloudFormation は古いデータベースインスタンスを削除せずに保持します。

JSON
{

}

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Resources" : {
"myDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"DeletionPolicy" : "Retain",
"UpdateReplacePolicy" : "Retain",
"Properties" : {}
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myDB:
Type: 'AWS::RDS::DBInstance'
DeletionPolicy: Retain
UpdateReplacePolicy: Retain
Properties: {}

UpdateReplacePolicy オプション
削除
CloudFormation はリソースの置換に伴ってリソースとそのすべてのコンテンツ (該当する場
合) を削除します。このポリシーは、任意のリソースタイプに追加できます。デフォルトで
は、UpdateReplacePolicy を指定しない場合、CloudFormation はリソースを削除します。ただ
し、次の点を考慮する必要があります。
Amazon S3 バケットでは、削除を成功させるためにはバケットのすべてのオブジェクトを削除する必
要があります。
Retain
CloudFormation はリソースの置換に伴ってリソースを保持します。リソースやそのコンテンツは削
除されません。このポリシーは、任意のリソースタイプに追加できます。保持されたリソースは存続
し、削除されるまでは、該当する料金が引き続き発生します。
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リソースを置き換えると、古い物理リソースは、UpdateReplacePolicy には保持されます
が、CloudFormation のスコープからは削除されます。
スナップショット
スナップショットをサポートするリソースについては、CloudFormation は削除前に、リソースのス
ナップショットを作成します。このポリシーで作成されたスナップショットは存続し、削除されるま
では、該当する料金が引き続き発生します。

Note
スナップショットをサポートしていないリソースに対して UpdateReplacePolicy の
Snapshot オプションを指定すると、CloudFormation は、Delete というデフォルトのオプ
ションに戻ります。
スナップショットをサポートするリソースは以下のとおりです。
• AWS::EC2::Volume
• AWS::ElastiCache::CacheCluster
• AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
• AWS::Neptune::DBCluster
• AWS::RDS::DBCluster
• AWS::RDS::DBInstance
• AWS::Redshift::Cluster

組み込み関数リファレンス
AWS CloudFormation には、スタックの管理に役立ついくつかの組み込み関数が用意されています。実行
するまでわからない値をプロパティに代入するには、テンプレートで組み込み関数を使用します。

Note
テンプレートの特定の部分でのみ組み込み関数を使用できます。現時点では、リソースプロパ
ティ、出力、メタデータ属性、および更新ポリシー属性で組み込み関数を使用できます。組み込
み関数を使用して条件付きでスタックリソースを作成することもできます。
トピック
• Fn::Base64 (p. 6654)
• Fn::Cidr (p. 6655)
• 条件関数 (p. 6657)
• Fn::FindInMap (p. 6674)
• Fn::GetAtt (p. 6676)
• Fn::GetAZs (p. 6678)
• Fn::ImportValue (p. 6681)
• Fn::Join (p. 6684)
• Fn::Select (p. 6686)
• Fn::Split (p. 6688)
• Fn::Sub (p. 6690)
• Fn::Transform (p. 6693)
• Ref (p. 6695)
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Fn::Base64
組み込み関数 Fn::Base64 は、入力文字列の Base64 表現を返します。この関数は通常、UserData プロ
パティを介して Amazon EC2 インスタンスにエンコードされたデータを渡すために使用されます。

宣言
JSON
{ "Fn::Base64" : valueToEncode }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Base64: valueToEncode

短縮形の構文:
!Base64 valueToEncode

Note
短縮形を使用し valueToEncode パラメータにすぐに別の関数を含める場合、少なくとも 1 つの
関数では、完全名関数を使用します。例えば、次の構文は無効です。
!Base64 !Sub string
!Base64 !Ref logical_ID

代わりに、次の例に示すように、少なくとも 1 つの関数では、完全名関数を使用します。
!Base64
"Fn::Sub": string
Fn::Base64:
!Sub string

パラメータ
valueToEncode
Base64 に変換する文字列値。

戻り値:
元の文字列 (Base64 表現)。

例
JSON
{ "Fn::Base64" : "AWS CloudFormation" }
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YAML
Fn::Base64: AWS CloudFormation

サポートされている関数
Fn::Base64 関数内の文字列を変えるどの関数も使用できます。

以下の資料も参照してください。
• 組み込み関数リファレンス (p. 6653)

Fn::Cidr
組み込み関数 Fn::Cidr は CIDR アドレスブロックの配列を返します。返される CIDR ブロックの数
は、count パラメータによって異なります。

宣言
JSON
{ "Fn::Cidr" : [ipBlock, count, cidrBits]}

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Cidr:
- ipBlock
- count
- cidrBits

短縮形の構文:
!Cidr [ ipBlock, count, cidrBits ]

パラメータ
ipBlock
より小さい CIDR ブロックに分割されるユーザー指定の CIDR アドレスブロック。
count
生成する CIDR の数。有効な範囲は 1～256 です。
cidrBits
CIDR のサブネットビット数。たとえば、このパラメータに値「8」を指定すると、「/24」のマスク
を持つ CIDR が作成されます。

Note
サブネットビットはサブネットマスクの逆です。特定のサブネットビットに必要なホスト
ビットを計算するには、IPv4 の場合は 32、IPv6 の場合は 128 からサブネットビットを減算
します。
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戻り値
CIDR アドレスブロックの配列。

例
基本的な使用法
この例では、サブマスクが「/24」の CIDR から、内部にサブネットマスクが「/27」の CIDR を 6 つ作成
します。

JSON
{ "Fn::Cidr" : [ "192.168.0.0/24", "6", "5"] }

YAML
!Cidr [ "192.168.0.0/24", 6, 5 ]

IPv6 対応の VPC を作成する
このサンプルテンプレートは、IPv6 対応サブネットを作成します。

JSON
{

"Resources" : {
"ExampleVpc" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPC",
"Properties" : {
"CidrBlock" : "10.0.0.0/16"
}
},
"IPv6CidrBlock" : {
"Type" : "AWS::EC2::VPCCidrBlock",
"Properties" : {
"AmazonProvidedIpv6CidrBlock" : true,
"VpcId" : { "Ref" : "ExampleVpc" }
}
},
"ExampleSubnet" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"DependsOn" : "IPv6CidrBlock",
"Properties" : {
"AssignIpv6AddressOnCreation" : true,
"CidrBlock" : { "Fn::Select" : [ 0, { "Fn::Cidr" : [{ "Fn::GetAtt" :
[ "ExampleVpc", "CidrBlock" ]}, 1, 8 ]}]},
"Ipv6CidrBlock" : { "Fn::Select" : [ 0, { "Fn::Cidr" : [{ "Fn::Select" : [ 0,
{ "Fn::GetAtt" : [ "ExampleVpc", "Ipv6CidrBlocks" ]}]}, 1, 64 ]}]},
"VpcId" : { "Ref" : "ExampleVpc" }
}
}
}

}

YAML
Resources:
ExampleVpc:
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Type: AWS::EC2::VPC
Properties:
CidrBlock: "10.0.0.0/16"
IPv6CidrBlock:
Type: AWS::EC2::VPCCidrBlock
Properties:
AmazonProvidedIpv6CidrBlock: true
VpcId: !Ref ExampleVpc
ExampleSubnet:
Type: AWS::EC2::Subnet
DependsOn: IPv6CidrBlock
Properties:
AssignIpv6AddressOnCreation: true
CidrBlock: !Select [ 0, !Cidr [ !GetAtt ExampleVpc.CidrBlock, 1, 8 ]]
Ipv6CidrBlock: !Select [ 0, !Cidr [ !Select [ 0, !GetAtt
ExampleVpc.Ipv6CidrBlocks], 1, 64 ]]
VpcId: !Ref ExampleVpc

サポートされている関数
Fn::Cidr 関数で以下の関数を使用できます。
• Fn::Select (p. 6686)
• Ref (p. 6695)

条件関数
Fn::If、Fn::Equals、Fn::Not などの組み込み関数を使用して、条件付きでスタックリソースを作成
できます。これらの条件は、スタックを作成または更新するときに宣言する入力パラメーターに基づいて
評価されます。必要な条件をすべて定義したら、テンプレートの Resources セクションと Outputs セク
ションでそれらをリソースまたはリソースプロパティに関連付けることができます。
Fn::If 条件を除くすべての条件は、テンプレートの Conditions セクションで定義します。Fn::If 条件
は、テンプレートの Resources セクションと Outputs セクションのメタデータ属性、更新ポリシー属性、
およびプロパティ値で使用できます。
テスト環境と本稼働環境など、異なるコンテキストでリソースを作成できるテンプレートを再利用する
場合に、条件を使用することがあります。テンプレートで EnvironmentType 入力パラメータを追加で
きます。このパラメータは入力として prod または test を受け取ります。本稼働環境では特定の機能に
Amazon EC2 インスタンスを含め、テスト環境ではコスト削減のために使用する機能数を少なくする場合
があります。条件を使用すると、どのリソースを作成するかや、それらを各環境タイプでどのように設定
するかを定義できます。
Conditions セクションの詳細については、「条件 (p. 341)」を参照してください。

Note
パラメーターやテンプレートの Mappings セクションからは、他の条件と値のみを参照できま
す。例えば、入力パラメータの値は参照できますが、条件内のリソースの論理 ID は参照できませ
ん。
トピック
• 条件の関連付け (p. 6658)
• Fn::And (p. 6659)
• Fn::Equals (p. 6660)
• Fn::If (p. 6661)
• Fn::Not (p. 6664)
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• Fn::Or (p. 6665)
• サポートされている関数 (p. 6665)
• サンプルテンプレート (p. 6666)
• 条件 (p. 6673)

条件の関連付け
条件付きでリソースやリソースプロパティ、出力を作成するには、条件をそれらに関連付ける必要があり
ます。次のスニペットで示すように、条件に関連付ける属性として Condition: キーと条件の論理 ID を
追加してください。AWS CloudFormation は、NewVolume リソースを CreateProdResources 条件が
true に評価される場合にだけ作成します。

JSON
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Condition" : "CreateProdResources",
"Properties" : {
"Size" : "100",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "AvailabilityZone" ]}
}

YAML
NewVolume:
Type: "AWS::EC2::Volume"
Condition: CreateProdResources
Properties:
Size: 100
AvailabilityZone: !GetAtt EC2Instance.AvailabilityZone

Fn::If
Fn::If 関数では、条件名のみを指定する必要があります。次のスニペットは、Fn::If を条件付
きで使用してリソースプロパティを指定する方法を示します。CreateLargeSize 条件が true の場
合、CloudFormation はボリュームサイズを 100 に設定します。条件が false の場合は、CloudFormation
はボリュームサイズを 10 に設定します。

JSON
"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Properties" : {
"Size" : {
"Fn::If" : [
"CreateLargeSize",
"100",
"10"
]},
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "Ec2Instance", "AvailabilityZone" ]}
},
"DeletionPolicy" : "Snapshot"
}

YAML
NewVolume:
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Type: "AWS::EC2::Volume"
Properties:
Size:
!If [CreateLargeSize, 100, 10]
AvailabilityZone: !GetAtt: Ec2Instance.AvailabilityZone
DeletionPolicy: Snapshot

ネストされた条件
その他の条件内の条件も使用できます。次のスニペットは、テンプレートの Conditions セクションから
のものです。MyAndCondition 条件には、SomeOtherCondition 条件が含まれています:

JSON
"MyAndCondition": {
"Fn::And": [
{"Fn::Equals": ["sg-mysggroup", {"Ref": "ASecurityGroup"}]},
{"Condition": "SomeOtherCondition"}
]
}

YAML
MyAndCondition: !And
- !Equals ["sg-mysggroup", !Ref "ASecurityGroup"]
- !Condition SomeOtherCondition

Fn::And
指定されたすべての条件が true に評価された場合は true を返します。条件のいずれかが false に評価さ
れた場合は false を返します。Fn::And は AND 演算子として機能します。含めることができる条件の
最小数は 2 で、最大数は 10 です。

宣言
JSON
"Fn::And": [{condition}, {...}]

YAML
完全名関数の構文:
Fn::And: [condition]

短縮形の構文:
!And [condition]

パラメータ
condition
true または false に評価される条件です。
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例
次の MyAndCondition は、参照されるセキュリティグループ名が sg-mysggroup と等し
く、SomeOtherCondition が true に評価された場合、true に評価されます。

JSON
"MyAndCondition": {
"Fn::And": [
{"Fn::Equals": ["sg-mysggroup", {"Ref": "ASecurityGroup"}]},
{"Condition": "SomeOtherCondition"}
]
}

YAML
MyAndCondition: !And
- !Equals ["sg-mysggroup", !Ref ASecurityGroup]
- !Condition SomeOtherCondition

Fn::Equals
2 つの値が等しいかどうかを比較します。2 つの値が同じ場合は true を返し、同じでない場合は false
を返します。

宣言
JSON
"Fn::Equals" : ["value_1", "value_2"]

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Equals: [value_1, value_2]

短縮形の構文:
!Equals [value_1, value_2]

パラメータ
value
比較する任意の型の値です。

例
次の UseProdCondition 条件は、EnvironmentType パラメーターの値が prod と等しい場合に true
に評価されます。

JSON
"UseProdCondition" : {
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}

"Fn::Equals": [
{"Ref": "EnvironmentType"},
"prod"
]

YAML
UseProdCondition:
!Equals [!Ref EnvironmentType, prod]

Fn::If
指定された条件が true に評価された場合は 1 つの値を返し、指定された条件が false に評価された
場合はもう 1 つの値を返します。現在、CloudFormation では、メタデータ属性、更新ポリシー属性、お
よびテンプレートの [Resources] (リソース) セクションと [Outputs] (出力) セクションのプロパティ値で
Fn::If 組み込み関数がサポートされています。対応するプロパティを削除するために、戻り値として
AWS::NoValue 擬似パラメーターを使用できます。

宣言
JSON
"Fn::If": [condition_name, value_if_true, value_if_false]

YAML
完全名関数の構文:
Fn::If: [condition_name, value_if_true, value_if_false]

短縮形の構文:
!If [condition_name, value_if_true, value_if_false]

パラメータ
condition_name
Conditions セクションの条件への参照です。参照するには条件の名前を使用します。
value_if_true
指定された条件が true に評価された場合に返される値です。
value_if_false
指定された条件が false に評価された場合に返される値です。

例
追加のサンプルを表示するには、「サンプルテンプレート (p. 6666)」を参照してください。

例1
次のスニペットは、Amazon EC2 リソースの SecurityGroups プロパティで Fn::If 関数を使
用します。CreateNewSecurityGroup 条件が true に評価される場合は、CloudFormation では
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SecurityGroups プロパティを指定するために NewSecurityGroup の参照されている値が使用されま
す。そうでない場合は、ExistingSecurityGroup の参照されている値が CloudFormation で使用されま
す。

JSON
"SecurityGroups" : [{
"Fn::If" : [
"CreateNewSecurityGroup",
{"Ref" : "NewSecurityGroup"},
{"Ref" : "ExistingSecurityGroup"}
]
}]

YAML
SecurityGroups:
- !If [CreateNewSecurityGroup, !Ref NewSecurityGroup, !Ref ExistingSecurityGroup]

例2
テンプレートの Outputs セクションでは、Fn::If 関数を使用して条件付きで情報を出力できます。
次のスニペットでは、CreateNewSecurityGroup 条件が true に評価される場合、CloudFormation
は NewSecurityGroup リソースのセキュリティグループ ID を出力します。条件が false の場合
は、CloudFormation が ExistingSecurityGroup リソースのセキュリティグループ ID を出力します。

JSON
"Outputs" : {
"SecurityGroupId" : {
"Description" : "Group ID of the security group used.",
"Value" : {
"Fn::If" : [
"CreateNewSecurityGroup",
{"Ref" : "NewSecurityGroup"},
{"Ref" : "ExistingSecurityGroup"}
]
}
}
}

YAML
Outputs:
SecurityGroupId:
Description: Group ID of the security group used.
Value: !If [CreateNewSecurityGroup, !Ref NewSecurityGroup, !Ref ExistingSecurityGroup]

例3
次のスニペットでは、AWS::NoValue 関数で Fn::If 擬似パラメーターを使用します。条件は、
スナップショット ID が指定されている場合にのみ、Amazon RDS DB インスタンスのスナップ
ショットを使用します。UseDBSnapshot 条件が true に評価された場合は、CloudFormation は
DBSnapshotIdentifier プロパティに DBSnapshotName パラメータ値を使用します。条件が false に
評価された場合は、CloudFormation は DBSnapshotIdentifier プロパティを削除します。

JSON
"MyDB" : {
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}

"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "MySQL",
"EngineVersion" : "5.5",
"MasterUsername" : { "Ref" : "DBUser" },
"MasterUserPassword" : { "Ref" : "DBPassword" },
"DBParameterGroupName" : { "Ref" : "MyRDSParamGroup" },
"DBSnapshotIdentifier" : {
"Fn::If" : [
"UseDBSnapshot",
{"Ref" : "DBSnapshotName"},
{"Ref" : "AWS::NoValue"}
]
}
}

YAML
MyDB:
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
Properties:
AllocatedStorage: 5
DBInstanceClass: db.t2.small
Engine: MySQL
EngineVersion: 5.5
MasterUsername: !Ref DBUser
MasterUserPassword: !Ref DBPassword
DBParameterGroupName: !Ref MyRDSParamGroup
DBSnapshotIdentifier:
!If [UseDBSnapshot, !Ref DBSnapshotName, !Ref "AWS::NoValue"]

例4
次のスニペットは、RollingUpdates 条件が true に評価される場合にだけ、自動拡大縮小更新ポリシー
を提供します。条件が false に評価される場合は、CloudFormation は AutoScalingRollingUpdate 更
新ポリシーを削除します。

JSON
"UpdatePolicy": {
"AutoScalingRollingUpdate": {
"Fn::If": [
"RollingUpdates",
{
"MaxBatchSize": "2",
"MinInstancesInService": "2",
"PauseTime": "PT0M30S"
},
{
"Ref" : "AWS::NoValue"
}
]
}
}

YAML
UpdatePolicy:
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AutoScalingRollingUpdate:
!If
- RollingUpdates
MaxBatchSize: 2
MinInstancesInService: 2
PauseTime: PT0M30S
- !Ref "AWS::NoValue"

Fn::Not
false と評価された条件に対しては、true を返し、true と評価された条件に対しては、false を返し
ます。Fn::Not は NOT 演算子として機能します。

宣言
JSON
"Fn::Not": [{condition}]

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Not: [condition]

短縮形の構文:
!Not [condition]

パラメータ
condition
Fn::Equals または true に評価される、false のような条件です。

例
次の EnvCondition 条件は、EnvironmentType パラメータの値が prod と等しくない場合に true に評
価されます。

JSON
"MyNotCondition" : {
"Fn::Not" : [{
"Fn::Equals" : [
{"Ref" : "EnvironmentType"},
"prod"
]
}]
}

YAML
MyNotCondition:
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!Not [!Equals [!Ref EnvironmentType, prod]]

Fn::Or
指定された条件のいずれかが true に評価された場合は true を返します。条件のすべてが false に評価さ
れた場合は false を返します。Fn::Or は OR 演算子として機能します。含めることができる条件の最小
数は 2 で、最大数は 10 です。

宣言
JSON
"Fn::Or": [{condition}, {...}]

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Or: [condition, ...]

短縮形の構文:
!Or [condition, ...]

パラメータ
condition
true または false に評価される条件です。

例
次の MyOrCondition は、参照されるセキュリティグループ名が sg-mysggroup と等しい
か、SomeOtherCondition が true に評価された場合、true に評価されます。

JSON
"MyOrCondition" : {
"Fn::Or" : [
{"Fn::Equals" : ["sg-mysggroup", {"Ref" : "ASecurityGroup"}]},
{"Condition" : "SomeOtherCondition"}
]
}

YAML
MyOrCondition:
!Or [!Equals [sg-mysggroup, !Ref ASecurityGroup], Condition: SomeOtherCondition]

サポートされている関数
Fn::If 条件で次の関数を使用できます。
• Fn::Base64
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• Fn::FindInMap
• Fn::GetAtt
• Fn::GetAZs
• Fn::If
• Fn::Join
• Fn::Select
• Fn::Sub
• Ref
Fn::Equals や Fn::Or など他のすべての条件で次の関数を使用できます。
• Fn::FindInMap
• Ref
• そのほかの条件関数

サンプルテンプレート
条件付きで、本稼働用、開発用、またはテスト用のスタックのリソースを作成し
ます。
場合によっては、似てはいるものの、微調整したスタックを作成することがあります。たとえば、本稼働
用アプリケーションに使用するテンプレートがあるとします。開発またはテスト用に、同じ本稼働用ス
タックを作成します。ただし、開発やテストでは、本稼働レベルのスタックに含まれている余分な容量の
すべては必要としません。代わりに、次の例に示すように環境タイプ入力パラメータを使用して、条件付
きで本稼働、開発、およびテストに固有のスタックリソースを作成できます。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1"
"us-west-1"
"us-west-2"
"eu-west-1"
"sa-east-1"
"ap-southeast-1"
"ap-southeast-2"
"ap-northeast-1"
}
},

:
:
:
:
:
:
:
:

{
{
{
{
{
{
{
{

"AMI"
"AMI"
"AMI"
"AMI"
"AMI"
"AMI"
"AMI"
"AMI"

:
:
:
:
:
:
:
:

"ami-0ff8a91507f77f867"},
"ami-0bdb828fd58c52235"},
"ami-a0cfeed8"},
"ami-047bb4163c506cd98"},
"ami-07b14488da8ea02a0"},
"ami-08569b978cc4dfa10"},
"ami-09b42976632b27e9b"},
"ami-06cd52961ce9f0d85"}

"Parameters" : {
"EnvType" : {
"Description" : "Environment type.",
"Default" : "test",
"Type" : "String",
"AllowedValues" : ["prod", "dev", "test"],
"ConstraintDescription" : "must specify prod, dev, or test."
}
},
"Conditions" : {
"CreateProdResources" : {"Fn::Equals" : [{"Ref" : "EnvType"}, "prod"]},
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"CreateDevResources" : {"Fn::Equals" : [{"Ref" : "EnvType"}, "dev"]}

},

"Resources" : {
"EC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "RegionMap", { "Ref" : "AWS::Region" }, "AMI" ]},
"InstanceType" : { "Fn::If" : [
"CreateProdResources",
"c1.xlarge",
{"Fn::If" : [
"CreateDevResources",
"m1.large",
"m1.small"
]}
]}
}
},
"MountPoint" : {
"Type" : "AWS::EC2::VolumeAttachment",
"Condition" : "CreateProdResources",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "EC2Instance" },
"VolumeId" : { "Ref" : "NewVolume" },
"Device" : "/dev/sdh"
}
},

}

}

"NewVolume" : {
"Type" : "AWS::EC2::Volume",
"Condition" : "CreateProdResources",
"Properties" : {
"Size" : "100",
"AvailabilityZone" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "AvailabilityZone" ]}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
AMI: "ami-0ff8a91507f77f867"
us-west-1:
AMI: "ami-0bdb828fd58c52235"
us-west-2:
AMI: "ami-a0cfeed8"
eu-west-1:
AMI: "ami-047bb4163c506cd98"
sa-east-1:
AMI: "ami-07b14488da8ea02a0"
ap-southeast-1:
AMI: "ami-08569b978cc4dfa10"
ap-southeast-2:
AMI: "ami-09b42976632b27e9b"
ap-northeast-1:
AMI: "ami-06cd52961ce9f0d85"
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Parameters:
EnvType:
Description: Environment type.
Default: test
Type: String
AllowedValues: [prod, dev, test]
ConstraintDescription: must specify prod, dev, or test.
Conditions:
CreateProdResources: !Equals [!Ref EnvType, prod]
CreateDevResources: !Equals [!Ref EnvType, "dev"]
Resources:
EC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !FindInMap [RegionMap, !Ref "AWS::Region", AMI]
InstanceType: !If [CreateProdResources, c1.xlarge, !If [CreateDevResources, m1.large,
m1.small]]
MountPoint:
Type: "AWS::EC2::VolumeAttachment"
Condition: CreateProdResources
Properties:
InstanceId: !Ref EC2Instance
VolumeId: !Ref NewVolume
Device: /dev/sdh
NewVolume:
Type: "AWS::EC2::Volume"
Condition: CreateProdResources
Properties:
Size: 100
AvailabilityZone: !GetAtt EC2Instance.AvailabilityZone

prod パラメーターには、dev、test、または EnvType を指定できます。環境タイプごとに、テンプ
レートは異なるインスタンスタイプを指定します。インスタンスタイプは、大きなコンピューティング
最適化インスタンスタイプから小さい汎用インスタンスタイプまでさまざまです。条件付きでインスタン
スタイプを指定するために、テンプレートは Conditions セクションで 2 つの条件を定義します。1 つは
CreateProdResources で、EnvType パラメーター値が prod に等しい場合は true に評価されます。も
う 1 つは CreateDevResources で、パラメーター値が dev に等しい場合は true に評価されます。
InstanceType プロパティ内で、テンプレートは 2 つの Fn::If 組み込み関数を使用して、どのイ
ンスタンスタイプを使用するかを調べます。CreateProdResources 条件が true の場合、インスタ
ンスタイプは c1.xlarge です。条件が false の場合は、CreateDevResources 条件が評価されま
す。CreateDevResources 条件が true の場合、インスタンスタイプは m1.large です。その他の場
合、インスタンスタイプは m1.small です。
インスタンスタイプの他に、本稼働環境は Amazon EC2 ボリュームを作成して、インスタンスにアタッチ
します。MountPoint および NewVolume リソースは、条件が true に評価される場合にだけリソースが作
成されるように、CreateProdResources 条件に関連付けられています。

条件付きでのリソースプロパティの割り当て
この例では、スナップショットから Amazon RDS DB インスタンスを作成できます。DBSnapshotName
パラメータを指定すると、DB インスタンスを作成するときにスナップショットの名前としてパラメータ
値が CloudFormation で使用されます。デフォルト値 (空の文字列) のままにしておくと、CloudFormation
では DBSnapshotIdentifier プロパティが削除され、DB インスタンスが新しく作成されます。
例では、NoEcho プロパティを true に設定して DBUser および DBPassword パラメータを定義してい
ます。NoEcho 属性を true に設定すると、CloudFormation は、スタックまたはスタックイベントを記述
するすべての呼び出しに対して、アスタリスク (*****) としてマスクされたパラメータ値を返します。ただ
し、以下に指定された場所に保存されている情報は除きます。
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Important
NoEcho 属性を使用しても、以下に保存されている情報はマスクされません。
• Metadata テンプレートセクション。CloudFormation は、Metadata セクションに含める情報
の変換、変更、または編集を行いません。詳細については、「メタデータ」を参照してくださ
い。
• Outputs テンプレートセクション。詳細については、「出力」を参照してください。
• リソース定義の Metadata 属性。詳細については、「メタデータ属性」を参照してください。
パスワードやシークレットなどの機密情報を含めるには、これらのメカニズムを使用しないこと
を強くお勧めします。

Important
機密情報は、CloudFormation テンプレートに直接埋め込まずに、スタックテンプレートの動的
パラメータを使用して CloudFormation の外部 (AWS Systems Manager のパラメータストアや
AWS Secrets Manager など) に保存して管理し、これを参照することをお勧めします。
詳細については、「テンプレートに認証情報を埋め込まない」のベストプラクティスを参照して
ください。

Example JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
"Parameters": {
"DBUser": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "The database admin account username",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "16",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters."
},
"DBPassword": {
"NoEcho": "true",
"Description" : "The database admin account password",
"Type": "String",
"MinLength": "1",
"MaxLength": "41",
"AllowedPattern" : "[a-zA-Z0-9]*",
"ConstraintDescription" : "must contain only alphanumeric characters."
},
"DBSnapshotName": {
"Description": "The name of a DB snapshot (optional)",
"Default": "",
"Type": "String"
}
},
"Conditions": {
"UseDBSnapshot": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals" : [{"Ref" : "DBSnapshotName"}, ""]}]}
},
"Resources" : {
"MyDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : "5",
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}
},

}

}

"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "MySQL",
"EngineVersion" : "5.5",
"MasterUsername" : { "Ref" : "DBUser" },
"MasterUserPassword" : { "Ref" : "DBPassword" },
"DBParameterGroupName" : { "Ref" : "MyRDSParamGroup" },
"DBSnapshotIdentifier" : {
"Fn::If" : [
"UseDBSnapshot",
{"Ref" : "DBSnapshotName"},
{"Ref" : "AWS::NoValue"}
]
}

"MyRDSParamGroup" : {
"Type": "AWS::RDS::DBParameterGroup",
"Properties" : {
"Family" : "MySQL5.5",
"Description" : "CloudFormation Sample Database Parameter Group",
"Parameters" : {
"autocommit" : "1" ,
"general_log" : "1",
"old_passwords" : "0"
}
}
}

Example YAML
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Parameters:
DBUser:
NoEcho: true
Description: The database admin account username
Type: String
MinLength: 1
MaxLength: 16
AllowedPattern: "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*"
ConstraintDescription: must begin with a letter and contain only alphanumeric
characters.
DBPassword:
NoEcho: true
Description: The database admin account password
Type: String
MinLength: 1
MaxLength: 41
AllowedPattern: "[a-zA-Z0-9]*"
ConstraintDescription: must contain only alphanumeric characters.
DBSnapshotName:
Description: The name of a DB snapshot (optional)
Default: ""
Type: String
Conditions:
UseDBSnapshot: !Not [!Equals [!Ref DBSnapshotName, ""]]
Resources:
MyDB:
Type: "AWS::RDS::DBInstance"
Properties:
AllocatedStorage: 5
DBInstanceClass: db.t2.small
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Engine: MySQL
EngineVersion: 5.5
MasterUsername: !Ref DBUser
MasterUserPassword: !Ref DBPassword
DBParameterGroupName: !Ref MyRDSParamGroup
DBSnapshotIdentifier: !If [UseDBSnapshot, !Ref DBSnapshotName, !Ref "AWS::NoValue"]
MyRDSParamGroup:
Type: "AWS::RDS::DBParameterGroup"
Properties:
Family: MySQL5.5
Description: CloudFormation Sample Database Parameter Group
Parameters:
autocommit: 1
general_log: 1
old_passwords: 0

UseDBSnapshot 条件は、DBSnapshotName が空の文字列ではない場合にのみ、true に評価されま
す。UseDBSnapshot 条件が true に評価された場合は、CloudFormation は DBSnapshotIdentifier
プロパティに DBSnapshotName パラメータ値を使用します。条件が false に評価された場合
は、CloudFormation は DBSnapshotIdentifier プロパティを削除します。AWS::NoValue 擬似パラ
メータは、戻り値として使用された場合、対応するリソースプロパティを削除します。

条件付きでの既存のリソースの使用
この例では、既に作成されている Amazon EC2 セキュリティグループを使用するか、新しいセキュリティ
グループを作成できます。これは、テンプレートで指定されます。ExistingSecurityGroup パラメー
ターには、default セキュリティグループ名または NONE を指定できます。default を指定すると、既
に作成されて default という名前が付けられているセキュリティグループが CloudFormation で使用され
ます。NONE を指定すると、テンプレートで定義されているセキュリティグループが CloudFormation で作
成されます。

Example JSON
{

"Parameters" : {
"ExistingSecurityGroup" : {
"Description" : "An existing security group ID (optional).",
"Default" : "NONE",
"Type" : "String",
"AllowedValues" : ["default", "NONE"]
}
},
"Conditions" : {
"CreateNewSecurityGroup" : {"Fn::Equals" : [{"Ref" : "ExistingSecurityGroup"},
"NONE"] }
},
"Resources" : {
"MyInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : "ami-0ff8a91507f77f867",
"SecurityGroups" : [{
"Fn::If" : [
"CreateNewSecurityGroup",
{"Ref" : "NewSecurityGroup"},
{"Ref" : "ExistingSecurityGroup"}
]
}]
}
},
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"NewSecurityGroup" : {
"Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
"Condition" : "CreateNewSecurityGroup",
"Properties" : {
"GroupDescription" : "Enable HTTP access via port 80",
"SecurityGroupIngress" : [ {
"IpProtocol" : "tcp",
"FromPort" : 80,
"ToPort" : 80,
"CidrIp" : "0.0.0.0/0"
} ]
}
}

},

}

"Outputs" : {
"SecurityGroupId" : {
"Description" : "Group ID of the security group used.",
"Value" : {
"Fn::If" : [
"CreateNewSecurityGroup",
{"Ref" : "NewSecurityGroup"},
{"Ref" : "ExistingSecurityGroup"}
]
}
}
}

Example YAML
Parameters:
ExistingSecurityGroup:
Description: An existing security group ID (optional).
Default: NONE
Type: String
AllowedValues:
- default
- NONE
Conditions:
CreateNewSecurityGroup: !Equals [!Ref ExistingSecurityGroup, NONE]
Resources:
MyInstance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: "ami-0ff8a91507f77f867"
SecurityGroups: !If [CreateNewSecurityGroup, !Ref NewSecurityGroup, !Ref
ExistingSecurityGroup]
NewSecurityGroup:
Type: "AWS::EC2::SecurityGroup"
Condition: CreateNewSecurityGroup
Properties:
GroupDescription: Enable HTTP access via port 80
SecurityGroupIngress:
IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
CidrIp: 0.0.0.0/0
Outputs:
SecurityGroupId:
Description: Group ID of the security group used.
Value: !If [CreateNewSecurityGroup, !Ref NewSecurityGroup, !Ref ExistingSecurityGroup]
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NewSecurityGroup リソースを作成するかどうかを判断するために、リソースは
CreateNewSecurityGroup 条件に関連付けられています。リソースは、条件が true である場合
(ExistingSecurityGroup パラメーターが NONE に等しい場合) にだけ作成されます。
SecurityGroups プロパティで、テンプレートは Fn::If 組み込み関数を使用して、どのセキュリティ
グループを使用するかを調べます。CreateNewSecurityGroup 条件が true に評価された場合、セキュ
リティグループプロパティは NewSecurityGroup リソースを参照します。CreateNewSecurityGroup
条件が false に評価された場合、セキュリティグループプロパティは ExistingSecurityGroup パラ
メーター (default セキュリティグループ) を参照します。
最後に、テンプレートは条件付きでセキュリティグループ ID を出力しま
す。CreateNewSecurityGroup 条件が true に評価された場合は、CloudFormation は
NewSecurityGroup リソースのセキュリティグループ ID を出力します。条件が false の場合
は、CloudFormation が ExistingSecurityGroup リソースのセキュリティグループ ID を出力します。

条件
組み込み関数 Condition は、指定された条件の評価結果を返します。
テンプレートで条件を宣言していて、評価で別の条件を使用する必要がある場合は、Condition を使用
してその別の条件を参照できます。これは、テンプレートの Conditions セクションで条件を宣言するとき
に使用されます。

宣言
JSON
{ "Condition" : "conditionName" }

YAML
完全関数名の構文:
Condition: conditionName

短縮関数名の構文:
!Condition conditionName

パラメータ
conditionName
参照する条件の名前。

戻り値
参照される条件のブール結果。

例
次のスニペットは、テンプレートの Conditions セクションからのものです。MyAndCondition 条件に
は、SomeOtherCondition 条件が含まれています:

JSON
"MyAndCondition": {
"Fn::And": [
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}

]

{"Fn::Equals": ["sg-mysggroup", {"Ref": "ASecurityGroup"}]},
{"Condition": "SomeOtherCondition"}

YAML
MyAndCondition: !And
- !Equals ["sg-mysggroup", !Ref "ASecurityGroup"]
- !Condition SomeOtherCondition

サポートされている関数
Condition 関数には関数を使用できません。条件名である文字列を指定する必要があります。

Fn::FindInMap
組み込み関数 Fn::FindInMap は、Mappings セクションで宣言された 2 つのレベルのマッピングのキー
に対応する値を返します。

宣言
JSON
{ "Fn::FindInMap" : [ "MapName", "TopLevelKey", "SecondLevelKey"] }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::FindInMap: [ MapName, TopLevelKey, SecondLevelKey ]

短縮形の構文:
!FindInMap [ MapName, TopLevelKey, SecondLevelKey ]

Note
短縮形を使用した 2 つの関数の 2 つのインスタンスをネストすることはできません。

パラメータ
MapName
Mappings セクションで宣言された、キーと値を含むマッピングの論理名。
TopLevelKey
最上位のキー名。この値は、キーと値のペアのリストです。
SecondLevelKey
2 番目のレベルのキー名で、TopLevelKey に割り当てられたリストのキーの 1 つに設定されます。

戻り値:
SecondLevelKey に割り当てられた値。
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例
次の例は、AMI と AWS リージョンを関連付ける 1 つのマッピング RegionMap を含む Mappings セク
ションを使用して、テンプレートに対して Fn::FindInMap を使用する方法を示します。
• このマッピングには、さまざまな AWS リージョンに対応する 5 つの最上位キーがあります。
• 最上位キーにはそれぞれ、AMI のアーキテクチャに対応する 2 番目のレベルのキーを 2 つ ("HVM64" と
"HVMG2") 持つリストが割り当てられます。
• 2 番目のレベルのキーにはそれぞれ、適切な AMI 名が割り当てられます。
サンプルテンプレートには、AWS::EC2::Instance 関数によって ImageId プロパティが設定された
FindInMap リソースが含まれています。
MapName は目的のマッピング、この例では "RegionMap" に設定されます。TopLevelKey は、スタッ
クが作成されるリージョン ("AWS::Region" 擬似パラメータを使用して決定されます) に設定されま
す。SecondLevelKey は目的のアーキテクチャ、この例では "HVM64" に設定されます。
FindInMap は、FindInMap に割り当てられた AMI を返します。us-east-1 の HVM64 のインスタンスの
場合は、FindInMap は "ami-0ff8a91507f77f867" を返します。

JSON
{

...
"Mappings" : {
"RegionMap" : {
"us-east-1" : {
"HVM64" : "ami-0ff8a91507f77f867",
},
"us-west-1" : {
"HVM64" : "ami-0bdb828fd58c52235",
},
"eu-west-1" : {
"HVM64" : "ami-047bb4163c506cd98",
},
"ap-southeast-1" : {
"HVM64" : "ami-08569b978cc4dfa10",
},
"ap-northeast-1" : {
"HVM64" : "ami-06cd52961ce9f0d85",
}
}
},

"HVMG2" : "ami-0a584ac55a7631c0c"
"HVMG2" : "ami-066ee5fd4a9ef77f1"
"HVMG2" : "ami-0a7c483d527806435"
"HVMG2" : "ami-0be9df32ae9f92309"
"HVMG2" : "ami-053cdd503598e4a9d"

"Resources" : {
"myEC2Instance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"ImageId" : {
"Fn::FindInMap" : [
"RegionMap",
{
"Ref" : "AWS::Region"
},
"HVM64"
]
},
"InstanceType" : "m1.small"
}
}
}
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YAML
Mappings:
RegionMap:
us-east-1:
HVM64: "ami-0ff8a91507f77f867"
HVMG2: "ami-0a584ac55a7631c0c"
us-west-1:
HVM64: "ami-0bdb828fd58c52235"
HVMG2: "ami-066ee5fd4a9ef77f1"
eu-west-1:
HVM64: "ami-047bb4163c506cd98"
HVMG2: "ami-31c2f645"
ap-southeast-1:
HVM64: "ami-08569b978cc4dfa10"
HVMG2: "ami-0be9df32ae9f92309"
ap-northeast-1:
HVM64: "ami-06cd52961ce9f0d85"
HVMG2: "ami-053cdd503598e4a9d"
Resources:
myEC2Instance:
Type: "AWS::EC2::Instance"
Properties:
ImageId: !FindInMap
- RegionMap
- !Ref 'AWS::Region'
- HVM64
InstanceType: m1.small

サポートされている関数
Fn::FindInMap 関数で以下の関数を使用できます。
• Fn::FindInMap
• Ref

Fn::GetAtt
Fn::GetAtt 組み込み関数は、テンプレートのリソースから属性の値を返します。特定のリソースに対す
る GetAtt の戻り値の詳細については、「リソースおよびプロパティのリファレンス (p. 756)」でその
リソースのドキュメントを参照してください。

宣言
JSON
{ "Fn::GetAtt" : [ "logicalNameOfResource", "attributeName" ] }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::GetAtt: [ logicalNameOfResource, attributeName ]

短縮形の構文:
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!GetAtt logicalNameOfResource.attributeName

パラメータ
logicalNameOfResource
必要な属性を含むリソースの論理名 (論理 ID とも呼ばれます)。
attributeName
必要としている値のある、リソース固有の属性の名前です。各リソースタイプで使用できる属性の詳
細については、リソースの参照ページに説明されています。

戻り値
属性の値です。

例
1 つの文字列を返す
このコード例は、論理名 myELB と共に、ロードバランサーの DNS 名を含む文字列を返します。

JSON
"Fn::GetAtt" : [ "myELB" , "DNSName" ]

YAML
!GetAtt myELB.DNSName

複数の文字列を返す
以下のテンプレート例では、SourceSecurityGroup.OwnerAlias という論理名のロードバランサーの
SourceSecurityGroup.GroupName と myELB を返しています。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"myELB": {
"Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer",
"Properties": {
"AvailabilityZones": [
"eu-west-1a"
],
"Listeners": [
{
"LoadBalancerPort": "80",
"InstancePort": "80",
"Protocol": "HTTP"
}
]
}
},
"myELBIngressGroup": {
"Type": "AWS::EC2::SecurityGroup",
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}

}

}

"Properties": {
"GroupDescription": "ELB ingress group",
"SecurityGroupIngress": [
{
"IpProtocol": "tcp",
"FromPort": 80,
"ToPort": 80,
"SourceSecurityGroupOwnerId": {
"Fn::GetAtt": [
"myELB",
"SourceSecurityGroup.OwnerAlias"
]
},
"SourceSecurityGroupName": {
"Fn::GetAtt": [
"myELB",
"SourceSecurityGroup.GroupName"
]
}
}
]
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
myELB:
Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Properties:
AvailabilityZones:
- eu-west-1a
Listeners:
- LoadBalancerPort: '80'
InstancePort: '80'
Protocol: HTTP
myELBIngressGroup:
Type: AWS::EC2::SecurityGroup
Properties:
GroupDescription: ELB ingress group
SecurityGroupIngress:
- IpProtocol: tcp
FromPort: 80
ToPort: 80
SourceSecurityGroupOwnerId: !GetAtt myELB.SourceSecurityGroup.OwnerAlias
SourceSecurityGroupName: !GetAtt myELB.SourceSecurityGroup.GroupName

サポートされている関数
Fn::GetAtt 論理リソース名に関数を使用することはできません。リソースの論理 ID である文字列を指
定する必要があります。
Fn::GetAtt 属性名には、Ref 関数を使用できます。

Fn::GetAZs
組み込み関数 Fn::GetAZs は、指定したリージョンのアベイラビリティーゾーンをアルファベット順に
リストした配列を返します。アベイラビリティーゾーンへのアクセス権は顧客ごとに異なります。テンプ
レート作成者は、組み込み関数 Fn::GetAZs を使用することで、呼び出し元のユーザーのアクセス権にう
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まく適応するテンプレートを作成することができます。この方法により、特定のリージョンのすべてのア
ベイラビリティーゾーンをハードコーディングする必要はありません。

Important
EC2-Classic プラットフォームでは、Fn::GetAZs 関数はリージョンのすべてのアベイラビリ
ティーゾーンを返します。EC2-VPC プラットフォームでは、Fn::GetAZs 関数はデフォルトの
サブネットがあるアベイラビリティーゾーンのみを返します。デフォルトのサブネットがあるア
ベイラビリティーゾーンがない場合は、すべてのアベイラビリティーゾーンを返します。
describe-availability-zones AWS CLI コマンドからのレスポンスと同様
に、Fn::GetAZs 関数からの結果の順序は保証されるわけではなく、新しいアベイラビリティー
ゾーンが追加されたときに変更される可能性があります。
IAM アクセス権限
Fn::GetAZs 関数を使用するために必要なアクセス権限は、Amazon EC2 インスタンスを起
動しているプラットフォームによって異なります。両方のプラットフォームで、Amazon EC2
DescribeAvailabilityZones および DescribeAccountAttributes アクションのアクセス権限が
必要です。また、EC2-VPC では、Amazon EC2 DescribeSubnets アクションのアクセス権限も必要で
す。

宣言
JSON
{ "Fn::GetAZs" : "#####" }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::GetAZs: #####

短縮形の構文:
!GetAZs #####

パラメータ
リージョン
アベイラビリティーゾーンの取得対象となるリージョンの名前。
スタックの作成先となるリージョンは AWS::Region 擬似パラメーターを使用して指定できます。空
の文字列を指定した場合、AWS::Region を指定したと見なされます。

戻り値
リージョンのアベイラビリティーゾーンのリスト。

例
リージョンを評価する
これらの例では、スタックが us-east-1 リージョンで作成されたものと見なされ、CloudFormation によ
り Fn::GetAZs は、次の配列として評価されます。
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[ "us-east-1a", "us-east-1b", "us-east-1c", "us-east-1d" ]

JSON
{ "Fn::GetAZs" : "" }
{ "Fn::GetAZs" : { "Ref" : "AWS::Region" } }
{ "Fn::GetAZs" : "us-east-1" }

YAML
Fn::GetAZs: ""
Fn::GetAZs:
Ref: "AWS::Region"
Fn::GetAZs: us-east-1

サブネットのアベイラビリティーゾーンの指定
次の例では、Fn::GetAZs を使用してサブネットのアベイラビリティーゾーンを指定します。

JSON
"mySubnet" : {
"Type" : "AWS::EC2::Subnet",
"Properties" : {
"VpcId" : {
"Ref" : "VPC"
},
"CidrBlock" : "10.0.0.0/24",
"AvailabilityZone" : {
"Fn::Select" : [
"0",
{
"Fn::GetAZs" : ""
}
]
}
}
}

YAML
mySubnet:
Type: "AWS::EC2::Subnet"
Properties:
VpcId:
!Ref VPC
CidrBlock: 10.0.0.0/24
AvailabilityZone:
Fn::Select:
- 0
- Fn::GetAZs: ""

ネストされた関数と短い形式の YAML
次の例では、ネストされた組み込み関数と短い形式の YAML を使用して有効なパターンを示します。短い
形式の関数を連続してネストすることはできないため、!GetAZs !Ref のようなパターンは無効です。
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YAML
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'

YAML
AvailabilityZone: !Select
- 0
- Fn::GetAZs: !Ref 'AWS::Region'

サポートされている関数
Ref 関数で Fn::GetAZs 関数を使用できます。

Fn::ImportValue
Fn::ImportValue 組み込み関数は、別のスタックによってエクスポートされた出力 (p. 350)の値を返し
ます。この関数は通常、クロススタック参照を作成 (p. 401)するために使用されます。次のサンプルテン
プレートスニペットでは、スタック A は VPC セキュリティグループ値をエクスポートし、スタック B は
それをインポートします。

Note
次の制限はクロス スタックの参照に適用されます:
• 各 AWS アカウントの場合、Export の名前はリージョン内で一意である必要があります。
• リージョンにわたるクロス スタックの参照を作成することはできません。Fn::ImportValue
組み込み関数は、同じリージョン内でエクスポートされた値のみインポートできます。
• 出力では、Name プロパティ (Export に属す) の値で、リソースに依存する Ref または
GetAtt 関数を使うことはできません。
同様に、ImportValue 関数に、リソースに依存する Ref または GetAtt 関数を含むことはで
きません。
• 他のスタックから参照されている出力が存在する場合は、スタックを削除することはできませ
ん。
• 別のスタックで参照した出力値を変更したり削除することはできません。

JSON
スタック A エクスポート
"Outputs" : {
"PublicSubnet" : {
"Description" : "The subnet ID to use for public web servers",
"Value" : { "Ref" : "PublicSubnet" },
"Export" : { "Name" : {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-SubnetID" }}
},
"WebServerSecurityGroup" : {
"Description" : "The security group ID to use for public web servers",
"Value" : { "Fn::GetAtt" : ["WebServerSecurityGroup", "GroupId"] },
"Export" : { "Name" : {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-SecurityGroupID" }}
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}

}

YAML
スタック A エクスポート
Outputs:
PublicSubnet:
Description: The subnet ID to use for public web servers
Value:
Ref: PublicSubnet
Export:
Name:
'Fn::Sub': '${AWS::StackName}-SubnetID'
WebServerSecurityGroup:
Description: The security group ID to use for public web servers
Value:
'Fn::GetAtt':
- WebServerSecurityGroup
- GroupId
Export:
Name:
'Fn::Sub': '${AWS::StackName}-SecurityGroupID'

JSON
スタック B のインポート
"Resources" : {
"WebServerInstance" : {
"Type" : "AWS::EC2::Instance",
"Properties" : {
"InstanceType" : "t2.micro",
"ImageId" : "ami-a1b23456",
"NetworkInterfaces" : [{
"GroupSet" : [{"Fn::ImportValue" : {"Fn::Sub" : "${NetworkStackNameParameter}SecurityGroupID"}}],
"AssociatePublicIpAddress" : "true",
"DeviceIndex" : "0",
"DeleteOnTermination" : "true",
"SubnetId" : {"Fn::ImportValue" : {"Fn::Sub" : "${NetworkStackNameParameter}SubnetID"}}
}]
}
}
}

YAML
スタック B のインポート
Resources:
WebServerInstance:
Type: 'AWS::EC2::Instance'
Properties:
InstanceType: t2.micro
ImageId: ami-a1b23456
NetworkInterfaces:
- GroupSet:
- !ImportValue
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'Fn::Sub': '${NetworkStackNameParameter}-SecurityGroupID'
AssociatePublicIpAddress: 'true'
DeviceIndex: '0'
DeleteOnTermination: 'true'
SubnetId: !ImportValue
'Fn::Sub': '${NetworkStackNameParameter}-SubnetID'

宣言
JSON
{ "Fn::ImportValue" : sharedValueToImport }

YAML
完全な関数名を使用できます。
Fn::ImportValue: sharedValueToImport

または、短縮形も使用できます。
!ImportValue sharedValueToImport

Important
!ImportValue が含まれている場合、!Sub の短縮形を使用することはできません。次の例
は、AWS CloudFormation に対して有効ですが、YAML に対して有効ではありません。
!ImportValue
!Sub "${NetworkStack}-SubnetID"

代わりに、完全な関数名を使用する必要があります。次に例を示します。
Fn::ImportValue:
!Sub "${NetworkStack}-SubnetID"

パラメータ
sharedValueToImport
インポートするスタックの出力値。

戻り値
スタックの出力値。

例
JSON
{ "Fn::ImportValue" : {"Fn::Sub": "${NetworkStackNameParameter}-SubnetID" } }
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YAML
Fn::ImportValue:
!Sub "${NetworkStackName}-SecurityGroupID"

サポートされている関数
Fn::ImportValue 関数で以下の関数を使用できます。これらの関数の値はリソースに依存することはで
きません。
• Fn::Base64
• Fn::FindInMap
• Fn::If
• Fn::Join
• Fn::Select
• Fn::Split
• Fn::Sub
• Ref

Fn::Join
組み込み関数 Fn::Join は、一連の値を特定の区切り文字で区切って 1 つの値に追加します。区切り文字
が空の文字列の場合、一連の値は区切り文字を使用することなく連結されます。

宣言
JSON
{ "Fn::Join" : [ "delimiter", [ comma-delimited list of values ] ] }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Join: [ delimiter, [ comma-delimited list of values ] ]

短縮形の構文:
!Join [ delimiter, [ comma-delimited list of values ] ]

パラメータ
区切り記号
値を区切る区切り文字を指定する値。区切り文字は値の間にのみ挿入されます。これは最後の値を終
了しません。
ListOfValues
結合する値のリスト。
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戻り値
結合された文字列。

例
シンプルな文字列配列を結合する
次の例は、"a:b:c" を返します。

JSON
"Fn::Join" : [ ":", [ "a", "b", "c" ] ]

YAML
!Join [ ":", [ a, b, c ] ]

パラメータ付きの Ref 関数を使用した結合
次の例では、Fn::Join を使用して文字列値を作成しています。これは、Ref パラメータと
AWS::Partition 擬似パラメータで AWS::AccountId 関数を使用します。

JSON
{

}

"Fn::Join": [
"", [
"arn:",
{
"Ref": "AWS::Partition"
},
":s3:::elasticbeanstalk-*-",
{
"Ref": "AWS::AccountId"
}
]
]

YAML
!Join
- ''
- - 'arn:'
- !Ref AWS::Partition
- ':s3:::elasticbeanstalk-*-'
- !Ref AWS::AccountId

Note
同様の機能の Fn::Sub (p. 6690) 関数も参照してください。

サポートされている関数
Fn::Join 区切り記号には、関数を使用できません。文字列値を指定する必要があります。
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Fn::Join の値リストには、以下の機能を使用できます。
• Fn::Base64
• Fn::FindInMap
• Fn::GetAtt
• Fn::GetAZs
• Fn::If
• Fn::ImportValue
• Fn::Join
• Fn::Split
• Fn::Select
• Fn::Sub
• Ref

Fn::Select
組み込み関数 Fn::Select は、インデックスによってオブジェクトのリストから 1 つのオブジェクトを
返します。

Important
Fn::Select では、null 値のチェックや、インデックスが配列の範囲外であるかどうかのチェッ
クは行われません。どちらの条件でもスタックエラーが発生するため、有効なインデックスを選
択し、リストに null 以外の値が含まれるようにする必要があります。

宣言
JSON
{ "Fn::Select" : [ index, listOfObjects ] }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Select: [ index, listOfObjects ]

短縮形の構文:
!Select [ index, listOfObjects ]

パラメータ
index
取得するオブジェクトのインデックスです。これは、ゼロから N-1 の値である必要があります。N
は、配列内の要素の数を表します。
listOfObjects
選択するオブジェクトが含まれているリストです。このリストは null であってはならず、null エント
リを含めることもできません。
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戻り値
選択されたオブジェクトです。

例
基本的な例
次の例は、"grapes" を返します。

JSON
{ "Fn::Select" : [ "1", [ "apples", "grapes", "oranges", "mangoes" ] ] }

YAML
!Select [ "1", [ "apples", "grapes", "oranges", "mangoes" ] ]

カンマ区切りリストのパラメータ型
Fn::Select を使用して、CommaDelimitedList パラメーターからオブジェクトを選択することもでき
ます。CommaDelimitedList パラメーターは、関連するパラメーターの値を結合するために使用できま
す。そうすることで、テンプレート内のパラメーターの総数を減らすことができます。たとえば、次のパ
ラメーターは、3 つの CIDR ブロックのカンマ区切りリストを指定します。

JSON
"Parameters" : {
"DbSubnetIpBlocks": {
"Description": "Comma-delimited list of three CIDR blocks",
"Type": "CommaDelimitedList",
"Default": "10.0.48.0/24, 10.0.112.0/24, 10.0.176.0/24"
}
}

YAML
Parameters:
DbSubnetIpBlocks:
Description: "Comma-delimited list of three CIDR blocks"
Type: CommaDelimitedList
Default: "10.0.48.0/24, 10.0.112.0/24, 10.0.176.0/24"

3 つの CIDR ブロックのうちの 1 つを指定するには、次のサンプルスニペットで示されているように、同
じテンプレートの Resources セクションで Fn::Select を使用します。

JSON
"Subnet0": {
"Type": "AWS::EC2::Subnet",
"Properties": {
"VpcId": { "Ref": "VPC" },
"CidrBlock": { "Fn::Select" : [ "0", {"Ref": "DbSubnetIpBlocks"} ] }
}
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YAML
Subnet0:
Type: "AWS::EC2::Subnet"
Properties:
VpcId: !Ref VPC
CidrBlock: !Select [ 0, !Ref DbSubnetIpBlocks ]

ネストされた関数と短い形式の YAML
次の例では、ネストされた組み込み関数と !Select の短い形式を使用して有効なパターンを示します。
短い形式の関数を連続してネストすることはできないため、!GetAZs !Ref のようなパターンは無効で
す。

YAML
AvailabilityZone: !Select
- 0
- !GetAZs
Ref: 'AWS::Region'

YAML
AvailabilityZone: !Select
- 0
- Fn::GetAZs: !Ref 'AWS::Region'

サポートされている関数
Fn::Select インデックス値では、Ref 関数と Fn::FindInMap 関数を使用できます。
オブジェクトの Fn::Select リストでは、次の関数を使用できます。
• Fn::FindInMap
• Fn::GetAtt
• Fn::GetAZs
• Fn::If
• Fn::Split
• Ref

Fn::Split
文字列を文字列値のリストに分割し、結果の文字列のリストから要素を選択できるようにするに
は、Fn::Split 組み込み関数を使用します。, (カンマ) などの区切り記号で、分割の場所を指定します。
文字列を分割したら、Fn::Select (p. 6686) 関数を使用して特定の要素を選択します。
たとえば、サブネット ID のカンマ区切りの文字列がスタックテンプレートにインポートされる場合は、各
カンマで文字列を分割できます。サブネット ID のリストから、Fn::Select 組み込み関数を使用してリ
ソースのサブネット ID を指定します。
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宣言
JSON
{ "Fn::Split" : [ "delimiter", "source string" ] }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Split: [ delimiter, source string ]

短縮形の構文:
!Split [ delimiter, source string ]

パラメータ
両方のパラメータを指定する必要があります。
区切り記号
ソース文字列を分割する場所を決める文字列値。
ソース文字列
分割する文字列値。

戻り値
文字列値のリスト。

例
次の例では、Fn::Split 関数の動作を示します。

シンプルなリスト
次の例では、縦線 (|) ごとに文字列を分割します。この関数は ["a", "b", "c"] を返します。

JSON
{ "Fn::Split" : [ "|" , "a|b|c" ] }

YAML
!Split [ "|" , "a|b|c" ]

空の文字列値を使用したリスト
継続した区切り記号で文字列を分割する場合、返されるリストには空の文字列が含まれます。次の例で
は、2 つの連続した区切り記号と追加された区切り記号を持つ文字列がどのように分割されるかを示して
います。この関数は ["a", "", "c", ""] を返します。
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JSON
{ "Fn::Split" : [ "|" , "a||c|" ] }

YAML
!Split [ "|" , "a||c|" ]

インポートされた出力値の分割
次の例では、インポートされた出力値を分割し、Fn::Select 関数で指定されるように、返されるサブ
ネット ID のリストから 3 番目の要素を選択します。

JSON
{ "Fn::Select" : [ "2", { "Fn::Split": [",", {"Fn::ImportValue": "AccountSubnetIDs"}]}] }

YAML
!Select [2, !Split [",", !ImportValue AccountSubnetIDs]]

サポートされている関数
Fn::Split 区切り記号には、関数を使用できません。文字列値を指定する必要があります。
Fn::Split の値リストには、以下の機能を使用できます。
• Fn::Base64
• Fn::FindInMap
• Fn::GetAtt
• Fn::GetAZs
• Fn::If
• Fn::ImportValue
• Fn::Join
• Fn::Select
• Fn::Sub
• Ref

Fn::Sub
この組み込み関数 Fn::Sub は特定した値の入力文字列にある変数の代わりになります。テンプレート
で、スタックを作成または更新するまで使用できない値を含むコマンドまたは出力を作成するために、こ
の関数を使用できます。

宣言
以下のセクションでは、関数の構文を示します。
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JSON
{ "Fn::Sub" : [ String, { Var1Name: Var1Value, Var2Name: Var2Value } ] }

String パラメーターのテンプレートパラメーター、リソースの論理 ID、またはリソース属性のみを置き
換える場合、変数マップを指定しないでください。
{ "Fn::Sub" : String }

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Sub:
- String
- Var1Name: Var1Value
Var2Name: Var2Value

短縮形の構文:
!Sub
- String
- Var1Name: Var1Value
Var2Name: Var2Value

String パラメーターのテンプレートパラメーター、リソースの論理 ID、またはリソース属性のみを置き
換える場合、変数マップを指定しないでください。
完全名関数の構文:
Fn::Sub: String

短縮形の構文:
!Sub String

パラメータ
String
実行時に、AWS CloudFormation が関連する値と置き換わる変数のある文字列。変数を
${MyVarName} として書き込みます。変数は、テンプレートパラメーター名、リソースの論理 ID、
リソース属性、またはキー/値マップの変数です。テンプレートパラメーター名、リソースの論理 ID、
およびリソース属性のみを指定する場合、キー/値マップを指定しないでください。
テンプレートパラメータ名、または ${InstanceTypeParameter} などのリソースの論
理 ID を指定すると、CloudFormation は Ref 組み込み関数を使用した場合と同じ値を返し
ます。${MyInstance.PublicIp} などのリソース属性を指定すると、CloudFormation は
Fn::GetAtt 組み込み関数を使用した場合と同じ値を返します。
ドル記号と中括弧 (${}) をそのまま書き込むには、最初の中括弧の後に感嘆符 (!) を追加します
(${!Literal} など)。CloudFormation は、このテキストを ${Literal} として解決します。
VarName
String パラメーターに含めた変数の名前。
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VarValue
実行時に CloudFormation が関連する変数の名前と置き換える値。

戻り値
CloudFormation は、すべての変数の値を置き換え、元の文字列を返します。

例
次の例では、Fn::Sub 関数を使用する方法を示します。

マッピングで Fn::Sub
次の例では、${Domain} 変数を Ref 関数の結果の値と置き換えるためにマッピングを使用します。

JSON
{ "Fn::Sub": [ "www.${Domain}", { "Domain": {"Ref" : "RootDomainName" }} ]}

YAML
Name: !Sub
- www.${Domain}
- { Domain: !Ref RootDomainName }

マッピングなしの Fn::Sub
次の例では、VPC の Amazon リソースネーム (ARN) を作成するため
に、AWS::Region、AWS::AccountId 擬似パラメータおよびvpc リソース論理 ID と共に Fn::Sub を使
用します。

JSON
{ "Fn::Sub": "arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}" }

YAML
!Sub 'arn:aws:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:vpc/${vpc}'

UserData コマンド
以下の例では、Fn::Sub を使用して、実行時に実際のスタック名とリージョンに AWS::StackName と
AWS::Region 擬似パラメータを置き換えます。

JSON
読みやすくするため、JSON の例では、ユーザーデータのスクリプト全体を単一文字列値で指定する代わ
りに、Fn::Join 関数を使用して各コマンドを分けています。
"UserData": { "Fn::Base64": { "Fn::Join": ["\n", [
"#!/bin/bash -xe",
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"yum update -y aws-cfn-bootstrap",
{ "Fn::Sub": "/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource LaunchConfig
--configsets wordpress_install --region ${AWS::Region}" },
{ "Fn::Sub": "/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource
WebServerGroup --region ${AWS::Region}" }]]
}}

YAML
YAML の例では、ユーザーデータスクリプトを指定してリテラルブロックを使用しています。
UserData:
Fn::Base64:
!Sub |
#!/bin/bash -xe
yum update -y aws-cfn-bootstrap
/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource LaunchConfig -configsets wordpress_install --region ${AWS::Region}
/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource WebServerGroup -region ${AWS::Region}

サポートされている関数
String パラメータには、関数を使用できません。文字列値を指定する必要があります。
VarName および VarValue パラメータに対して、以下の関数を使用できます。
• Fn::Base64
• Fn::FindInMap
• Fn::GetAtt
• Fn::GetAZs
• Fn::If
• Fn::ImportValue
• Fn::Join
• Fn::Select
• Ref

Fn::Transform
組み込み関数 Fn::Transform は、スタックテンプレートの一部に対してカスタム処理を実行するための
マクロを指定します。マクロを使用すると、検索して置換操作のような単純なアクションからテンプレー
ト全体の広範な変換まで、テンプレートに対してカスタム処理を実行できるようになります。詳細につい
ては、「AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行 (p. 643)」を参照し
てください。
Fn::Transform を使用して AWS::Include transform (p. 6701) トランスフォームを呼び出すこと
もできます。これは AWS CloudFormation によってホストされるマクロです。

宣言
JSON
完全関数名の構文:
{

API バージョン 2010-05-15
6693

AWS CloudFormation ユーザーガイド
Fn::Transform
"Fn::Transform": {
"Name": "macro name",
"Parameters": {
"Key": "value"
}
}

}

短縮形の構文:
{

"Transform": {
"Name": "macro name",
"Parameters": {
"Key": "value"
}
}

}

YAML
完全名関数の構文:
Fn::Transform:
Name : macro name
Parameters :
Key : value

短縮形の構文:
Transform:
Name: macro name
Parameters:
Key: value

パラメータ
名前
処理を実行するマクロの名前。
パラメータ
マクロに渡すキーと値のペアとして指定されたリストパラメータ。

戻り値
処理済みスタックテンプレートに含める処理済みテンプレートスニペット。

例
次の例では、AWS::Include 変換を呼び出し、テンプレートスニペットを取得する場所を InputValue
パラメータに渡すように指定します。

JSON
{
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}

"Fn::Transform" : {
"Name" : "AWS::Include",
"Parameters" : {
"Location" : { "Ref" : "InputValue" }
}
}

YAML
'Fn::Transform':
Name: 'AWS::Include'
Parameters: {Location: {Ref: InputValue}}

次の例では、AWS::Include 変換を呼び出し、テンプレートスニペットを取得する場所として、キー
RegionMap とネストされたキー us-east-1 の下の s3Location マッピングを指定します。

JSON
{

}

"Fn::Transform" : {
"Name" : "AWS::Include",
"Parameters" : {
"Location" : {"Fn::FindInMap" : ["RegionMap", "us-east-1", "s3Location"] }
}
}

YAML
'Fn::Transform':
Name: 'AWS::Include'
Parameters: {Location: {'Fn::FindInMap': [RegionMap, us-east-1, s3Location]}}

サポートされている関数
なし。CloudFormation は、Fn::Transform に含まれるすべての組み込み関数呼び出しをリテラル文字列
として指定されたマクロに渡します。詳細については、「AWS CloudFormation マクロ機能インターフェ
イス (p. 645)」を参照してください。

Ref
組み込み関数 Ref は、指定したパラメータまたはリソースの値を返します。
• パラメータの論理名を指定すると、それはパラメータの値を返します。
• リソースの論理名を指定すると、それはそのリソースを参照するために通常使用できる値を返します
(物理 ID (p. 347))。
テンプレートでリソースを宣言するときに別のテンプレートリソースを名前で指定する必要がある場合
は、Ref を使用して別のリソースを参照できます。一般的に、Ref はリソースの名前を返します。たとえ
ば、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup の参照は、Auto Scaling グループリソースの名前を返します。
一部のリソースでは、リソースのコンテキストにおいて別の重要な意味を持つ識別子が返されます。たと
えば、AWS::EC2::EIP リソースは IP アドレスを返し、AWS::EC2::Instance はインスタンス ID を返しま
す。
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Tip
Ref を使用して Output メッセージに値を追加することもできます。
特定のリソースまたはプロパティに対する Ref の戻り値の詳細については、「リソースおよびプロパティ
のリファレンス (p. 756)」でそのリソースまたはプロパティのドキュメントを参照してください。

宣言
JSON
{ "Ref" : "logicalName" }

YAML
完全名関数の構文:
Ref: logicalName

短縮形の構文:
!Ref logicalName

パラメータ
logicalName
参照解除するパラメータまたはリソースの論理名。

戻り値
リソースの物理 ID またはパラメータの値。

例
以下の Elastic IP アドレスのリソース宣言は、EC2 インスタンスのインスタンス ID を必要とし、Ref 関数
を使用して MyEC2Instance リソースのインスタンス ID を指定します。

JSON
"MyEIP" : {
"Type" : "AWS::EC2::EIP",
"Properties" : {
"InstanceId" : { "Ref" : "MyEC2Instance" }
}
}

YAML
MyEIP:
Type: "AWS::EC2::EIP"
Properties:
InstanceId: !Ref MyEC2Instance
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サポートされている関数
Ref 関数には関数を使用できません。リソースの論理 ID である文字列を指定する必要があります。

擬似パラメータ参照
擬似パラメータは、AWS CloudFormation によって事前定義されたパラメータです。テンプレートでは宣
言しません。パラメーターと同じように、Ref 関数の引数として使用します。

例
次のスニペットは、出力値に AWS::Region の擬似パラメーターの値を割り当てます。

JSON
"Outputs" : {
"MyStacksRegion" : { "Value" : { "Ref" : "AWS::Region" } }
}

YAML
Outputs:
MyStacksRegion:
Value: !Ref "AWS::Region"

AWS::AccountId
123456789012 など、スタックが作成されているアカウントの AWS アカウント ID を返します。

AWS::NotificationARNs
現在のスタックの通知 Amazon リソースネーム (ARN) のリストを返します。
リストから 1 つの ARN を取得するには、Fn::Select (p. 6686) を使用します。

JSON
"myASGrpOne" : {
"Type" : "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
"Version" : "2009-05-15",
"Properties" : {
"AvailabilityZones" : [ "us-east-1a" ],
"LaunchConfigurationName" : { "Ref" : "MyLaunchConfiguration" },
"MinSize" : "0",
"MaxSize" : "0",
"NotificationConfigurations" : [{
"TopicARN" : { "Fn::Select" : [ "0", { "Ref" : "AWS::NotificationARNs" } ] },
"NotificationTypes" : [ "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR" ]
}]
}
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}

YAML
myASGrpOne:
Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
Version: '2009-05-15'
Properties:
AvailabilityZones:
- "us-east-1a"
LaunchConfigurationName:
Ref: MyLaunchConfiguration
MinSize: '0'
MaxSize: '0'
NotificationConfigurations:
- TopicARN:
Fn::Select:
- '0'
- Ref: AWS::NotificationARNs
NotificationTypes:
- autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
- autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR

AWS::NoValue
Fn::If 組み込み関数の戻り値として指定すると、対応するリソースプロパティを削除します。
たとえば、スナップショット ID が指定されている場合にのみ Amazon RDS DB インスタンスのス
ナップショットを使用する場合は、AWS::NoValue パラメータを使用できます。UseDBSnapshot
条件が true に評価された場合は、CloudFormation は DBSnapshotIdentifier プロパティに
DBSnapshotName パラメータ値を使用します。条件が false に評価された場合は、CloudFormation は
DBSnapshotIdentifier プロパティを削除します。

JSON
"MyDB" : {
"Type" : "AWS::RDS::DBInstance",
"Properties" : {
"AllocatedStorage" : "5",
"DBInstanceClass" : "db.t2.small",
"Engine" : "MySQL",
"EngineVersion" : "5.5",
"MasterUsername" : { "Ref" : "DBUser" },
"MasterUserPassword" : { "Ref" : "DBPassword" },
"DBParameterGroupName" : { "Ref" : "MyRDSParamGroup" },
"DBSnapshotIdentifier" : {
"Fn::If" : [
"UseDBSnapshot",
{"Ref" : "DBSnapshotName"},
{"Ref" : "AWS::NoValue"}
]
}
}
}

YAML
MyDB:
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Type: AWS::RDS::DBInstance
Properties:
AllocatedStorage: '5'
DBInstanceClass: db.t2.small
Engine: MySQL
EngineVersion: '5.5'
MasterUsername:
Ref: DBUser
MasterUserPassword:
Ref: DBPassword
DBParameterGroupName:
Ref: MyRDSParamGroup
DBSnapshotIdentifier:
Fn::If:
- UseDBSnapshot
- Ref: DBSnapshotName
- Ref: AWS::NoValue

AWS::Partition
リソースがあるパーティションを返します。標準の AWS リージョンの場合、パーティションは aws で
す。他のパーティションのリソースの場合、パーティションは aws-partitionname です。例えば、
中国 (北京および寧夏) リージョンにあるリソースのパーティションは aws-cn で、AWS GovCloud (USWest) リージョンにあるリソースのパーティションは aws-us-gov です。

AWS::Region
us-west-2 など、包括的なリソースが作成されているリージョンを表す文字列を返します。

AWS::StackId
aws cloudformation create-stack など、arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack/teststack/51af3dc0-da77-11e4-872e-1234567db123 コマンド
で指定されたようにスタックの ID を返します。

AWS::StackName
aws cloudformation create-stack など、teststack コマンドで指定されたようにスタックの名前
を返します。

AWS::URLSuffix
ドメインのサフィックスを返します。サフィックスは、通常 amazonaws.com ですが、リージョンによっ
て異なります。例えば、中国 (北京) リージョンのサフィックスは amazonaws.com.cn です。

変換のリファレンス
このセクションでは、AWS CloudFormation がサポートする変換のリファレンス情報を示します。
変換は、CloudFormation によってホストされるマクロです。カスタムマクロとは異なり、変換は
CloudFormation によってホストされているため、使用するための特別なアクセス権限は必要ありません。
変換は、CloudFormation 内の任意のアカウントのテンプレートで使用できます。また、変換を使用しても
料金は発生しません。CloudFormation は、評価の順序と範囲の点で変換を他のマクロと同じように扱いま
す。
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テンプレートで変換を使用する方法については、変換テンプレートのセクションを参照してください。マ
クロの詳細については、「マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行」を参照してください。
トピック
• AWS::CodeDeployBlueGreen transform (p. 6700)
• AWS::Include transform (p. 6701)
• AWS::SecretsManager transform (p. 6703)
• AWS::Serverless 変換 (p. 6705)
• AWS# ServiceCatalog トランスフォーム (p. 6706)

AWS::CodeDeployBlueGreen transform
AWS::CodeDeployBlueGreen の変換を使用して、スタックの CodeDeploy を通じて ECS ブルー/
グリーンデプロイを有効にします。使用例を含む詳細については、AWS CloudFormation を使用して
CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイを実行するを参照してください。

使用
テンプレートの最上位レベルにある AWS::CodeDeployBlueGreen 変換を使用しま
す。AWS::CodeDeployBlueGreen を他のテンプレートセクションに埋め込まれたトランスフォームと
して使用することはできません。
変換の宣言の値には、リテラル文字列である必要があります。変換値の指定には、パラメータまたは関数
は使用できません。

テンプレートのトップレベルでの構文
AWS::CodeDeployBlueGreen を Transform セクションに含めるには、次の構文を使用します。

JSON
"Transform": [
"AWS::CodeDeployBlueGreen"
],

YAML
Transform:
- 'AWS::CodeDeployBlueGreen'

パラメータ
AWS::CodeDeployBlueGreen トランスフォームはパラメータを受け付けません。

解説
マクロの使用に関する一般的な考慮事項については、「AWS CloudFormation マクロ定義を作成する際の
考慮事項 (p. 648)」を参照してください。

例
完全な使用例については、AWS CloudFormation を使用して CodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデ
プロイを実行するを参照してください。
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AWS::Include transform
テンプレートに定型コンテンツを挿入するには、AWS CloudFormation がホストするマクロである
AWS::Include transform を使用します。AWS::Include transform により、Amazon S3 バケット内の
テンプレートスニペットへのリファレンスを作成することができます。変更セットの作成 (p. 141)、また
は 変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140)、およびテンプレートが AWS::Include を参照する
と、AWS CloudFormation は指定されたファイルの内容をテンプレート内の transform の場所に挿入しま
す。AWS::Include 関数の動作は、プログラミング言語の include、copy、import ディレクティブに
似ています。
たとえば、1 つ以上の AWS CloudFormation テンプレートで再利用したい Lambda 関数が存在する場合が
あります。

使用
テンプレートパラメータセクションまたはテンプレートバージョンフィールドを除き、AWS
CloudFormation テンプレート内の任意の場所で AWS::Include transform を使用できます。たとえば、
マッピングセクションの AWS::Include で使用できます。

テンプレートのトップレベルでの構文
テンプレートの最上位レベルにAWS::Include transform を含めるには、Transform セクションで、次
の構文を使用します。

JSON
{

}

"Transform" : {
"Name" : "AWS::Include",
"Parameters" : {
"Location" : "s3://MyAmazonS3BucketName/MyFileName.json"
}
}

YAML
Transform:
Name: 'AWS::Include'
Parameters:
Location: 's3://MyAmazonS3BucketName/MyFileName.yaml'

テンプレートのセクションに変換を埋め込む場合の構文
セクション内に組み込まれた変換を含めるには、Fn::Transform (p. 6693) 組み込み関数および次の構
文を使用します。

JSON
{

"Fn::Transform" : {
"Name" : "AWS::Include",
"Parameters" : {
"Location" : "s3://MyAmazonS3BucketName/MyFileName.json"
}
}
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}

YAML
'Fn::Transform':
Name: 'AWS::Include'
Parameters:
Location: s3://MyAmazonS3BucketName/MyFileName.yaml

パラメータ
場所
この場所は Amazon S3 URI で、S3 バケット内の特定ファイル名です。("s3://MyBucketName/
MyFile.yaml" など)。

解説
AWS::Include を使用する際、以下の考慮事項に注意してください。マクロの使用に関する一般的な考慮
事項については、「AWS CloudFormation マクロ定義を作成する際の考慮事項 (p. 648)」を参照してくだ
さい。
• 現在サポートされているのは Amazon S3 URI だけで、(Amazon S3 ARN など) 他の Amazon S3 形式は
サポートされません。これは GitHub リポジトリでなく、Amazon S3 バケットである必要があります。
• Amazon S3 URL にアクセスできるユーザーであれば、誰でもそのテンプレートにスニペットを含める
ことができます。
• お客様のテンプレートスニペットは、有効な YAML または有効な JSON である必要があります。
• "KeyName": "keyValue" のように、テンプレートスニペットは有効なキー–オブジェクトである必要
があります。
• AWS::Include を使用するテンプレートスニペットを参照するために AWS::Include を使用すること
はできません。
• スニペットが変更された場合は、スタックはその変更を自動的に検知しません。これらの変更を取得す
るには、更新されたスニペットを使用してスタックを更新する必要があります。スタックを更新する場
合、含まれるスニペットが知らない間に変更されていないことを確認してください。スタックを更新す
る前に確認するには、変更セットを確認します。
• テンプレートとスニペットを作成する場合、YAML と JSON テンプレート言語を組み合わせることがで
きます。
• 現在、YAML スニペットの簡易表記の使用はサポートされていません。
• クロスリージョンレプリケーション Amazon S3 URI を AWS::Include で指定できます。クロスリー
ジョンレプリケーションオブジェクトにアクセスする際、Amazon S3 バケット名を確認してください。
詳細については、「クロスリージョンレプリケーション」を参照してください。

例
次の例は、AWS::Include 変換で待機条件ハンドルを実行する方法を示します。
JSON と YAML の両方のバージョンが、以下の待機条件スニペットを使用します。ファイルを
single_wait_condition.yaml として保存し、S3 バケットに MyAmazonS3BucketName と同じ名前
で保存します。
WebServerWaitHandle:
Type: 'AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle'
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JSON
{

}

"Resources": {
"MyWaitHandle": {
"Type": "AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle"
},
"Fn::Transform": {
"Name": "AWS::Include",
"Parameters": {
"Location": "s3://MyAmazonS3BucketName/single_wait_condition.yaml"
}
}
}

YAML
Resources:
MyWaitHandle:
Type: 'AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle'
'Fn::Transform':
Name: 'AWS::Include'
Parameters:
Location : "s3://MyAmazonS3BucketName/single_wait_condition.yaml"

AWS::SecretsManager transform
AWS CloudFormation がホストするマクロである AWS::SecretsManager 変換を使用して、シーク
レットのローテーションを実行する Lambda 関数を指定します。変更セットの作成 (p. 141) または
変更セットを使用したスタックの更新 (p. 140) とテンプレートが AWS::SecretsManager を参照す
る場合、AWS CloudFormation はシークレットのローテーションを実行する Lambda 関数を生成しま
す。AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースの HostedRotationLambda プロパティ
タイプを使用して、目的の Lambda 関数の属性を指定します。
Lambda 関数は、ネストされたスタック (つまり、AWS# CloudFormation# Stack
リソース) として、処理済みのテンプレートに含まれます。このリソースは、次に
AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースで指定された RotationType に基づいて、AWS
Secrets Manager Rotation Lambda Functions リポジトリ内の適切な関数テンプレートにリンクします。

使用
テンプレートの最上位レベルにある AWS::SecretsManager 変換を使用しま
す。AWS::SecretsManager を他のテンプレートセクションに埋め込まれたトランスフォームとして使
用することはできません。
変換の宣言の値には、リテラル文字列である必要があります。変換値の指定には、パラメータまたは関数
は使用できません。

テンプレートのトップレベルでの構文
テンプレートの最上位レベルに AWS::SecretsManager を含めるには、Transform セクションで次の
構文を使用します。

JSON
{

"Transform": "AWS::SecretsManager-2020-07-23",
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}

. . .

YAML
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23

パラメータ
AWS::SecretsManager トランスフォームはパラメータを受け付けません。代わりに、スタックテンプ
レート内の AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースの HostedRotationLambda プロ
パティタイプを使用して作成するシークレットローテーション Lambda 関数のプロパティを指定します。

解説
マクロの使用に関する一般的な考慮事項については、「AWS CloudFormation マクロ定義を作成する際の
考慮事項 (p. 648)」を参照してください。

例
次の部分的なテンプレートの例は、AWS::SecretsManager 変換を使用
し、AWS::SecretsManager::RotationSchedule リソースの HostedRotationLambda プロパティ
タイプで指定されたプロパティに基づいて、単一ユーザーの MySQL データベースでシークレットロー
テーションの Lambda 関数を指定する方法を示しています。
RDS データベース、Amazon Redshift クラスター、ドキュメント DB クラスターのシークレットローテー
ションを示す完全なテンプレートの例については、「AWS::SecretsManager::RotationSchedule」の「例」
のセクションをご参照ください。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Transform": "AWS::SecretsManager-2020-07-23",
"Resources": {
. . .
"MySecretRotationSchedule": {
"Type": "AWS::SecretsManager::RotationSchedule",
"DependsOn": "SecretRDSInstanceAttachment",
"Properties": {
"SecretId": {
"Ref": "MyRDSInstanceRotationSecret"
},
"HostedRotationLambda": {
"RotationType": "MySQLSingleUser",
"RotationLambdaName": "SecretsManagerRotation",
"VpcSecurityGroupIds": {
"Fn::GetAtt": [
"TestVPC",
"DefaultSecurityGroup"
]
},
"VpcSubnetIds": {
"Fn::Join": [
",",
[
{
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},
{

]

}

}

}

}

]

}

"Ref": "TestSubnet01"
"Ref": "TestSubnet02"

}
},
"RotationRules": {
"AutomaticallyAfterDays": 30
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::SecretsManager-2020-07-23
Resources:
. . .
MySecretRotationSchedule:
Type: AWS::SecretsManager::RotationSchedule
DependsOn: SecretRDSInstanceAttachment
Properties:
SecretId: !Ref MyRDSInstanceRotationSecret
HostedRotationLambda:
RotationType: MySQLSingleUser
RotationLambdaName: SecretsManagerRotation
VpcSecurityGroupIds: !GetAtt TestVPC.DefaultSecurityGroup
VpcSubnetIds:
Fn::Join:
- ","
- - Ref: TestSubnet01
- Ref: TestSubnet02
RotationRules:
AutomaticallyAfterDays: 30

AWS::Serverless 変換
CloudFormation によってホストされるマクロである AWS::Serverless 変換は、AWS Serverless
Application Model (AWS SAM) 構文で記述されたテンプレート全体を受け取り、それを準拠した
CloudFormation テンプレートに変換および拡張します。サーバーレスアプリケーションおよび AWS SAM
の詳細については 、AWS Lambda Developer Guide のLambda ベースのアプリケーションのデプロイ お
よび AWS Serverless Application Model 開発者ガイド の AWS SAM リソースとプロパティの参照を参照し
てください。
次の例では、テンプレートは AWS SAM 構文を使用して Lambda 関数とその実行ロールの宣言を簡素化し
ています。
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
MyServerlessFunctionLogicalID:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
Handler: index.handler
Runtime: nodejs8.10
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CodeUri: 's3://testBucket/mySourceCode.zip'

テンプレートから変更セットを作成すると、CloudFormation はトランスフォームの定義に従って AWS
SAM 構文を拡張します。処理されたテンプレートは、AWS Lambda 関数および実行ロールが宣言された
AWS::Serverless::Function リソースを展開します。
{

"Resources": {
"MyServerlessFunctionLogicalID": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Handler": "index.handler",
"Code": {
"S3Bucket": "testBucket",
"S3Key": "mySourceCode.zip"
},
"Role": {
"Fn::GetAtt": ["FunctionNameRole", "Arn"]
},
"Runtime": "nodejs8.10"
}
},
"FunctionNameRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"ManagedPolicyArns": ["arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"],
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["sts:AssumeRole"],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": ["lambda.amazonaws.com"]
}
}]
}
}
}
}
}

構文
変換の宣言の値には、リテラル文字列である必要があります。変換値の指定には、パラメータまたは関数
は使用できません。次のスニペットは、変換の宣言の例です。

JSON
"Transform" : "AWS::Serverless-2016-10-31"

YAML
Transform: "AWS::Serverless-2016-10-31"

AWS# ServiceCatalog トランスフォーム
AWS::ServiceCatalog トランスフォームにより、サービスカタログユーザーは、CloudFormation テン
プレート内の既存のサービスカタログプロビジョニング済み製品からの出力を参照できます。
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既存のプロビジョニング済み製品の出力を参照するには、テンプレートの先頭に
AWS::ServiceCatalog トランスフォームを含める必要があります。出力値が必要な場合は、プロビ
ジョニングされた製品の名前と出力キー名を指定します。
テンプレートでは、複数のプロビジョニングされた製品とキー名を参照できます。テンプレートごとに最
大 20 個です。プロビジョニング中、トランスフォームは、CloudFormation テンプレートの出力値を置き
換えて、参照されるプロビジョニングされた各プロダクトとキーから値を取得します。

使用状況
テンプレートの最上位レベルにある AWS::ServiceCatalog トランスフォームを使用しま
す。AWS::ServiceCatalog を他のテンプレートセクションに埋め込まれたトランスフォームとして使
用することはできません。
変換の宣言の値には、リテラル文字列である必要があります。変換値の指定には、パラメータまたは関数
は使用できません。

テンプレートのトップレベルでの構文
テンプレートの最上位レベルにAWS::ServiceCatalog トランスフォームを含めるには、[トランス
フォーム] セクションで、次の構文を使用します。

JSON
{
"Transform": "AWS::ServiceCatalog",
. . .
}

YAML
Transform: AWS::ServiceCatalog

パラメータ
AWS::ServiceCatalog トランスフォームはパラメータを受け付けません。

例
以下の JSON および YAML の例は、CloudFormation テンプレート内の既存のサービスカタログプロビ
ジョニング済み製品の出力をユーザーが参照する方法を示しています。
以下の例では、SampleProvisionedProduct は以前に作成されたプロビジョニング済み製品で
す。SampleOutputKey は、このプロビジョニング済み製品の出力キーです。

JSON
この例は、動作しているバージョンです。
値を文字列リテラルとしてラップしないテンプレートバージョンは失敗します。
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Transform": "AWS::ServiceCatalog",
"Resources": {

API バージョン 2010-05-15
6707

AWS CloudFormation ユーザーガイド
AWS# ServiceCatalog
"ExampleParameter": {
"Type": "AWS::SSM::Parameter",
"Properties": {
"Type": "String",
"Value":
"[[servicecatalog:provisionedproduct:SampleProvisionedProduct:SampleOutputKey]]"
}
}
}
}

YAML
例 1–4 は有効なテンプレートです。例 1 と 2 では、トランスフォームと値は文字列リテラルです。
例 5 は有効なテンプレートではありません。値は、'、"、>- のいずれかの文字列で改行される必要があ
ります。そうしないと、ユーザーはエラーを受け取ります。
// Example 1
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: 'AWS::ServiceCatalog'
Resources:
ExampleParameter:
Type: 'AWS::SSM::Parameter'
Properties:
Type: String
Value:
'[[servicecatalog:provisionedproduct:SampleProvisionedProduct:SampleOutputKey]]'
// Example 2
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: 'AWS::ServiceCatalog'
Resources:
ExampleParameter:
Type: 'AWS::SSM::Parameter'
Properties:
Type: String
Value:
'[[servicecatalog:provisionedproduct:SampleProvisionedProduct:SampleOutputKey]]'
// Example 3
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::ServiceCatalog
Resources:
ExampleParameter:
Type: 'AWS::SSM::Parameter'
Properties:
Type: String
Value:
"[[servicecatalog:provisionedproduct:SampleProvisionedProduct:SampleOutputKey]]"
// Example 4
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::ServiceCatalog
Resources:
ExampleParameter:
Type: 'AWS::SSM::Parameter'
Properties:
Type: String
Value: >[[servicecatalog:provisionedproduct:SampleProvisionedProduct:SampleOutputKey]]
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// Example 5
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::ServiceCatalog
Resources:
ExampleParameter2:
Type: 'AWS::SSM::Parameter'
Properties:
Type: String
Value:
[[servicecatalog:provisionedproduct:SSMProductProvisionedProduct:SampleOutputKey]]

CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス
AWS CloudFormation には、スタックの一部として作成する Amazon EC2 インスタンスでソフトウェアを
インストールしたりサービスを開始したりするために使用できる、次の Python ヘルパースクリプトが用
意されています。
• cfn-init (p. 6712): リソースメタデータの取得と解釈、パッケージのインストール、ファイルの作成、お
よびサービスの開始で使用します。
• cfn-signal (p. 6715): CreationPolicy または WaitCondition でシグナルを送信するために使用し、前提と
なるリソースやアプリケーションの準備ができたときに、スタックの他のリソースを同期できるように
します。
• cfn-get-metadata (p. 6720): 特定のキーへのリソースまたはパスのメタデータを取得するために使用し
ます。
• cfn-hup (p. 6722): メタデータへの更新を確認し、変更が検出されたときにカスタムフックを実行するた
めに使用します。
テンプレートからスクリプトを直接呼び出します。スクリプトは、同じテンプレートで定義されているリ
ソースメタデータと組み合わされて機能します。スクリプトは Amazon EC2 インスタンスでスタック作成
プロセス中に実行されます。

Note
スクリプトはデフォルトでは実行されません。特定のヘルパースクリプトを実行するには、テン
プレートに呼び出しを含める必要があります。

Amazon Linux AMI イメージ
CloudFormation ヘルパースクリプトは Amazon Linux AMI イメージにプレインストールされています。
• Amazon Linux AMI の最新バージョンでは、スクリプトは /opt/aws/bin にプレインストールされてい
ます。
• 以前の Amazon Linux AMI バージョンでは、スクリプトを含む aws-cfn-bootstrap パッケージは、Yum
リポジトリにあります。

その他のプラットフォーム用パッケージのダウンロー
ド
Amazon Linux AMI イメージと Microsoft Windows (2008 以降) を除く Linux/Unix ディストリビューション
用に、aws-cfn-bootstrap パッケージをダウンロードできます。
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Note
ヘルパースクリプトのバージョン 2.0–1 以上は、Python 3.4 以上をサポートしています。以前の
バージョンの Python をサポートするヘルパースクリプトが必要な場合は、「CloudFormation ヘ
ルパースクリプト 1.4 のリリース履歴」を参照してください。
ファイル形式

URL のダウ
ンロード

TAR.GZ

https://
s3.amazonaws.com/
cloudformationexamples/
aws-cfnbootstrappy3latest.tar.gz
Python の
簡易イン
ストール
ツールを
使用しま
す。Ubuntu
用のイン
ストールを
完了するに
は、シンボ
リックリン
クを作成す
る必要があ
ります。
ln -s /
root/
aws-cfnbootstraplatest/
init/
ubuntu/
cfnhup /etc/
init.d/
cfn-hup

ZIP

https://
s3.amazonaws.com/
cloudformationexamples/
aws-cfnbootstrappy3latest.zip

EXE

32 ビット
Windows:
https://
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ファイル形式

URL のダウ
ンロード
s3.amazonaws.com/
cloudformationexamples/
aws-cfnbootstrappy3latest.exe
64 ビット
Windows:
https://
s3.amazonaws.com/
cloudformationexamples/
aws-cfnbootstrappy3-win64latest.exe

ヘルパースクリプトのアクセス許可
デフォルトでは、ヘルパースクリプトは認証情報を必要としないので、--access-key、--secretkey、--role、または --credential-file オプションを使う必要がありません。ただし、認証情報が
指定されていない場合、CloudFormation はスタックのメンバーシップを確認し、そのインスタンスが属す
るスタックの呼び出し範囲を制限します。
オプションを指定するように選択する場合、次のいずれかのみを指定することをお勧めします。
• --role
• --credential-file
• --access-key と共に --secret-key
オプションを指定する場合は、さまざまなヘルパースクリプトが必要とするアクセス権限に注意してくだ
さい。
• cfn-signal には cloudformation:SignalResource が必要です
• 他のすべてのヘルパースクリプトは cloudformation:DescribeStackResource を必要とします
IAM ポリシーで CloudFormation に特定されるアクションと条件コンテキストキーの使用方法の詳細につ
いては、AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63) を参照してください。

最新バージョンの使用
ヘルパースクリプトは定期的に更新されます。ヘルパースクリプトを使用する場合は、必ずスクリプトの
最新バージョンを使用してインスタンスを起動してください。
• スクリプトを呼び出す前に、テンプレートの UserData プロパティに次のコマンドを含めます。このコ
マンドで、確実に最新バージョンを取得できます。
yum install -y aws-cfn-bootstrap
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• yum install コマンドを含めずに、cfn-init、cfn-signal、または cfn-get-metadata スクリ
プトを使用する場合、次のコマンドを使用して各 Amazon EC2 Linux インスタンスのスクリプトを手動
で更新する必要があります。
sudo yum install -y aws-cfn-bootstrap

Note
sudo yum install -y aws-cfn-bootstrap を実行すると、yum リポジトリからヘルパー
スクリプトがインストールされます。
• yum install コマンドを含めずに、cfn-hup スクリプトを使用する場合、次のコマンドを使用して各
Amazon EC2 Linux インスタンスのスクリプトを手動で更新する必要があります。
sudo yum install -y aws-cfn-bootstrap
sudo /sbin/service cfn-hup restart

Note
sudo yum install -y aws-cfn-bootstrap を実行すると、yum リポジトリからヘルパー
スクリプトがインストールされます。
• スクリプトのソースコードを使用して Linux の別バージョンまたは別のプラットフォームで作業する場
合、独自の証明書信頼ストアを作成済みであれば、信頼ストアも常に更新しておく必要があります。
aws-cfn-bootstrap パッケージのバージョン履歴については、「AWS CloudFormation ヘルパースクリプト
のリリース履歴 (p. 7091)」を参照してください。
トピック
• cfn-init (p. 6712)
• cfn-signal (p. 6715)
• cfn-get-metadata (p. 6720)
• cfn-hup (p. 6722)

cfn-init
説明
cfn-init ヘルパースクリプトは、AWS::CloudFormation::Init キーからテンプレートメタデータを読み
取り、それに応じて次のように動作します。
• CloudFormation のメタデータの取得と解析
• パッケージのインストール
• ディスクへのファイルの書き込み
• サービスの有効化/無効化と開始/停止

Note
cfn-init を使用して既存のファイルを更新すると、同じディレクトリに元のファイ
ルのバックアップコピーが作成され、.bak という拡張子が付けられます。たとえ
ば、/path/to/file_name を更新すると、そのアクションにより 2 つのファイルが生成されま
す。/path/to/file_name.bak には元のファイルの内容が含まれ、/path/to/file_name に
は更新された内容が含まれます。
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テンプレートメタデータについては、「AWS::CloudFormation::Init (p. 272)」を参照してくださ
い。

Note
cfn-init は認証情報を必要としないので、--access-key、--secret-key、--role、または
--credential-file オプションを使用する必要はありません。ただし、認証情報が指定されて
いない場合、CloudFormation はスタックのメンバーシップを確認し、そのインスタンスが属する
スタックの呼び出し範囲を制限します。

構文
cfn-init --stack|-s stack.name.or.id \
--resource|-r logical.resource.id \
--region region \
--access-key access.key \
--secret-key secret.key \
--role rolename \
--credential-file|-f credential.file \
--configsets|-c config.sets \
--url|-u service.url \
--http-proxy HTTP.proxy \
--https-proxy HTTPS.proxy \
--verbose|-v

オプション
名前

説明

必須

-s, --stack

スタック名またはスタック ID。

はい

Type: String
デフォルト: なし
例: --stack { "Ref" : "AWS::StackName" },
-r, --resource

メタデータを含むリソースの論理リソース ID です。

はい

Type: String
例: --resource WebServerHost
--region

使用する CloudFormation リージョンのエンドポイン
トです。

いいえ

Type: String
デフォルト: us-east-1
例:--region ", { "Ref" : "AWS::Region" },
--access-key

CloudFormation の DescribeStackResource を呼
び出すためのアクセス権限を持つアカウントの AWS
アクセスキーです。認証情報ファイルパラメーター
は、このパラメーターより優先されます。
Type: String
API バージョン 2010-05-15
6713

いいえ

AWS CloudFormation ユーザーガイド
cfn-init

名前

説明

必須

--secret-key

指定した AWS アクセスキーに対応する AWS シーク
レットアクセスキーです。

いいえ

Type: String
--role

インスタンスに関連付けられた IAM ロールの名前で
す。

いいえ

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、このパラ
メーターより優先されます。
-f, --credentialfile

シークレットアクセスキーとアクセスキーの両方を
含むファイルです。認証情報ファイルパラメーター
は、--role、--access-key、および --secret-key パラ
メーターよりも優先されます。

いいえ

Type: String
-c, --configsets

実行する configset のカンマ区切りリスト (実行順)。

いいえ

Type: String
デフォルト: default
-u, --url

使用する CloudFormation エンドポイントです。

いいえ

Type: String
--http-proxy

HTTP プロキシ (非 SSL)。次の形式を使用しま
す。http://user:password@host:port

いいえ

Type: String
--https-proxy

HTTPS プロキシ。次の形式を使用しま
す。https://user:password@host:port

いいえ

Type: String
-v, --verbose

詳細を出力します。cfn-init が初期化に失敗した場合の
デバッグに役立ちます。

いいえ

Note
初期化イベントをデバッグするに
は、DisableRollback を有効にする必要があ
ります。そのためには CloudFormation コン
ソールを使用し、[Show Advanced Options]
(詳細オプションの表示) を選択して [Rollback
on failure] (失敗時のロールバック) を [No]
(いいえ) に設定します。次に、コンソールに
SSH し、/var/log/cfn-init.log のログを読みま
す。
-h, --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。
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例
Amazon Linux の例
次のスニペットは、UserData リソースに関連付けられた InstallAndRun configset を実行する EC2 イ
ンスタンスの WebServerInstance プロパティを示しています。
完全なサンプルテンプレートについては、「AWS CloudFormation による Amazon EC2 へのアプリケー
ションのデプロイ (p. 413)」を参照してください。

JSON
"UserData" : { "Fn::Base64" :
{ "Fn::Join" : ["", [
"#!/bin/bash -xe\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource WebServerInstance ",
"
--configsets InstallAndRun ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n"
]]}
}

YAML
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -xe
- |
# Install the files and packages from the metadata
- '/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource WebServerInstance '
- '
--configsets InstallAndRun '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+

cfn-signal
説明
cfn-signal ヘルパースクリプトは、Amazon EC2 インスタンスが正常に作成または更新されたかどうかを
示すシグナルを CloudFormation に送信します。インスタンスにソフトウェアアプリケーションをインス
トールして設定する場合、ソフトウェアアプリケーションが使用できる状態になった時に CloudFormation
にシグナルを送信できます。
cfn-signal スクリプトは CreationPolicy (p. 6628) または WaitOnResourceSignals (p. 6639) 更新ポ
リシーを持つ Auto Scaling グループともに使用します。CloudFormation がこれらのポリシーとともにリ
ソースを作成または更新する場合、リソースが必要な数のシグナルを受信するか、またはタイムアウト
期間を超過するまで、スタックの作業を停止します。CloudFormation が有効なシグナルを受信するたび
に、CloudFormation はスタックイベントにシグナルを発行して各シグナルを追跡できるようにします。作
成ポリシーおよび cfn-signal の使用に関するウォークスルーは、「AWS CloudFormation による Amazon
EC2 へのアプリケーションのデプロイ (p. 413)」を参照してください。
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Note
cfn-signal は認証情報を必要としないので、--access-key、--secret-key、--role、または
--credential-file オプションを使用する必要はありません。ただし、認証情報が指定されて
いない場合、CloudFormation はスタックのメンバーシップを確認し、そのインスタンスが属する
スタックの呼び出し範囲を制限します。

リソースシグナリングの構文 (推奨)
CloudFormation リソースにシグナルを送信するには、次の構文を使用します。
cfn-signal --success|-s signal.to.send \
--access-key access.key \
--credential-file|-f credential.file \
--exit-code|-e exit.code \
--http-proxy HTTP.proxy \
--https-proxy HTTPS.proxy \
--id|-i unique.id \
--region AWS.region \
--resource resource.logical.ID \
--role IAM.role.name \
--secret-key secret.key \
--stack stack.name.or.stack.ID \
--url AWS CloudFormation.endpoint

待機条件ハンドルを使用するための構文
待機条件ハンドルのシグナルを送信するには、次の構文を使用します。
cfn-signal --success|-s signal.to.send \
--reason|-r resource.status.reason \
--data|-d data \
--id|-i unique.id \
--exit-code|-e exit.code \
waitconditionhandle.url

オプション
使用できるオプションは、シグナルが作成ポリシーか待機条件ハンドルかによって異なります。作成ポリ
シーに適用するオプションは、待機条件ハンドルに適用されない場合があります。
名前

説明

必須

--access-key (リソース
シグナル送信のみ)

CloudFormation SignalResource API を呼び出す
ためのアクセス権限を持つアカウントの AWS アクセ
スキーです。認証情報ファイルパラメーターは、この
パラメーターより優先されます。

いいえ

Type: String
-d, --data (待機条件ハ
ンドルのみ)

waitConditionHandle とともに返送するデータで
す。デフォルトは空白です。
Type: String
デフォルト: 空白
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名前

説明

必須

-e, --exit-code

成功か失敗かの判断に使用できる、プロセスからの
エラーコードです。指定した場合、--success オプ
ションは無視されます。

いいえ

Type: String
例: -e $? (Linux 用)、-e %ERRORLEVEL% (Windows
cmd.exe 用)、および -e $lastexitcode (Windows
PowerShell 用)。
-f, --credentialfile (リソースシグナル
送信のみ)

シークレットアクセスキーとアクセスキーの両方を
含むファイルです。認証情報ファイルパラメーター
は、--role、--access-key、および --secret-key パラ
メーターよりも優先されます。

いいえ

Type: String
--http-proxy

HTTP プロキシ (非 SSL)。次の形式を使用しま
す。http://user:password@host:port

いいえ

Type: String
--https-proxy

HTTPS プロキシ。次の形式を使用しま
す。https://user:password@host:port

いいえ

Type: String
-i, --id

送信するユニーク ID です。

いいえ

Type: String
デフォルト: Amazon EC2 インスタンスの ID です。ID
が解決されない場合は、マシンの完全修飾ドメイン名
(FQDN) が返されます。
-r, --reason (待機条
件ハンドルのみ)

リソースイベントのステータスの理由です (現在は失
敗の場合のみ使用されています) - success が false の
場合、デフォルトは "Configuration failed" です。

いいえ

Type: String
--region (リソースシグ
ナル送信のみ)

使用する CloudFormation リージョンのエンドポイン
トです。

いいえ

Type: String
デフォルト: us-east-1
--resource (リソースシ
グナル送信のみ)

シグナルを送信する作成ポリシーを含むリソースの論
理 ID (p. 347) です。
Type: String
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名前

説明

必須

--role (リソースシグナ
ル送信のみ)

インスタンスに関連付けられた IAM ロールの名前で
す。

いいえ

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、このパラ
メーターより優先されます。
-s, --success

true の場合、信号 SUCCESS、その他 FAILURE。

いいえ

Type: Boolean
デフォルト: true
--secret-key (リソース
シグナル送信のみ)

指定した AWS アクセスキーに対応する AWS シーク
レットアクセスキーです。

いいえ

Type: String
--stack (リソースシグナ
ル送信のみ)

シグナルを送信するリソースを含むスタック名または
スタック ID です。

はい

Type: String
-u, --url (リソースシ
グナル送信のみ)

使用する CloudFormation エンドポイントです。

いいえ

Type: String

waitconditionhandle.url
関連付けられている WaitCondition に成功または
(待機条件ハンドルのみ)
失敗のシグナルを送信するために使用できる署名済み
URL です。

はい

Type: String

例
Amazon Linux の例
よくある使用パターンは、cfn-init と cfn-signal を一緒に使用することです。cfn-signal 呼び出しは、cfninit への呼び出しから返されるステータスを使用します ($? シェル構造を使用)。アプリケーションのイン
ストールが失敗すると、インスタンスの作成が失敗し、スタックはロールバックされます。Windows 用の
スタックは、「AWS CloudFormation Windows スタックのブートストラップ (p. 256)」を参照してくださ
い。

JSON
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Description": "Simple EC2 instance",
"Resources": {
"MyInstance": {
"Type": "AWS::EC2::Instance",
"Metadata": {
"AWS::CloudFormation::Init": {
"config": {
"files": {
"/tmp/test.txt": {
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}

}

}

}

}

}

}

"content": "Hello world!",
"mode": "000755",
"owner": "root",
"group": "root"

},
"Properties": {
"ImageId": "ami-a4c7edb2",
"InstanceType": "t2.micro",
"UserData": {
"Fn::Base64": {
"Fn::Join": [
"",
[
"#!/bin/bash -x\n",
"# Install the files and packages from the metadata\n",
"/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource MyInstance ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n",
"# Signal the status from cfn-init\n",
"/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? ",
"
--stack ",
{
"Ref": "AWS::StackName"
},
"
--resource MyInstance ",
"
--region ",
{
"Ref": "AWS::Region"
},
"\n"
]
]
}
}
},
"CreationPolicy": {
"ResourceSignal": {
"Timeout": "PT5M"
}
}

YAML
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Simple EC2 instance
Resources:
MyInstance:
Type: AWS::EC2::Instance
Metadata:
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'AWS::CloudFormation::Init':
config:
files:
/tmp/test.txt:
content: Hello world!
mode: '000755'
owner: root
group: root
Properties:
ImageId: ami-a4c7edb2
InstanceType: t2.micro
UserData: !Base64
'Fn::Join':
- ''
- - |
#!/bin/bash -x
- |
# Install the files and packages from the metadata
- '/opt/aws/bin/cfn-init -v '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource MyInstance '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
- |
# Signal the status from cfn-init
- '/opt/aws/bin/cfn-signal -e $? '
- '
--stack '
- !Ref 'AWS::StackName'
- '
--resource MyInstance '
- '
--region '
- !Ref 'AWS::Region'
- |+
CreationPolicy:
ResourceSignal:
Timeout: PT5M

例
以下のテンプレートなど、いくつかの CloudFormation サンプルテンプレートは、cfn-signal を使用しま
す。
• LAMP: 単一 EC2 インスタンスとローカル MySQL データベース
• WordPress: 単一 EC2 インスタンスとローカル MySQL データベース

cfn-get-metadata
説明
cfn-get-metadata ヘルパースクリプトを使用すると、CloudFormation からメタデータブロックを取得し
て、標準出力できます。キーを指定すれば、メタデータブロックのサブツリーを印字することもできま
す。ただし、最上位レベルのキーのみがサポートされます。

Note
cfn-get-metadata は認証情報を必要としないので、--access-key、--secret-key、-role、または --credential-file オプションを使用する必要はありません。ただし、認証情
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報が指定されていない場合、CloudFormation はスタックのメンバーシップを確認し、そのインス
タンスが属するスタックの呼び出し範囲を制限します。

構文
cfn-get-metadata --access-key access.key \
--secret-key secret.key \
--credential-file|f credential.file \
--key|k key \
--stack|-s stack.name.or.id \
--resource|-r logical.resource.id \
--role IAM.role.name \
--url|-u service.url \
--region region

オプション
名前

説明

必須

-k, --key

キーと値のペアの場合は、指定した値のキーの名前が
返されます。

いいえ

Type: String
例: { "Key1": "SampleKey1", "Key2":
"SampleKey2" } では、cfn-get-metadata -k
Key2 は SampleKey2 を返します。
-s, --stack

スタックの名前です。

はい

Type: String
デフォルト: なし
例: -s { "Ref" : "AWS::StackName" },
-r, --resource

メタデータを含むリソースの論理リソース ID です。

はい

Type: String
例: -r WebServerHost
--role (リソースシグナ
ル送信のみ)

インスタンスに関連付けられた IAM ロールの名前で
す。

いいえ

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、このパラ
メーターより優先されます。
--region

CloudFormation URL の生成元となるリージョンで
す。
Type: String
デフォルト: なし
例: --region ", { "Ref" : "AWS::Region" },
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名前

説明

必須

--access-key

CloudFormation の DescribeStackResource を呼び出
すアクセス許可を持つアカウントの AWS アクセス
キーです。

条件付き

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、このパラ
メーターより優先されます。
--secret-key

指定した AWS アクセスキーに対応する AWS シーク
レットキーです。

条件付き

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、このパラ
メーターより優先されます。
-f, --credentialfile

シークレットキーとアクセスキーの両方を含むファイ
ルです。

条件付き

Type: String
条件: 認証情報ファイルパラメーターは、--access-key
および --secret-key パラメーターよりも優先されま
す。

cfn-hup
説明
cfn-hup ヘルパーは、リソースメタデータの変更を検出し、変更が検出された場合は、ユーザーが指定
した操作を実行するデーモンです。これにより、UpdateStack API アクションを通じて、実行中の
Amazon EC2 インスタンスで設定を更新できます。

構文
cfn-hup --config|-c config.dir \
--no-daemon \
--verbose|-v

オプション
名前

説明

必須

--config|-c
config.dir

cfn-hup スクリプトが cfn-hup.conf およ
び hooks.d ディレクトリを探すパスを指定
します。Windows では、デフォルトのパスは
system_drive\cfn です。Linux では、デフォルト
のパスは /etc/cfn です。

いいえ

--no-daemon

cfn-hup スクリプトを一度実行して終了するには、こ
のオプションを指定します。

いいえ
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名前

説明

必須

-v, --verbose

詳細モードを使用するには、このオプションを指定し
ます。

いいえ

cfn-hup.conf 設定ファイル
cfn-hup.conf ファイルは、cfn-hup デーモンのターゲットとなるスタックの名前と AWS 認証情報を格納し
ます。
cfn-hup.conf ファイルでは、次の形式が使用されます。
[main]
stack=<stack-name-or-id>

名前

説明

必須

stack

スタックの名前または ID です。

はい

Type: String
credential-file

コマンドラインツールで使用するのと同じ形式の、所
有者のみの認証情報ファイルです。

いいえ

Type: String
条件: role パラメータは、このパラメータより優先さ
れます。
role

インスタンスに関連付けられた IAM ロールの名前で
す。

いいえ

Type: String
region

スタックを含む AWS リージョンの名前です。

いいえ

例: us-east-2
umask

cfn-hup デーモンによって使用される umask。

いいえ

この値は、前に 0 を付けても、付けなくても指定で
きます。どちらの場合も、8 進数として解釈されます
(Linux の umask コマンドと似ています)。このパラ
メータは Windows には影響しません。
タイプ : 0～0777 の 8 進数の整数
デフォルト: 022、バージョン 1.4–22 以上。デフォル
ト値の 022 は、グループおよびワールドの書き込み
許可をマスクするため、cfn-hup デーモンによって作
成されるファイルは、デフォルトではグループまたは
ワールドの書き込みを行うことはできません。バー
ジョン 1.4 –21 以前のデフォルト値は、0 で、マスク
はされません。
interval

リソースメタデータへの変更を確認する間隔です (分
単位)。
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名前

説明

必須

タイプ: 整数
デフォルト: 15
verbose

詳細ログ記録を行うかどうかを指定します。

いいえ

タイプ: ブール値
デフォルト: false

hooks.conf 設定ファイル
cfn-hup デーモンが定期的に呼び出すユーザーアクションは、hooks.conf 設定ファイルに定義されていま
す。hooks.conf ファイルでは、次の形式が使用されます。
[hookname]
triggers=post.add or post.update or post.remove
path=Resources.<logicalResourceId> (.Metadata or .PhysicalResourceId)
(.<optionalMetadatapath>)
action=<arbitrary shell command>
runas=<runas user>

オペレーションが実行されるときは、現在の環境 (cfn-hup のある環境) のコピーで実行されま
す。CFN_OLD_METADATA には以前のパスの値が設定され、CFN_NEW_METADATA には現在の値が設
定されます。
hooks 設定ファイルは cfn-hup デーモンの開始時だけにロードされるため、新しいフックではデーモンを
再起動する必要があります。以前のメタデータ値のキャッシュは、/var/lib/cfn-hup/data/metadata_db— に
保存されます。このキャッシュを削除すると、cfn-hup に強制的にすべての post.add アクションを再実行
させることができます。
名前

説明

必須

hookname

このフックの一意の名前です

はい

Type: String
triggers

検出する条件のカンマ区切りのリストです。

はい

有効な値: post.add、post.update、または
post.remove
例: post.add, post.update
path

メタデータオブジェクトへのパスです。メタデータブ
ロック内の任意の深いパスをサポートします。

パス形式オプション
• リソース。<LogicalResourceId> — リソースの
最終更新時間を監視します。リソースが変更された
らトリガーします。
• リソー
ス。<LogicalResourceId>.PhysicalResourceId
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名前

説明

必須

— リソースの物理 ID を監視します。関連付けられ
ているリソース ID が変化した場合にだけトリガー
します (新しい EC2 インスタンスなど)。
• リソース。<LogicalResourceId>.Metadata
(.optional ##) — リソースのメタデータの変更を
監視します (特定の値を監視するために、メタデー
タのサブパスが任意の深いレベルに指定される場合
があります)。
action

所定のものとして実行される任意のシェルコマンドで
す。

はい

runas

コマンドの実行者となるユーザーです。Cfn-hup は、
ユーザーに切り替えるために su コマンドを使用しま
す。

はい

hooks.d ディレクトリ
変更通知フックをデプロイする複数のアプリケーションの構成をサポートするために、cfn-hup はフッ
ク設定ディレクトリにある hooks.d という名前のディレクトリをサポートします。hooks.d ディレク
トリには、1 つ以上の追加のフック設定ファイルを含めることもできます。追加のフックファイル
は、hooks.conf ファイルと同じレイアウトを使用する必要があります。
cfn-hup デーモンは、このディレクトリの各ファイルを解析およびロードします。hooks.d ディレクトリの
いずれかのフックが hooks.conf 内のフックと同じ名前である場合、フックはマージされます (つまり、両
方のファイルで指定されている値では、hooks.d が hooks.conf を上書きします)。

例
次のテンプレートスニペットでは、CloudFormation は cfn-auto-reloader.conf フックファイル
を、LaunchConfig リソースに関連付けられた AWS::CloudFormation::Init リソースが変更された
時にトリガーします。

JSON
...

...

"LaunchConfig": {
"Type" : "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration",
"Metadata" : {
"QBVersion": {"Ref": "paramQBVersion"},
"AWS::CloudFormation::Init" : {
"/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf": {
"content": { "Fn::Join": [ "", [
"[cfn-auto-reloader-hook]\n",
"triggers=post.update\n",
"path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init\n",
"action=/opt/aws/bin/cfn-init -v ",
"
--stack ", { "Ref" : "AWS::StackName" },
"
--resource LaunchConfig ",
"
--configsets wordpress_install ",
"
--region ", { "Ref" : "AWS::Region" }, "\n",
"runas=root\n"
]]},
"mode" : "000400",
"owner" : "root",
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...

}

"group" : "root"

YAML
...
LaunchConfig:
Type: "AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration"
Metadata:
QBVersion: !Ref paramQBVersion
AWS::CloudFormation::Init:
...
/etc/cfn/hooks.d/cfn-auto-reloader.conf:
content: !Sub |
[cfn-auto-reloader-hook]
triggers=post.update
path=Resources.LaunchConfig.Metadata.AWS::CloudFormation::Init
action=/opt/aws/bin/cfn-init -v --stack ${AWS::StackName} --resource
LaunchConfig --configsets wordpress_install --region ${AWS::Region}
runas=root
mode: "000400"
owner: "root"
group: "root"
...

その他の例
サンプルテンプレートについては、「AWS CloudFormation による Amazon EC2 へのアプリケーションの
デプロイ (p. 413)」を参照してください。
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サンプルテンプレート
AWS CloudFormation サンプルテンプレートは、さまざまな用途のテンプレートの作成方法を示します。
たとえば、あるサンプルテンプレートは Amazon VPC の負荷分散型自動拡張型 WordPress ブログにつ
いて記述します。これらのテンプレートはお客様独自のテンプレートを作成するための開始点として使用
し、サンプルテンプレートを本番レベルの環境で起動しないことをお勧めします。
サンプルテンプレートを表示するには、「https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/
UserGuide/cfn-sample-templates.html」を参照してください。

Note
AWSクイックスタートでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Chef Serverや
MongoDBなどのソフトウェアのデプロイをAWS で自動化します。これらのテンプレートを使用
すると、AWS に独自のソリューションをデプロイする方法を学習できます。詳細については、
「AWS AWS クイックスタートリファレンスデプロイメント」を参照してください。
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CloudFormation のトラブルシュー
ティング
AWS CloudFormation を使用して、CloudFormation スタックを作成、更新、または削除する際に、問題
が発生することがあります。以降のセクションは、発生する可能性のある一般的な問題のトラブルシュー
ティングに役立ちます。
CloudFormation に関する一般的な質問については、「AWS CloudFormation のよくある質問」を参照して
ください。また、AWS CloudFormation フォーラムで回答を検索したり、質問を投稿したりすることもで
きます。
トピック
• トラブルシューティングガイド (p. 6728)
• エラーのトラブルシューティング (p. 6728)
• サポートへのお問い合わせ (p. 6734)

トラブルシューティングガイド
AWS CloudFormation でのスタックの作成、更新、または削除に失敗した場合、問題に関する詳細情報
の入手に役立つエラーメッセージやログを確認できます。ここでは、CloudFormation の問題をトラブル
シューティングするための一般的な方法について説明します。特定のエラーと解決方法については、「エ
ラーのトラブルシューティング (p. 6728)」セクションを参照してください。
• CloudFormation コンソールを使用して、スタックのステータスを表示します。コンソールには、スタッ
クを作成、更新、または削除する際のスタックイベントのリストを表示できます。このリストから失
敗イベントを探して、そのイベントのステータスの理由を確認します。ステータスの理由には、AWS
CloudFormation または問題のトラブルシューティングに役立つ特定のサービスからのエラーメッセージ
が含まれている可能性があります。スタックイベントの表示の詳細については、「AWS Management
Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示 (p. 116)」を参照してください。
• Amazon EC2 の問題については、cloud-init および cfn のログを参照してください。これらのログ
は、/var/log/ ディレクトリの Amazon EC2 インスタンスに発行されます。ログには、AWS
CloudFormation がインスタンスをセットアップする際のプロセスとコマンドの出力がキャプチャされま
す。Windows の場合、%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService および C:\cfn\log に保存
される EC2Configure サービスおよび cfn ログを確認してください。
また、AWS CloudFormation テンプレートの設定により、ログを Amazon CloudWatch に発行させ
ることも可能です。この場合、ログは AWS Management Console に表示されるため、Amazon EC2
インスタンスに接続する必要がありません。詳細については、アプリケーション管理ブログの View
CloudFormation logs in the console を参照してください。

エラーのトラブルシューティング
以下に挙げる AWS CloudFormation スタックに関するエラーが発生した場合に、問題の原因を特定して解
決するのに役立つ解決方法を紹介します。
トピック
• スタックの削除の失敗 (p. 6729)
• 依存関係のエラー (p. 6729)
• リストを渡す際のパラメーター解析エラー (p. 6730)
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• IAM アクセス権限の不足 (p. 6730)

• 値が無効またはリソースのプロパティがサポートされていない (p. 6730)
• 制限の超過 (p. 6730)
• ネストされたスタックは
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS、UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRES
または UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS 状態にあります。 (p. 6730)
• 実行する更新がない (p. 6731)
• スタックの作成、更新、または削除オペレーションの際、リソースが安定しない (p. 6731)
• セキュリティグループが VPC 内に存在しない (p. 6732)
• 更新のロールバックの失敗 (p. 6732)
• 待機条件が Amazon EC2 インスタンスから所定の数のシグナルを受け取らなかった (p. 6733)
• リソースはスタックから削除されましたが、削除されてはいません。 (p. 6733)

スタックの削除の失敗
この状況を解決するには、以下の手順を実行します。
• 一部のリソースは、削除する前に空にしなければなりません。たとえば、バケットまたはセキュリティ
グループを削除するには、Amazon S3 バケットのすべてのオブジェクト、または Amazon EC2 セキュ
リティグループのすべてのインスタンスを削除する必要があります。
• スタックのリソースを削除するのに必要な IAM アクセス権限があることを確認します。AWS
CloudFormation のアクセス権限に加えて、Amazon S3 や Amazon EC2 などの基盤となるサービスを使
用する権限を持っている必要があります。
• AWS CloudFormation で削除できなかったリソースがあったためにスタックが DELETE_FAILED 状態で
ある場合は、RetainResources パラメータを使用して AWS CloudFormation が削除できない当該リ
ソースを指定し、削除を再実行します。AWS CloudFormation は、保持されたリソースを残してスタッ
クを削除します。残したいオブジェクトを含む S3 バケットなど、リソースは削除できないが、スタッ
クは削除したい場合に便利です。
スタックを削除した後で、リソースに関連した AWS サービスを使用して、残したリソースを手動で削
除できます。
• 削除保護を有効にしているスタックを削除することはできません。削除保護を有効にした状態でスタッ
クを削除しようとすると、削除は失敗し、ステータスを含め、スタックが変更されることはありませ
ん。スタックの削除保護を無効にし、削除オペレーションを再度行います。
これには、ルートスタックの削除保護が有効になっている「ネストされたスタック (p. 244)」が含まれ
ます。ルートスタックの削除保護を無効にし、削除オペレーションを再度行います。ネストされたス
タックは直接削除しないことが推奨されていますが、ルートスタックとそのリソースを削除する場合の
み削除します。
詳細については、「スタックの削除保護 (p. 123)」を参照してください。
• AWS Support がある場合は、その他すべての問題については 、AWS Support ケースを作成できます。
「サポートへのお問い合わせ (p. 6734)」を参照してください。

依存関係のエラー
依存関係のエラーを解決するには、テンプレート内の他のリソースに依存するリソースに DependsOn 属
性を追加します。場合によっては、AWS CloudFormation が正しい順序でリソースを作成または削除でき
るように、依存関係を明示的に宣言する必要があります。たとえば、同じスタック内に Elastic IP および
インターネットゲートウェイを持つ VPC を作成する場合、Elastic IP はインターネットゲートウェイのア
タッチメントに依存させる必要があります。詳細については、「DependsOn 属性 (p. 6633)」を参照して
ください。
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リストを渡す際のパラメーター解析エラー
AWS Command Line Interface または AWS CloudFormation を使用してリストを渡す場合、各カンマの前
にエスケープ文字 (\) を追加します。次の例は、CLI を使用する場合に入力パラメーターを指定する方法
を示していますAWS CLI。
ParameterKey=CIDR,ParameterValue='10.10.0.0/16\,10.10.0.0/24\,10.10.1.0/24'

IAM アクセス権限の不足
AWS CloudFormation スタックを使用して作業する場合、AWS CloudFormation を使用するアクセス権限
に加えて、テンプレートに記述されている基盤となるサービスを使用する権限を持っている必要があり
ます。たとえば、Amazon S3 バケットを作成する場合や、Amazon EC2 インスタンスを開始する場合に
は、Amazon S3 または Amazon EC2 に対するアクセス権限が必要となります。AWS CloudFormation ス
タックの作業を行う前には IAM ポリシーを見直して、必要なアクセス権限があることを確認します。詳細
については、AWS Identity and Access Management によるアクセスの制御 (p. 63) を参照してください。

値が無効またはリソースのプロパティがサポートされ
ていない
AWS CloudFormation スタックを作成または更新しようとすると、入力パラメーターが無効であるか、リ
ソースのプロパティ名がサポートされていないか、リソースのプロパティ値がサポートされていないため
に、その作業が失敗する場合があります。入力パラメーターについては、そのリソースが存在することを
確認します。たとえば、Amazon EC2 キーペアまたは VPC ID を指定する場合、リソースはアカウント内
およびスタックを作成/更新しているリージョンに存在している必要があります。確実に有効な値を使用す
るには、AWS 固有のパラメータ型 (p. 292)を使用できます。
リソースのプロパティ名と値については、テンプレートを更新して有効な名前と値を使用するようにして
ください。すべてのリソースとそのプロパティ名のリストについては、「AWS リソースおよびプロパティ
タイプのリファレンス (p. 756)」を参照してください。

制限の超過
リソースの制限に達していないことを確認します。たとえば、起動できる Amazon EC2 インスタンスのデ
フォルトの最大数は 20 です。アカウントの制限を超える数の Amazon EC2 を作成しようとすると、イン
スタンスの作成は失敗し、エラー Status=start_failed が返されます。AWS の制限のデフォルトを
サービスごとに確認するには、AWS General Reference の AWS サービスの制限を参照してください。
AWS CloudFormation の制限および調整戦略については、「AWS CloudFormation のクォータ (p. 9)」を参
照してください。
さらに、更新中にリソースが置き換えられた場合、AWS CloudFormation は古いリソースを削除する前に
新しいリソースを作成します。このリソースの置換によってリソースの上限に達してしまい、更新が失敗
する場合があります。過剰なリソースを削除するか、制限の緩和をリクエストすることができます。

ネストされたスタックは
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS、UPDATE_RO
または UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS 状態にあ
ります。
ネストされたスタックがロールバックに失敗しました。ネストされたスタック間で使用可能なリ
ソースの依存性により、すべてのスタックがアップデートされるかロールバックされるまで、AWS
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CloudFormation はネストされたスタックのクリーンアップを開始しません。ネストされたスタッ
クがロールバックに失敗した場合、AWS CloudFormation は、その他のスタックの現状態に関
係なく、すべてのオペレーションをキャンセルします。その他のネストされたスタックがロー
ルバックに失敗していると、アップデートやロールバックを完了したネストスタックも AWS
CloudFormation から信号を受け取らずに、UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS または
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS 状態になります。アップデートに失敗しても
ロールバックを開始する信号が届かないネストスタックは、UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS の状態に
なります。
スタックテンプレートがこのスタックの状態を正確に反映していない場合、AWS CloudFormation の外
部における変更により、ネストされたスタックのロールバックが失敗することがあります。また、Auto
Scaling グループが作成またはアップデートされた際に、このグループのネストスタックに限定時間内のリ
ソースが不足していると、ネストされたスタックが失敗することもあります。
スタックを修正するには、AWS Support (p. 6734) に連絡してください。

実行する更新がない
AWS CloudFormation スタックを更新するには、テンプレートまたはパラメータの値の変更を AWS
CloudFormation に送信する必要があります。ただし、削除のポリシー、更新ポリシー、条件の宣言、また
は出力の宣言に対する変更など、テンプレートに対する変更の一部は、AWS CloudFormation によって更
新として認識されません。他の変更を行わずにこのような変更を加える必要がある場合は、リソースの メ
タデータ (p. 6639)属性を追加または変更します。
更新中のテンプレートの変更の詳細については、「スタックテンプレートの変更 (p. 138)」を参照してく
ださい。

スタックの作成、更新、または削除オペレーションの
際、リソースが安定しない
オペレーションが AWS CloudFormation タイムアウト期間を超えたか、AWS のサービスが中断されたた
め、リソースが応答しませんでした。サービス中断の場合は、関連する AWS サービスが実行中であるこ
とを確認し、次にスタックオペレーションを再試行します。
AWS サービスが正常に実行中であれば、スタックに以下のリソースの 1 つが含まれているかどうかを確
認してください。
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup 作成、更新、削除オペレーション
• AWS::CertificateManager::Certificate 作成オペレーション
• AWS::CloudFormation::Stack 作成、更新、削除オペレーション
• AWS::ElasticSearch::Domain 更新オペレーション
• AWS::RDS::DBCluster 作成および更新オペレーション
• AWS::RDS::DBInstance 作成、更新、削除オペレーション
• AWS::Redshift::Cluster 更新オペレーション
これらのリソースのオペレーションは、デフォルトのタイムアウト期間以上の時間がかかる場合があ
ります。タイムアウト期間は、リソースと使用する認証情報によって異なります。タイムアウト期間を
延長するには、スタックオペレーションを実行する際にサービスロール (p. 74)を指定します。すでに
サービスロールを使用しているか、またはスタックにリストにないリソースが含まれている場合、AWS
Support (p. 6734) にお問い合わせください。
スタックが UPDATE_ROLLBACK_FAILED という状態の場合、「更新のロールバックの失敗 (p. 6732)」を
参照してください。
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セキュリティグループが VPC 内に存在しない
セキュリティグループが指定した VPC に存在していることを確認します。セキュリティグループが存在す
る場合、セキュリティグループの名前ではなく、セキュリティグループの ID を指定していることを確認し
ます。たとえば、AWS::EC2::SecurityGroupIngress リソースには、SourceSecurityGroupName
プロパティと SourceSecurityGroupId プロパティがあります。VPC セキュリティグループについて
は、SourceSecurityGroupId を使用し、プロパティとセキュリティグループ ID を指定する必要があり
ます。

更新のロールバックの失敗
ロールバックが失敗するため (UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態)、依存リソースを元の状態に戻すことは
できません。例えば、AWS CloudFormation の外部で削除された古いデータベースのインスタンスにロー
ルバックするスタックがある場合などです。AWS CloudFormation にはデータベースが削除されたことが
わからないため、データベースインスタンスがまだ存在する前提でそれにロールバックしようとし、更新
のロールバックが失敗します。
失敗の原因によっては、エラーを手動で修正してロールバックを続けることができます。ロールバックを
続けることで、スタックを動作状態 (UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE 状態) に戻し、スタックの更新を再
度試みることができます。次のリストでは、更新のロールバック失敗の原因となる一般的なエラーに対す
る解決策について説明します。
• 必要なシグナルの数の受け取りに失敗した
signal-resource コマンドを使用し、必要な数の成功シグナルを、待機しているリソースに手動で
送信した後、更新のロールバックを続けます。たとえば、更新のロールバック中、Auto Scaling グ
ループ内のインスタンスが指定されたタイムアウト期間内に成功のシグナルの送信に失敗する可能
性があります。Auto Scaling グループに成功シグナルを手動で送信します。更新のロールバックを
続けると、AWS CloudFormation がシグナルを確認し、ロールバックを続けます。
• リソースに対する変更が AWS CloudFormation 外で加えられた
元のスタックテンプレートと一致するようにリソースを手動で同期した後、更新のロールバックを
続けます。たとえば、AWS CloudFormation がロールバックしようとしているリソースを手動で削
除した場合、元のスタックで使用していたのと同じ名前およびプロパティを使用してそのリソース
を手動で作成する必要があります。
• アクセス権限の不足
リソースを変更する IAM アクセス権限が十分にあることを確認し、更新のロールバックを続けま
す。たとえば、IAM ポリシーで S3 バケットの作成が許可されるが、バケットの変更は許可されな
いことがあります。ポリシーに変更アクションを追加します。
• 無効なセキュリティトークン
AWS CloudFormation には、認証情報の新しいセットが必要です。変更は必要ありません。更新の
ロールバックを続けると、認証情報が更新されます。
• 制限エラー
必要ないリソースを削除するか、クォータの引き上げをリクエストし、更新のロールバックを続け
ます。たとえば、EC2 インスタンス数のアカウント制限が 20 で、更新のロールバックがその制限
を超えた場合、失敗します。
• リソースが安定しませんでした
オペレーションが AWS CloudFormation タイムアウト期間を超えたか、AWS のサービスが中断
されたため、リソースが応答しませんでした。変更は必要ありません。リソース操作が完了する
か、AWS サービスが実行状態に戻ったら、更新のロールバックを続けてください。
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更新のロールバックを続けるには、AWS CloudFormation コンソールまたは AWS コマンドラインイン
ターフェイス (CLI) を使用します(AWS CLI)。詳細については、「更新のロールバックを続ける (p. 178)」
を参照してください。
これらのソリューションがどれもうまくいかない場合、AWS CloudFormation が正常にロールバックで
きないリソースはスキップすることができます。詳細については、AWS CloudFormation API Reference
の ResourcesToSkip パラメータで「ContinueUpdateRollback」オペレーションを参照してくださ
い。AWS CloudFormation は指定されたリソースのステータスを UPDATE_COMPLETE に設定し、引き続
きスタックをロールバックします。ロールバックが完了したら、スキップされたリソースのステータスは
スタックテンプレートのリソースのステータスと一致しません。別のスタックの更新を実行する前に、リ
ソースを変更するか、またはスタックを更新して、整合性を取る必要があります。そうしないと、以降の
スタックの更新は失敗し、スタックは回復不可能になる可能性があります。

待機条件が Amazon EC2 インスタンスから所定の数
のシグナルを受け取らなかった
この状況を解決するには、以下の手順を実行します。
• 使用している AMI に AWS CloudFormation ヘルパースクリプトがインストールされていることを確認し
ます。AMI にヘルパースクリプトが含まれていない場合は、インスタンスにダウンロードすることもで
きます。詳細については、「CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス (p. 6709)」を参照して
ください。
• インスタンスで cfn-signal コマンドが正常に実行されたことを確認します。/var/log/cloudinit.log や /var/log/cfn-init.log などのログを確認して、インスタンスの起動に関するデバッ
グに役立てることができます。ログはインスタンスへログインすることで取得できますが、障害発生時
のロールバックを無効にしておく (p. 112)必要があります。無効にしないと、スタックの作成が失敗し
た場合に AWS CloudFormation によってそのインスタンスが削除されます。また、Amazon CloudWatch
に対してログを発行することもできます。Windows の場合、C:\cfn\log および %ProgramFiles%
\Amazon\EC2ConfigService に保存される cfn ログを確認できます。
• インスタンスがインターネットに接続されていることを確認します。インスタンスが VPC 内に存在して
おり、プライベートサブネットにある場合は NAT デバイスを介して、パブリックサブネットにある場合
はインターネットゲートウェイを介してインターネットに接続されます。インスタンスのインターネッ
ト接続をテストするには、http://aws.amazon.com などの公開ウェブページへアクセスしてくださ
い。たとえば、インスタンスで次のコマンドを実行すると、HTTP 200 ステータスコードが返されるは
ずです。
curl -I https://aws.amazon.com

NAT デバイスの設定の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「NAT」を参照してくださ
い。

リソースはスタックから削除されましたが、削除され
てはいません。
スタックの更新中に、CloudFormation はスタックからリソースを削除しましたが、リソースは削除されま
せんでした。リソースはまだ存在しますが、CloudFormation からはアクセスできなくなります。これは、
スタックの更新中に発生する可能性があります。
• CloudFormation は既存のリソースを置き換える必要があるため、最初に新しいリソースを作成し、次に
古いリソースを削除しようとします。
• スタックテンプレートからリソースを削除したため、CloudFormation はスタックからリソースを削除し
ようとします。
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ただし、CloudFormation がリソースを削除できない場合があります。例えば、特定のタイプのリソースを
削除するためのアクセス権限がユーザーにない場合などです。
CloudFormation は、古いリソースを 3 回削除しようとします。CloudFormation が古いリソースを削
除できない場合、古いリソースをスタックから削除し、スタックの更新を続行します。スタックの更
新が完了すると、CloudFormation は UPDATE_COMPLETE スタックイベントを発行しますが、1 つ以
上のリソースを削除できなかったことを示す StatusReason が含まれます。また、CloudFormation
は、CloudFormation がリソースの削除に失敗した理由の詳細を提供する、対応する StatusReason を含
め、特定のリソースについての DELETE_FAILED イベントを発行します。
この状況を解決するには、基盤となるサービスのコンソールまたは API を使用してリソースを直接削除し
ます。

サポートへのお問い合わせ
AWS Support がある場合は、https://console.aws.amazon.com/support/home#/ で技術サポートケースを作
成できます。サポートへ連絡する前に、以下の情報を収集します。
• スタックの ID。スタック ID は、AWS CloudFormation コンソールの [概要] タブに表示されます。詳細
については、「AWS Management Console での AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表
示 (p. 116)」を参照してください。

Important
スタックのリソースを AWS CloudFormation 以外の方法で変更しないでください。スタックの
リソースを AWS CloudFormation 以外の方法で変更すると、復旧不可能な状態になる場合があ
ります。
• スタックのエラーメッセージ。スタックのエラーメッセージの表示については、「トラブルシューティ
ングガイド (p. 6728)」セクションを参照してください。
• Amazon EC2 の問題については、cloud-init および cfn のログを収集してください。これらのログ
は、/var/log/ ディレクトリの Amazon EC2 インスタンスに発行されます。これらのログには、
インスタンスのセットアップ中のプロセスおよびコマンドの出力がキャプチャされます。Windows
の場合、%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService および C:\cfn\log に保存される
EC2Configure サービスおよび cfn ログを収集してください。
また、AWS CloudFormation フォーラムで回答を検索したり、質問を投稿したりすることもできます。
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リリース履歴
以下の表に、2018 年 5 月以降の AWS CloudFormation ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更
点を示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードを購読してください。
変更

説明

日付

更新されたリソース (p. 1662)

リソース AWS::CloudTrail::Trail
が更新されました。

September 10, 2021

AWS::CloudTrail::Trail
ExcludeManagementEventSources
プロパティを使用して、
証跡のログから AWS Key
Management Service (AWS
KMS) イベントを除外しま
す。
証跡で Insights イベント
をログに記録する場合
は、InsightSelectors プ
ロパティを使用して Insights
イベントタイプを指定しま
す。
アカウントで Organizations
が有効になっている場合
は、IsOrganizationTrail
プロパティを使用して AWS
Organizations 証跡を作成し
ます。
更新されたリソース (p. 4323)

次のリソースが更新されました:
AWS::Cassandra::Table。

September 3, 2021

AWS::Cassandra::Table
AWS::Cassandra::Table
リソースを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) の既
存のテーブルに新しい正規列
を追加します。
更新されたリソース (p. 760)

次のリソースが追加されました:
September 2, 2021
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
OcspConfiguration。次の
リソースが更新されました:
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
RevocationConfiguration。
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
OcspConfiguration
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
OcspConfiguration オブ
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ジェクトを使用して、CA で
オンライン証明書ステータス
プロトコル (OCSP) サポー
トを設定します。
更新されたリソース (p. 2230)

次のリソースが更新されました:
AWS::DataSync::Task。

September 2, 2021

AWS::DataSync::Task
Includes プロパティを使
用して、タスクに含めるファ
イルを指定します。
更新されたリソース (p. 3356)

次のリソースが更新されました:
September 2, 2021
AWS::EventSchemas::Discoverer。
AWS::EventSchemas::Discoverer
CrossAccount プロパティ
を使用して、他のアカウント
からのイベントスキーマを検
出できるようにします。

更新されたリソース (p. 4431)

次のリソースが更新されまし
September 2, 2021
た。AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
CloudFormation の
配信ストリームで
DynamicPartitioningConfiguration
プロパティタイプがサポート
されるようになりました。

更新されたリソース (p. 6359)

次のリソースが更新されました:
AWS::Transfer::Server
AWS::Transfer::Server
WorkflowDetail
WorkflowDetail プロパ
ティを使用して、ワークフ
ローのステップおよびその他
の詳細を指定します。
AWS::Transfer::Server
WorkflowDetails
WorkflowDetails プロパ
ティを WorkflowDetails
プロパティのコンテナとして
使用します。
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新しいリソース (p. 3814)

次のリソースが新規追加されまし September 2, 2021
た: AWS::IoT::FleetMetric
AWS::IoT::FleetMetric
AWS::IoT::FleetMetric
リソースを使用して、フリー
トメトリクスを指定します。

新しいリソース (p. 5679)

次のリソースが追加されました:
September 2, 2021
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
and
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy。
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint
リソースを使用して S3 マル
チリージョンアクセスポイン
ト設定を作成します。
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy
リソースを使用して S3 マル
チリージョンアクセスポイ
ントポリシー設定を作成しま
す。

用語の変更 (p. 4492)

AWS KMS では、カスタマーマ
August 30, 2021
スターキー (CMK) という用語を
AWS KMS key と KMS キーに置
き換えています。コンセプトは変
わっていません。重大な変更を防
ぐために、AWS KMS はこの用語
のバリエーションをいくつか保っ
ています。

スタック障害オプショ
ン (p. 6735)

プロビジョニングに失敗した場
August 30, 2021
合は、正常にプロビジョニン
グされたリソースをロールバッ
クせずに、障害発生時点から開
始して、アプリケーションを繰
り返し開発できます。スタック
障害オプションを指定すること
で、CREATE_FAILED または
UPDATE_FAILED ステータスの
リソースをトラブルシューティ
ングできます。すべてのスタック
デプロイと変更セットのオペレー
ションに対して、障害オプション
をプロビジョニングできます。
詳細については、「スタック障
害オプション」を参照してくださ
い。
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更新されたリソース (p. 1768)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CodeBuild::Project

August 19, 2021

AWS::CodeBuild::Project
ResourceAccessRole お
よび Visibility プロパ
ティは、パブリックビルドを
サポートするために追加され
ました。
更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されました:
August 19, 2021
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy。
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
PredictiveScalingConfiguration
プロパティを使用し
て、Auto Scaling グループの
予測スケーリングポリシー設
定を指定します。
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更新されたリソース (p. 5516)

次のリソースが更新されました:
AWS::Redshift::Cluster。

August 19, 2021

AWS::Redshift::Cluster リソース
を更新して、次のプロパティを追
加しました。
AquaConfigurationStatus
AvailabilityZoneRelocation
AvailabilityZoneRelocationStatus
Classic
DeferMaintenance
DeferMaintenanceDuration
DeferMaintenanceEndTime
DeferMaintenanceIdentifier
DeferMaintenanceStartTime
DestinationRegion
EnhancedVpcRouting
MaintenanceTrackName
ManualSnapshotRetentionPeriod
ResourceAction
RevisionTarget
RotateEncryptionKey
SnapshotCopyGrantName
SnapshotCopyManual
SnapshotCopyRetentionPeriod
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更新されたリソース (p. 5845)

次のリソースが更新されました:
August 19, 2021
AWS::SageMaker::EndpointConfig
AWS::SageMaker::EndpointConfig
AsyncInferenceClientConfig
プロパティタイプ
で、MaxConcurrentInvocationsPerInstance
プロパティを使用して、同時
実行リクエストの最大数を設
定します。
AsyncInferenceConfig
プロパティタイプ
で、ClientConfig を使用
して、SageMaker が使用す
るクライアントの動作を設定
します。OutputConfig を
使用して、呼び出し出力を指
定します。
AsyncInferenceNotificationConfig
プロパティで、ErrorTopic
および SuccessTopic を使
用して、推論が失敗した場
合または正常に完了した各
場合に通知を投稿するよう
Amazon SNS トピックを定
義します。
OutputConfig プロパティ
タイプで、KmsKeyId
を使用して、非同期
推論出力を暗号化しま
す。NotificationConfig
を使用して通知設定を指定
し、S3OutputPath を使用
して S3 の出力場所を指定し
ます。

更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
August 17, 2021
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
ColdStorageOptions プ
ロパティを使用して、クラス
ターのコールドストレージを
有効にするかどうかを指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 825)

次のリソースが更新されました:
August 12, 2021
AWS::ApiGateway::DomainName。
AWS::ApiGateway::DomainName
OwnershipVerificationCertificateArn
プロパティを使用して、ドメ
インの所有権を検証するた
めに使用される証明書 ARN
を、相互 TLS を使用して指
定します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されました:
August 12, 2021
AWS::ApiGatewayV2::DomainName。
AWS::ApiGatewayV2::DomainName
OwnershipVerificationCertificateArn
プロパティを使用して、ドメ
インの所有権を検証するた
めに使用される証明書 ARN
を、相互 TLS を使用して指
定します。

更新されたリソース (p. 4602)

次のリソースが更新されました:
August 12, 2021
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
ModelName プロパティが変
更され、更新で置換が必要に
なりました。
ServerSideKmsKeyId プロパ
ティが変更され、更新で置換
が必要になりました。

更新されたリソース (p. 5845)

次のリソースが更新されました:
AWS::SageMaker::Model。

August 12, 2021

AWS::SageMaker::Model
ImageConfig プ
ロパティタイプ
で、RepositoryAuthConfig
プロパティを使用して、モデ
ルイメージがホストされてい
るプライベート Docker レジ
ストリの認証設定を指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 6477)

次のリソースが更新されました:
AWS::WAFv2::WebACL。

August 12, 2021

AWS::WAFv2::WebACL
マネージドルールグループ
のために使用するバージョ
ンを指定できるようにな
りました。詳細について
は、ManagedRuleGroupStatement
を参照してください。
更新されたリソース (p. 6477)

次のリソースが追加されました:
August 12, 2021
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration。
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration
AWS WAF からのログ記録
のために、Amazon Kinesis
Data Firehose の送信先と
ウェブ ACL リソースの間の
関連付けを定義できるように
なりました。

更新されたリソース (p. 1303)

次のリソースが更新されました:
AWS::AppSync::GraphQLApi。

August 5, 2021

AWS::AppSync::GraphQLApi
LambdaAuthorizerConfig
プロパティを使用し
て、AWS Lambda 関数の承
認の設定を指定します。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

August 5, 2021

AWS::FSx::FileSystem
WindowsConfiguration
プロパティタイプ
で、AuditLogConfiguration
プロパティを使用し
て、Amazon FSx Windows
ファイルサーバーインスタン
ス上のファイル、フォルダ、
およびファイル共有のエン
ドユーザーアクセスの監査イ
ベントログ記録を有効にしま
す。
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新しいリソース (p. 1354)

次のリソースが追加されました:
August 5, 2021
AWS::Athena::PreparedStatement
AWS::Athena::PreparedStatement
AWS::Athena::PreparedStatement
リソースを使用し
て、Athena の SQL クエリで
使用する準備されたステー
トメントを指定します。異
なるクエリパラメータで同じ
クエリを繰り返し実行するに
は、準備されたステートメン
トを使用します。準備された
ステートメントには、実行時
に値が指定されるパラメータ
プレースホルダーが含まれま
す。

更新されたリソース (p. 2121)

次のリソースが更新されました:
AWS::DataBrew::Job

July 29, 2021

AWS::DataBrew::Job
AWS::DataBrew::Job.DatabaseOutputs
プロパティタイプを使用し
て、書き込む DataBrew ジョ
ブの出力先を定義します。
AWS::DataBrew::Job.ProfileConfiguration
プロパティタイプを使用し
て、DataBrew プロファイル
ジョブの実行時に含める統計
を設定します。
更新されたリソース (p. 5823)

次のリソースが更新されました:
AWS::S3Outposts::EndPoint。

July 29, 2021

AWS::S3Outposts::EndPoint
AWS::S3Outposts::EndPoint.AccessType
プロパティを使用して、カス
タマー所有の IP (CoIP) アド
レスを使用してエンドポイ
ントを作成し、オンプレミ
スネットワークからローカ
ルゲートウェイを作成して
AWS Outposts オブジェクト
の Amazon S3 にアクセスし
ます。
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新しいリソース (p. 5631)

次のリソースがリ
July 29, 2021
リースされました:
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster、AWS::Route53RecoveryControl::ControlP
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster
を使用して、ルーティングコ
ントロールをホストします。
ルーティングコントロール
は、トラフィックをルーティ
ングするための単純なオン/
オフスイッチです。
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel
を使用して、1 つのトランザ
クションでまとめて更新でき
るルーティングコントロール
のグループを定義します。
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl
を使用して、トラフィックを
アプリケーションレプリカ
にフェイルオーバーし、ア
ベイラビリティーゾーンまた
はリージョン間でアプリケー
ションをリカバリします。
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule
を使用して、ルーティングコ
ントロールのセーフガードを
設定し、ルーティングコン
トロールを一度にオフにした
り、すべてのトラフィックフ
ローを停止したりしないよう
にします。
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新しいリソース (p. 5641)

次のリソースがリ
July 29, 2021
リースされました:
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell、AWS::Route53RecoveryReadiness::Read
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell
を使用して、アプリケーショ
ン用に 1 つのセルを定義し
ます。
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck
を使用して、フェイルオー
バーに対するアプリケー
ションの準備状況を確認
します。Amazon Route
53 Application Recovery
Controller は、準備状況
チェックを使用して、リソー
スセット内のリソースの準備
状況を判断します。
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup
を使用して、アプリケーショ
ンのリカバリグループを定義
します。リカバリグループは
アプリケーションをモデル化
し、アプリケーションレプリ
カを表すセルを含みます。
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet
を使用して、準備状況チェッ
クに関連付けることができる
1 つのタイプのリソースのグ
ループを定義します。

スタックをスタックセットにイ
ンポートする (p. 6735)

AWS CloudFormation スタックイ July 28, 2021
ンポートオペレーションでは、既
存のスタックを新規または既存の
スタックセットにインポートでき
るため、1 回のオペレーションで
既存のスタックをスタックセット
に移行できます。
詳細については、Importing
stacks into a stack set を参照し
てください。

API バージョン 2010-05-15
6745

AWS CloudFormation ユーザーガイド

更新されたリソース (p. 1672)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CloudWatch::Alarm。

July 22, 2021

AWS::CloudWatch::Alarm
MetricDataQuery プロパティ
タイプで、AccountId プロ
パティを使用して、メトリク
スが存在するアカウントの
ID を指定します (これがクロ
スアカウントアラームの場
合)。
更新されたリソース (p. 5289)

リソース AWS::QLDB::Ledger が
更新されました。

July 22, 2021

AWS::QLDB::Ledger
KmsKey プロパティを使用し
て、台帳での保管中の暗号化
に使用するカスタマーマネー
ジド AWS KMS キーを指定
します。
新しいリソース (p. 4602)

次のリソースが追加されました:
July 22, 2021
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler
リソースを使用して、新しい
測定データを分析するための
継続的なリアルタイム推論計
画を設定します。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されました:
AWS::EC2::VPCCidrBlock。
AWS::EC2::VPCCidrBlock
Ipv6CidrBlock プロパ
ティを使用して、IPv6 アド
レスプールから IPv6 CIDR
ブロックを指定します。
Ipv6Pool プロパティを使
用して、IPv6 CIDR ブロック
を割り当てる IPv6 アドレス
プールの ID を指定します。
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更新されたリソース (p. 4323)

次のリソースが更新されました:
AWS::Cassandra::Table。

July 21, 2021

AWS::Cassandra::Table.EncryptionSpecification
AWS::Cassandra::Table.EncryptionSpecification
プロパティを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) の新
規または既存のテーブルの
暗号化オプションを選択しま
す。
新しいリソース (p. 1728)

リソース
AWS::Logs::ResourcePolicy が追
加されました。

July 15, 2021

AWS::Logs::ResourcePolicy
AWS::Logs::ResourcePolicy
リソースを使用して、他の
AWS のサービスがこのアカ
ウントにログイベントを書き
込むことを許可する IAM ポ
リシーを作成します。詳細に
ついては、CloudWatch Logs
に送信されたログを参照して
ください。
引き上げられたクォー
タ (p. 6735)

次の AWS CloudFormation
クォータが更新されました。

July 15, 2021

• これで、AWS CloudFormation
アカウントのデフォルトの最
大 2000 スタックを宣言でき
ます。詳細については、AWS
CloudFormation クォータを参
照してください。
更新されたリソース (p. 2121)

次のリソースが更新されました:
AWS::DataBrew::Job

July 9, 2021

AWS::DataBrew::Job
AWS::DataBrew::Job.DataCatalogOutput
プロパティタイプを使用
して、DataBrew レシピ
ジョブから AWS Glue Data
Catalog への出力を定義しま
す。
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更新されたリソース (p. 1635)

リソース
July 8, 2021
AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
および
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
が更新されました。
AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
Properties プロパティを
使用して、AWS Cloud Map
プライベート DNS 名前空間
の DNS プロパティを指定し
ます。
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
Properties プロパティを
使用して、AWS Cloud Map
パブリック DNS 名前空間の
DNS プロパティを指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 1828)

リソース
July 8, 2021
AWS::CodeDeploy::Application、AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig、
および
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
が更新されました。
AWS::CodeDeploy::Application
Tags プロパティを使用し
て、CodeDeploy アプリケー
ションに追加するメタデータ
を指定します。
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
TrafficRoutingConfig
プロパティを使用して、デプ
ロイトラフィックのルーティ
ング方法を指定します。
ComputePlatform プロパ
ティを使用して、デプロイの
送信先プラットフォームタイ
プ (Lambda、Server、また
は ECS) を指定します。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
BlueGreenDeploymentConfiguration
プロパティを使用して、デ
プロイグループのブルー/グ
リーンデプロイオプションに
関する情報を指定します。
ECSServices プロパティを
使用して、デプロイグルー
プ内のターゲット Amazon
ECS サービスを指定しま
す。

更新されたリソース (p. 2742)

リソース
July 8, 2021
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
が更新されました。
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
BlockDevice プロパティ
を使用して、起動設定のブ
ロックデバイスマッピングで
GP3 ボリュームを指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 3737)

リソース
July 1, 2021
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
および
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
が更新されました。
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
LaunchTemplateConfiguration
プロパティを使用し
て、Image Builder イメージ
を配布する特定のアカウント
の Amazon EC2 起動テンプ
レートを使用します。
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
• GN::GetAtt 関数を使用
してコンテナレシピ Name
属性を取得します。
• InstanceBlockDeviceMapping
プロパティを使用して、イ
メージの設定に使用するビ
ルドインスタンスのブロッ
クデバイスマッピングを定
義します。

更新されたリソース (p. 6735)

リソース
July 1, 2021
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
が更新されました。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
ScheduledAction プロパティ
タイプで、Timezone プロ
パティを使用して、ローカル
タイムゾーンでスケジュール
されたアクションを作成しま
す。タイムゾーンが夏時間
(DST) に従っている場合、定
期的に実行されるアクション
は夏時間に合わせて自動的に
調整します。

更新されたリソース (p. 2271)

リソース AWS::DAX::Cluster が
更新されました。

June 24, 2021

AWS::DAX::Cluster
ClusterEndpointEncryptionType
を使用して、クラスターのエ
ンドポイントの暗号化タイプ
を指定します。
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更新されたリソース (p. 6359)

リソース AWS::Transfer::Server
ProtocolDetails が更新されまし
た。

June 24, 2021

AWS::Transfer::Server
ProtocolDetails
ProtocolDetails プロ
パティを使用して、FTP お
よび FTPS プロトコルの
PassiveIp アドレスを指定
します。
新しいリソース (p. 1504)

リソース
June 24, 2021
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion、AWS::CloudFormation::Publisher、
および
AWS::CloudFormation::TypeActivation
が追加されました。
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion
リソースを使用して、登録済
みの拡張機能をパブリックの
サードパーティー拡張機能と
してテストして公開します。
AWS::CloudFormation::Publisher
AWS::CloudFormation::Publisher
リソースを使用し
て、CloudFormation レジス
トリにパブリック拡張機能の
公開元としてアカウントを登
録します。
AWS::CloudFormation::TypeActivation
AWS::CloudFormation::TypeActivation
リソースを使用して、パ
ブリックサードパーティー
拡張機能をアクティブ化
し、CloudFormation オペ
レーションで使用できるよう
にします。

新しいリソース (p. 2073)

リソース
AWS::Connect::QuickConnect が
追加されました。

June 24, 2021

AWS::Connect::QuickConnect
AWS::Connect::QuickConnect
リソースを使用して、クイッ
クコネクトを作成します。
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更新されたリソース (p. 5013)

リソース
AWS::MWAA::Environment が更
新されました。

June 21, 2021

スケジューラー
Schedulers プロパティを
使用して、環境で実行する
Apache Airflow スケジューラ
の数を指定します。
パブリックサードパーティー拡
張機能を公開する (p. 6735)

Amazon の拡張機能の場合と同様 June 21, 2021
に、サードパーティーの公開元に
よって提供されるパブリック拡張
機能を使用します。
詳細については、Using public
extensions を参照してくださ
い。サードパーティーのパブ
リック拡張機能の公開の詳細に
ついては、CloudFormation CLI
ユーザーガイドの Publishing
extensions を参照してくださ
い。

更新されたリソース (p. 2742)

リソース
June 18, 2021
AWS::AutoScaling::ScheduledAction
が更新されました。
AWS::AutoScaling::ScheduledAction
TimeZone プロパティを使
用して、ローカルタイムゾー
ンで定期に実行されるスケ
ジュールされたアクションを
作成します。タイムゾーンが
夏時間 (DST) に従っている
場合、定期的に実行されるア
クションは夏時間に合わせて
自動的に調整します。
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更新されたリソース (p. 1129)

リソース
June 17, 2021
AWS::AppMesh::VirtualNode、AWS::AppMesh::GatewayRoute、
および AWS::AppMesh::Route が
更新されました。
AWS::AppMesh::VirtualNode
DnsServiceDiscovery プ
ロパティを使用して、仮想
ノードの DNS サービスディ
スカバリ情報を表します。
AWS::AppMesh::GatewayRoute
GatewayRouteHostnameMatch
プロパティを使用して、照合
するゲートウェイルートホス
ト名を表します。
GatewayRouteHostnameRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるゲートウェイルートホ
スト名を表します。
GrpcGatewayRouteMetadata
プロパティを使用して、ゲー
トウェイルートのメタデータ
を表します。
GrpcGatewayRouteRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるゲートウェイルートを
表します。
GrpcMetadataMatchMethod
プロパティを使用して、照合
するメソッドヘッダーを表し
ます。
HttpGatewayRouteHeader
プロパティを使用して、
ゲートウェイルートの HTTP
ヘッダーを表します。
HttpGatewayRoutePathRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるパスを表します。
HttpGatewayRoutePrefixRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるルートの先頭文字を表
します。
HttpGatewayRouteRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるルートの先頭文字を表
します。
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HttpGatewayRoutePathRewrite
プロパティを使用して、書き
換えるルートの先頭文字を表
します。
AWS::AppMesh::Route
HttpQueryParameter プ
ロパティを使用して、リクエ
スト内のクエリパラメータを
表します。
更新されたリソース (p. 4492)

リソース AWS::KMS::Key が更新
されました。

June 17, 2021

AWS::KMS::Key
MultiRegionKey プロパ
ティを使用して、マルチリー
ジョンのプライマリキーを指
定します。
新しいリソース (p. 4492)

リソース AWS::KMS::ReplicaKey June 17, 2021
が追加されました。
AWS::KMS::ReplicaKey
AWS::KMS::ReplicaKey
リソースを使用して、指定し
たマルチリージョンプライマ
リキーのレプリカを指定しま
す。

並列ノードのアップグレードと
ゼロへのスケール (p. 2979)

NodegroupUpdateConfig
June 16, 2021
で、MaxUnavailable の値と
MaxUnavailablePercentage の値
のいずれかを使用して、並行し
てアップグレードするノードの数
を定義します。scalingconfig で
は、最小サイズと希望サイズの値
の両方をゼロに設定できます。

更新されたリソース (p. 2407)

リソース
AWS::EC2::NatGateway が更新
されました。
AWS::EC2::NatGateway
ConnectivityType プロパ
ティを使用して、NAT ゲー
トウェイがパブリック接続と
プライベート接続をサポート
するかどうかを示します。
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更新されたリソース (p. 4373)

リソース
June 10, 2021
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
が更新されました。
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
ApplicationConfiguration
ZeppelinApplicationConfiguration
プロパティを使用する
と、Apache Zeppelin を使用
する Studio ノートブックア
プリケーションを作成できま
す。ノートブックはインタラ
クティブに使用でき、耐久状
態とオートスケーリング機能
を備えた、継続的に実行され
るストリーミングアプリケー
ションとしてデプロイできま
す。

更新されたリソース (p. 5411)

リソース
AWS::RAM:ResourceShare が
更新されました。

June 10, 2021

AWS::RAM::ResourceShare
PermissionArns プロパ
ティを使用して、リソー
ス共有に関連付ける許可
の Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
更新されたリソース (p. 6195)

リソース AWS::SQS::Queue が
更新されました。
AWS::SQS::Queue
DeduplicationScope
および
FifoThroughputLimit プ
ロパティを使用して、FIFO
キューのスループットを向上
させることができるようにな
りました。
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更新されたリソース (p. 6230)

リソース AWS::SSM::Document
が更新されました。

June 10, 2021

AWS::SSM::Document
Attachments プロパティ
を使用して、ドキュメント
のバージョンへの添付ファ
イルを説明するキーと値
のペアのリストを指定しま
す。Requires プロパティ
を使用して、ドキュメント
で必要な SSM ドキュメン
トのリストを指定します。
このパラメータは、AWS
AppConfig でのみ使用されま
す。ユーザーが SSM ドキュ
メントに AWS AppConfig
設定を作成する場合、ユー
ザーは検証のために必要
なドキュメントも指定す
る必要があります。この場
合、ApplicationConfiguration
ドキュメントに
は、検証の目的で
ApplicationConfigurationSchema
ドキュメントが必要です。
詳細については、AWS
AppConfig ユーザーガイ
ドの設定および設定プロファ
イルの作成を参照してくださ
い。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
DNSName 属性を使用し
て、Amazon FSx ファイルシ
ステムの DNS 名にアクセス
します。
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新しいリソース (p. 4589)

リソース
June 7, 2021
AWS::Location::GeofenceCollection、AWS::Location::Map、AWS::Loc
および
AWS::Location::TrackerConsumer
が追加されました。
AWS::Location::GeofenceCollection
AWS::Location::GeofenceCollection
リソースを使用して、追跡対
象デバイスによる定義された
地理的境界の出入りを検出し
てアクションを実行する機能
を指定します。
AWS::Location::Map
AWS::Location::Map リ
ソースを使用して、AWS ア
カウント内のマップリソース
を指定します。これにより、
使用可能なデータプロバイ
ダーから取得されたさまざま
なスタイルのマップタイルが
提供されます。
AWS::Location::PlaceIndex
AWS::Location::PlaceIndex
リソースを使用して、AWS
アカウント内のプレースイン
デックスリソースを指定しま
す。このリソースは、選択し
たデータプロバイダーから取
得した地理空間データソース
を使用して Places 関数をサ
ポートします。
AWS::Location::RouteCalculator
AWS::Location::RouteCalculator
リソースを使用して、AWS
アカウントのルート計算リ
ソースを指定します。
AWS::Location::Tracker
AWS::Location::Tracker
リソースを使用して、AWS
account でトラッカーリソー
スを指定します。これによ
り、デバイスの現在の位置お
よび位置の履歴を受け取るこ
とができます。
AWS::Location::TrackerConsumer
AWS::Location::TrackerConsumer
リソースを使用して、ジオ
フェンスコレクションとト
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ラッカーリソース間の関連付
けを指定します。
更新されたリソース (p. 760)

次のリソースが更新され
ました:AWS# ACMPCA#
CertificateAuthority

May 27, 2021

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
S3ObjectAcl プロパティ
を使用して、CRL へのパブ
リックアクセスを制限しま
す。
更新されたリソース (p. 3398)

リソース
AWS::FraudDetector::Detector が
更新されました。

May 27, 2021

AWS#FraudDetector::Detector
AssociatedModels プロパ
ティを使用して、モデルを
ディテクタに関連付けます。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
LustreConfiguration
プロパティタイプ
で、DataCompressionType
を使用して、Amazon FSx
for Lustre ファイルシステム
で使用されるデータ圧縮のタ
イプを指定します。
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更新されたリソース (p. 4888)

リソース
May 27, 2021
AWS::MediaPackage::Channel、AWS::MediaPackage::OriginEndpoint、AWS::Medi
および
AWS::MediaPackage::PackagingGroup
が更新されました。
AWS::MediaPackage::Channel.
EgressAccessLogs プロパ
ティを使用して、チャネルの
出力アクセスログを指定しま
す。
IngressAccessLogs プロ
パティを使用して、チャネル
の入力アクセスログを指定し
ます。
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint.
CmafEncryption.ConstantInitializationVector
プロパティを使用して、32
文字の文字列で表される、
オプションの 128 ビット
16 バイトの 16 進値を指
定します。この値は、ブ
ロックを暗号化するための
キーと組み合わせて使用さ
れます。値を指定しない場
合、MediaPackage は定数初
期化ベクトル (IV) を作成し
ます。
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration.
CmafPackage.IncludeEncoderConfigurationInSegments
プロパティを使用して、デ
フォルトの動作である init フ
ラグメントの代わりに、エン
コーダーのメタデータをすべ
ての動画セグメントに配置し
ます。これにより、コンテン
ツの再生中にアセットに異な
る SPS/PPS/VPS 設定を使
用できます。
AWS::MediaPackage::PackagingGroup.
EgressAccessLogs プロパ
ティを使用して、パッケージ
ンググループの出力アクセス
ログを設定します。
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更新されたリソース (p. 5013)

リソース
AWS::MWAA::Environment が更
新されました。

May 27, 2021

ModuleLoggingConfiguration
ModuleLoggingConfiguration
プロパティタイプで
は、Apache Airflow
DAG ログが発行される
CloudWatch Logs ARN の
CloudWatchLogGroupArn
レスポンスプロパティタイプ
が、ログを有効にするリクエ
ストから削除され、応答で返
されます。
AirflowConfigurationOptions
AirflowConfigurationOptions
プロパティのタ
イプで、Json の
PrimitiveType を使用し
て Apache Airflow 設定オプ
ションを追加します。
MinWorkers
MinWorkers プロパティを
使用して、環境で実行する
Apache Airflow ワーカーの最
小数を指定します。
更新されたリソース (p. 5289)

リソース AWS::QLDB::Ledger が
更新されました。

May 27, 2021

AWS::QLDB::Ledger
更新に中断がなくてもよいよ
うに、PermissionsMode
プロパティが変更されまし
た。
更新されたリソース (p. 6477)

以下のリソースが更新されまし
た: AWS::WAFv2::WebACL およ
び AWS::WAFv2::RuleGroup。
AWS::WAFv2::WebACL
これで、追加のテキスト変
換オプションが追加されまし
た。
AWS::WAFv2::RuleGroup
これで、追加のテキスト変
換オプションが追加されまし
た。
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新しいリソース (p. 2118)

リソース
May 27, 2021
AWS::CUR::ReportDefinition が追
加されました。
AWS::CUR::ReportDefinition
AWS::CUR::ReportDefinition
リソースを使用して AWS
Cost and Usage Report を定
義します。

利用可能なリージョン (p. 4940)

リソース
May 26, 2021
AWS::AmazonMQ::Broker が更新
されました。
AWS::AmazonMQ::Broker
Amazon MQ for RabbitMQ
は、アマゾン ウェブ サービ
ス中国 (北京) およびアマゾ
ン ウェブ サービス中国 (寧
夏) リージョンで利用可能に
なりました。

新しいリソース (p. 1256)

次のリソースが追加されまし
た:AWS# AppRunner#Service。

May 20, 2021

AWS# AppRunner#Service
AWS::AppRunner::Service
リソースを使用して AWS
App Runner サービスを作成
または更新します。
新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加さ
May 20, 2021
れました:AWS# EC2#
TransitGatewayPeeringAttachment
AWS#EC2#TransitGatewayPeeringAttachment
TransitGatewayPeeringAttachment
リソースを使用して、指定さ
れた中継ゲートウェイ（リク
エスタ）とピアトランジット
ゲートウェイ（アクセプタ）
間の中継ゲートウェイピア接
続を要求します。

新しいリソース (p. 3991)

次のリソースが追加されまし
May 20, 2021
た。AWS#IoTCoreDeviceAdvisor#
SuiteDefinition
SuiteDefinition
SuiteDefinitionリソース
を使用して、デバイスアドバ
イザの新しいテストスイート
設定を作成します。
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更新されたリソース (p. 1504)

新しいリソースとし
May 14, 2021
て、AWS::CloudFormation::StackSet
が追加されました。
AWS::CloudFormation::StackSet
CallAsプロパティタイプを
使用して、組織の管理アカウ
ントでアカウント管理者にな
るか、メンバーアカウントで
委任された管理者になるかを
指定します。

更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::TaskDefinition

May 14, 2021

AWS#ECS#TaskDefinition
EphemeralStorage
AWS::ECS::TaskDefinition
EphemeralStorageリソー
スを使用して、AWS Fargate
でホストされる Amazon
ECS タスク用のカスタム一
時ストレージ設定を定義しま
す。
更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新
されました。AWS#
ECS#CapacityProvider

May 14, 2021

AWS::ECS::CapacityProvider
ManagedScaling
AWS::ECS::CapacityProvider
ManagedScaling.InstanceWarmupPeriodリ
ソースを使用して、新しく
起動した Amazon EC2 イン
スタンスのインスタンスの
ウォームアップ期間を設定し
ます。
更新されたリソース (p. 2979)

リソース
AWS::EKS::Nodegroup が更新
されました。

May 14, 2021

AWS::EKS::Nodegroup
Taints プロパティを使用し
て、No_Schedule、Prefer_No_Schedule、
および No_Execute の効果
をノードグループに適用する
かどうかを指定します。
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更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
May 14, 2021
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
ドメインでデータを
暗号化する必要がある
かどうかを指定するに
は、EncryptionAtRestOptions
プロパティタイプを使用しま
す。暗号化する場合は、使用
する AWS Key Management
Service (KMS) キーを指定し
ます。
NodeToNodeEncryptionOptions
プロパティを使用して、ノー
ド間の暗号化を有効にするか
どうかを指定します。

新しいリソース (p. 2360)

次のリソースが追加
されました:AWS#
DynamoDB#GlobalTable

May 14, 2021

AWS# DynamoDB#GlobalTable
AWS::DynamoDB::GlobalTableリ
ソースを使用して
DynamoDB グローバルテー
ブルを作成します。
新しいリソース (p. 3790)

次のリソースが追加されまし
May 14, 2021
た。AWS#SSMIncidents#ReplicationSet
および
AWS#SSMIncidents#ResponsePlan
AWS#SSmIncidents#ReplicationSet
ReplicationSet リソー
スを使用して、Incident
Manager データのレプリ
ケート先となるリージョンの
セットと、データの暗号化に
使用される KMS キーを指定
します。
AWS#
SSMIncidents#ResponsePlan
ResponsePlanリソースを
使用して、インシデントの作
成時に使用される応答プラン
の詳細を指定します。
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新しいリソース (p. 3800)

次のリソースが追加されまし
May 14, 2021
た。AWS#SSMContacts#Contacts
および
AWS#SSMContacts#ContactChannel
AWS#SSMContacts#Contacts
AWS::SSMContacts::Contact
リソースを使用し
て、Incident Manager 連絡先
またはエスカレーションプラ
ンを指定します。
AWS#SSMContacts#ContactChannel
AWS::SSMContacts::ContactChannelリ
ソースを使用して、インシデ
ントマネージャが連絡先との
やりとりに使用する方法とし
て、連絡先チャネルを指定し
ます。

更新されたリソース (p. 2819)

次のリソースが更新されまし
May 13, 2021
た。AWS::ECR::PublicRepository
AWS::ECR::Repository
AWS::ECR::Repository.EncryptionConfigurationプ
ロパティを使用して、プライ
ベートリポジトリのコンテン
ツの暗号化を設定します。

更新されたリソース (p. 5679)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::S3::Bucket。

May 13, 2021

AWS::S3::Bucket
ExpiredObjectDeleteMarkerプ
ロパティを使用し
て、Amazon S3 が最新でな
いバージョンの削除マーカー
を削除するかどうかを指定し
ます。
更新されたリソース (p. 760)

次のリソースが更新され
ました:AWS# ACMPCA#
CertificateAuthority

May 6, 2021

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
KeyStorageSecurityStandardプ
ロパティを使用して、最小
FIPS キーセキュリティスタ
ンダードを指定します。
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更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
May 6, 2021
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
CacheBehavior および
DefaultCacheBehavior
プロパティタイプ
で、FunctionAssociations
プロパティを使用して、
キャッシュ動作に関連付けら
れた CloudFront 関数を指定
します。
詳細については、 Amazon
CloudFront デベロッパーガ
イド の CloudFront 関数を
使用したカスタマイズ を参
照してください。

更新されたリソース (p. 3456)

以下のリソースが更新されまし
May 6, 2021
た。AWS::GameLift::Fleet、AWS::GameSessionQueue。
AWS::GameLift::Fleet
LocationCapacityプ
ロパティタイプ
で、DesiredEc2Instance
を使用して、目的の EC2
インスタンスの数を指定
し、MinSizeと MaxSize を
使用して最小容量と最大容量
サイズを指定します。
LocationConfiguration
プロパティタイプで、場所
Location を使用して AWS
リージョン コードを指定
し、LocationConfiguration
を使用して指定したフリート
のリソース容量設定を指定し
ます。
AWS::GameLift::GameSessionQueue
PriorityConfigurationプ
ロパティを使用して、ゲーム
セッション配置の優先目的地
と場所を指定します。
FilterConfigurationプ
ロパティを使用して、新しい
ゲームセッションを配置でき
るキューの場所のリストを指
定します。
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更新されたリソース (p. 3814)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::IoT::TopicRule

May 6, 2021

AWS::IoT::TopicRule
CloudwatchLogsActionプ
ロパティを使用し
て、Cloudwatch Logs アク
ションを指定します。
TimestreamActionプロパ
ティを使用して、タイムスト
リームアクションを指定しま
す。
kafka アクションを指定する
には、KafkaAction プロパ
ティを使用します。
S3Actionプロパティ
で、CannedAcl 値を使用し
て既定 ACL アクションを指
定します。
更新されたリソース (p. 4965)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::MSK::Cluster

May 6, 2021

AWS::MSK::Cluster
IAM アクセス制御を使用し
てクラスターを作成できる
ようになりました。これによ
り、クライアントを認証した
り、Apache Kafka アクショ
ンを認証したりできます。
新しいリソース (p. 1553)

次のリソースが追加されました:
AWS# CloudFront# Function

May 6, 2021

AWS# CloudFront#Function
AWS::CloudFront::Function
リソースを使用し
て、CloudFront Functions で
関数を作成します。
詳細については、 Amazon
CloudFront デベロッパーガ
イド の CloudFront 関数を
使用したカスタマイズ を参
照してください。
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新しいリソース (p. 3367)

次のリソースが追加されまし
May 6, 2021
た。AWS::FinSpace::Environment
AWS# FinSpace#Environment
AWS::FinSpace::Environmentリ
ソースを使用して、Amazon
FinSpace 環境を指定しま
す。

新しいリソース (p. 3398)

次のリソースが追加されまし
May 6, 2021
た:AWS#Fraudetector#Detector、AWS#Fraudetector#EntityType、AWS#Fraudetec
および AWS#
Fraudetector#Variable
AWS#FraudDetector::Detector
AWS::FraudDetector::Detectorリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector でディテク
ターまたは関連するディテク
ターのバージョンを管理しま
す。
AWS#Fraudetector# EntityType
AWS::FraudDetector::EntityTypeリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector でエンティ
ティタイプを作成または更新
します。
AWS#FraudDetector#EventType
AWS::FraudDetector::EventTypeリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector でイベントタ
イプを作成または更新しま
す。
AWS#Fraudetector#Label
AWS::FraudDetector::Labelリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector のラベルを作
成または更新します。
AWS#Fraudetector#Outcome
AWS::FraudDetector::Outcomeリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector で結果を作成
または更新します。
AWS#Fraudetector#Variable
AWS::FraudDetector::Variableリ
ソースを使用して、Amazon
Fraud Detector で変数を作成
します。
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新しいリソース (p. 6598)

次のリソースが追加されまし
May 6, 2021
た。AWS#XRay#Group、AWS::XRay::SamplingRule。
AWS# XRay#Group
AWS::XRay::Groupリソー
スを使用して X-Ray グルー
プを指定します。
AWS::XRay::SamplingRule
AWS::XRay::SamplingRuleリ
ソースを使用して、X-Ray
サンプリングルールを指定し
ます。

更新されたリソース (p. 2283)

次のリソースが更新されました:
AWS# Detective#Graph

April 29, 2021

AWS::Detective::Graph
Tagsプロパティを使用し
て、動作グラフにタグ値を割
り当てます。
新しいリソース (p. 4035)

次のリソースが追加
されました。AWS#
oIoTFleetHub#Application

April 29, 2021

AWS# IOTFleetHub#Application
AWS::IoTFleetHub::Application
リソースを使用して、Fleet
Hub for AWS IoT Device
Management ウェブアプリ
ケーションを作成します。
新しいリソース (p. 6144)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::SES::ContactList
AWS::SES::ContactList
AWS::SES::ContactList
リソースを使用して、1 つ以
上の特定の トピックにサブ
スクライブしている連絡先を
含むリストを作成します。
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新しいリソース (p. 4205)

次のリソースが追加されまし
April 26, 2021
た。AWS#IoTWireless#PartnerAccount、AWS#IoTWireless#
TaskDefinition
AWS#IoTWireless#PartnerAccount
パートナーアカウント
に関する情報を取得しま
す。PartnerAccountId と
PartnerType が null の場
合は、すべてのパートナーア
カウントを返します。
AWS#IoTWireless#TaskDefinition
ワイヤレスゲートウェイの
ゲートウェイタスク定義に関
する情報を取得します。
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新しいリソース (p. 5106)

リソース
April 26, 2021
AWS::NimbleStudio::Studio、AWS::NimbleStudio::StudioComponent、AWS::Nimble
および
AWS::NimbleStudio::LaunchProfile
が追加されました。
AWS# NimbleStudio# Studio
AWS::NimbleStudio::Studio
リソースを使用して、スタジ
オリソースを指定します。
AWS# NimbleStudio#
StudioComponent
AWS::NimbleStudio::StudioComponent
リソースを使用して、ワーク
ステーション、レンダリング
ファーム、ライセンスサー
バー、共有ファイルシステム
などのスタジオコンポーネン
トを設定します。
AWS# NimbleStudio#
streamingImage
AWS::NimbleStudio::StreamingImage
リソースを使用して、スト
リーミングセッションで仮想
ワークステーションとして起
動できるマシンイメージ (オ
ペレーティングシステムおよ
びソフトウェアを含む) を設
定します。
AWS# NimbleStudio#
LaunchProfile
AWS::NimbleStudio::LaunchProfile
リソースを使用して、スタジ
オコンポーネントに対する
ユーザーアクセスの許可を指
定します。

更新されたリソース (p. 3005)

AWS# ElastiCache#
April 22, 2021
CacheCluster、AWS#
ElastiCache# ReplicationGroup。
AWS::ElastiCache::CacheCluster
CloudWatch Logs または
Kinesis Data Firehose の送
信先へのログ配信を指定でき
るようになりました。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
CloudWatch Logs または
Kinesis Data Firehose の送
信先へのログ配信を指定でき
るようになりました。
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更新されたリソース (p. 5542)

次のリソースが更新されまし
April 22, 2021
た。AWS::ResourceGroups::Group
AWS::ResourceGroups::Group
Configurationプロパティ
を使用して、リソースグルー
プのメンバーに自動的に適用
される AWS サービスの設定
を指定します。

更新されたリソース (p. 6477)

以下のリソースが更新されまし
た: AWS::WAFv2::WebACL およ
び AWS::WAFv2::RuleGroup。

April 22, 2021

AWS::WAFv2::WebACL

異なるレベルのステートメ
ントに異なる名前を使用
せずに、ルールステート
メントをネストできるよ
うになりました。たとえ
ば、AndStatementOne と
AndStatementTwo を使
用して別の AND ルールス
テートメント内に AND ルー
ルステートメントをネス
トする代わりに、両方に対
して AndStatement を使
用できます。新しいステー
トメントのプロパティは
AndStatement、NotStatement、OrStatement、RateBasedStatement、
および Statement です。
AWS::WAFv2::RuleGroup

異なるレベルのステートメ
ントに異なる名前を使用
せずに、ルールステート
メントをネストできるよ
うになりました。たとえ
ば、AndStatementOne と
AndStatementTwo を使
用して別の AND ルールス
テートメント内に AND ルー
ルステートメントをネス
トする代わりに、両方に対
して AndStatement を使
用できます。新しいステー
トメントのプロパティは
AndStatement、NotStatement、OrStatement、RateBasedStatement、
および Statement です。
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新しいリソース (p. 2742)

以下のリソース
(AWS::AutoScaling::WarmPool)
が追加されました。

April 22, 2021

AWS::AutoScaling::WarmPool
AWS::AutoScaling::WarmPool
リソースを使用して、Auto
Scaling グループのウォーム
プールを指定します。
更新されたリソース (p. 825)

次のリソースが更新されまし
April 15, 2021
た。AWS::ApiGateway::RestApi。
AWS::ApiGateway::RestApi
Mode プロパティを使用
して、OpenAPI を使って
REST API を定義するときに
API Gateway がリソースの
更新を処理する方法を指定し
ます。

更新されたリソース (p. 1504)

新しいリソースとし
April 15, 2021
て、AWS::CloudFormation::StackSet
が追加されました。
AWS::CloudFormation::StackSet
RegionConcurrencyType
プロパティタイプを使用し
て、リージョンに StackSets
オペレーションをデプロイす
る同時実行タイプを指定しま
す。

更新されたリソース (p. 4238)

リソース AWS::IVS::Channel が
更新されました。
AWS::IVS::Channel
RecordingConfiguration
プロパティを使用して、
データストアへのライブス
トリーム録画に関する設定
情報を格納する Amazon IVS
RecordingConfiguration を指
定します。
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新しいリソース (p. 2407)

リソース
April 15, 2021
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
が追加されました。
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation
EnclaveCertificateIamRoleAssociation
リソースを使用して、AWS
Identity and Access
Management (IAM) ロール
を AWS Certificate Manager
(ACM) 証明書に関連付けま
す。

新しいリソース (p. 4238)

リソース
April 15, 2021
AWS::IVS::RecordingConfiguration
が追加されました。
AWS::IVS::RecordingConfiguration
AWS::IVS::RecordingConfiguration
リソースを使用し
て、Amazon IVS
RecordingConfiguration を指
定します。この設定には、
データストアへのライブスト
リーム録画に関する設定情報
が格納されます。

スタックセットテンプレートで
マクロを参照する (p. 6735)

StackSets では、マクロを参照す April 14, 2021
るテンプレートから、セルフマ
ネージド型アクセス許可を使用し
てスタックセットを作成または更
新できるようになりました。
マクロの詳細については、AWS
CloudFormation マクロを使用し
たテンプレートのカスタム処理の
実行を参照してください。

動的リファレンスでは、SSM
パラメータの最新値を使用しま
す。 (p. 6735)

動的リファレンスを使用する場
April 13, 2021
合、スタックを作成または更新
するたびに、CloudFormation で
SSM パラメータの最新バージョ
ンを使用できるようになりまし
た。特定のバージョンを指定する
必要がなくなりました。
詳細については、SSM パラメー
タを参照してください。
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更新されたリソース (p. 2360)

リソース
AWS::DynamoDB::Table が更新
されました。

April 8, 2021

AWS::DynamoDB::Table
KinesisStreamSpecification
プロパティを使用して、テー
ブルの Kinesis Data Streams
設定を指定します。
更新されたリソース (p. 3005)

AWS::ElastiCache::ParameterGroup、AWS::ElastiCache::SecurityGroup、AWS::Ela
April 8, 2021
AWS::ElastiCache::ParameterGroup
AWS::ElastiCache::ParameterGroup
タイプにタグを追加できるよ
うになりました。
AWS::ElastiCache::SecurityGroup
AWS::ElastiCache::SecurityGroup
リソースにタグを追加できる
ようになりました。
AWS::ElastiCache::SubnetGroup
AWS::ElastiCache::SubnetGroup
リソースにタグを追加できる
ようになりました。

モジュールはリソース名での
ピリオド区切り文字の使用をサ
ポート (p. 6735)

モジュールに含まれるリソースの April 8, 2021
完全修飾論理名を指定する際に、
区切り文字としてピリオドを使用
できるようになりました。
詳細については、モジュール内
のリソース参照を参照してくださ
い。

AWS CloudFormation StackSets
が並列リージョンのデプロイを
サポート開始 (p. 6735)

StackSet をリージョンに順次デ
April 6, 2021
プロイするか、並列にデプロイす
るかを選択できるようになりまし
た。
詳細については、スタックセット
の操作オプションを参照してくだ
さい。
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更新されたリソース (p. 1405)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Backup::BackupPlan

April 3, 2021

AWS::Backup::BackupPlan
BackupPlanResourceType
プロパティタイプ
で、AdvancedBackupSetting
プロパティを使用して、バッ
クアップする各リソースタイ
プのバックアップオプション
のリストを指定します。
更新されたリソース (p. 2013)

リソース
April 1, 2021
AWS::Config::DeliveryChannel が
更新されました。
AWS::Config::DeliveryChannel
S3KmsKeyArn プロパティ
を使用して、AWS Config に
よって配信されるオブジェ
クトの暗号化に使用され
る AWS Key Management
Service (KMS) のカスタマー
マネージドキー (CMK) の
Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。

更新されたリソース (p. 825)

次のリソースが更新されまし
April 1, 2021
た。AWS::ApiGateway::RestApi。
AWS::ApiGateway::RestApi
DisableExecuteApiEndpoint
プロパティを使用し
て、REST API のデフォルト
のエンドポイントを無効にし
ます。

更新されたリソース (p. 1468)

リソース
AWS::Budgets::BudgetsAction が
更新されました。

April 1, 2021

AWS::Budgets::BudgetsAction
AWS::Budgets::BudgetsAction
リソースを使用して、予算の
しきい値を超えたときに開始
される定義済みのアクション
を実行します。
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更新されたリソース (p. 1500)

リソース
AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
が更新されました。
AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
ImageId プロパティを使用
して、EC2 インスタンスの
作成に使用される Amazon
マシンイメージ (AMI) を指定
します。
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更新されたリソース (p. 2121)

リソース
AWS::DataBrew::Dataset and
AWS::DataBrew::Job が更新され
ました。

April 1, 2021

AWS::DataBrew::Dataset
CsvOptions プロパティを
使用して、DataBrew がファ
イルからデータセットを作成
するときにコンマ区切り値
(CSV) ファイルを読み取る方
法を定義します。
DatabaseInputDefinition
プロパティを使用して、デー
タベースに格納されている
データセット入力ファイルの
接続情報を定義します。
DataCatalogInputDefinition
プロパティを使用し
て、AWS Glue Data Catalog
に保存されているメタデータ
を DataBrew データセットで
どのように定義するかを定義
します。
DatasetParameter プロパ
ティを使用して、データセッ
トの Amazon S3 パス内にあ
るパラメータのタイプと条件
を定義します。
DatetimeOptions プロパ
ティを使用して、データセッ
トの Amazon S3 パスで使用
される日時パラメータの正し
い解釈を定義します。
ExcelOptions プロパティ
を使用して、DataBrew が
Microsoft Excel ファイルか
らデータセットを作成すると
きにそのファイルをどのよう
に解釈するかを定義します。
FilesLimit プロパティ
を使用して、接続された
Amazon S3 パスからデータ
セット用に選択する必要があ
る Amazon S3 ファイルの数
を制限します。
FilterExpression プロパ
ティを使用して、パラメータ
条件を定義します。
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FilterValue プ
ロパティを使用し
て、FilterExpression の
ValuesMap に単一のエント
リを定義します。
FormatOptions プロパ
ティを使用して、カンマ区切
り値 (CSV)、Excel、または
JSON 入力のいずれかの構造
を定義します。
Input プロパティを使用
して、DataBrew が AWS
Glue Data Catalog または
Amazon S3 でデータを検索
する方法を定義します。
JsonOptions プロパティ
を使用して、AWS Glue
DataBrew による入力の解釈
方法を定義します。
PathOptions プロパティを
使用して、DataBrew がデー
タセット内の特定の Amazon
S3 パスのファイルを選択す
る方法を定義します。
PathParameter プロパ
ティを使用して、データセッ
トのファイル形式を定義しま
す。
S3Location プロパティを
使用して、データセットのパ
スパラメータに単一のエント
リを定義します。
AWS::DataBrew::Job
JobSample プロパティを使
用して、プロファイルジョブ
を実行される行数を定義しま
す。
OutputLocation プロパ
ティを使用して、ジョブが出
力を書き込む Amazon S3 内
の場所を定義します。
Recipe プロパティを使用し
て、データセットに対して実
行されるアクションを定義し
ます。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されました:
AWS::EC2::LaunchTemplate。

April 1, 2021

AWS::EC2::LaunchTemplate
TagSpecifications プロ
パティを使用して、作成時に
起動テンプレートにタグを付
けます。
更新されたリソース (p. 3051)

リソース
April 1, 2021
AWS::ElasticBeanstalk::Environment
が更新されました。
AWS::ElasticBeanstalk::Environment
OperationsRole プロパ
ティを使用して、環境の運
用ロールとして使用する既存
の IAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定
します。

更新されたリソース (p. 3307)

リソース AWS::Events::Rule が
更新されました。

April 1, 2021

AWS::Events::Rule
SageMakerPipelineParameter
プロパティは、API 送信先を
作成する目的で SageMaker
モデル構築パイプラインを実
行するためのパラメータの名
前/値のペアです。API 送信
先は、ルールのターゲットと
して使用する HTTP 呼び出
しエンドポイントを定義しま
す。
SageMakerPipelineParameters
には、SageMaker モデル構
築パイプラインの実行を開
始するための SageMaker モ
デル構築パイプラインのパラ
メータが含まれています。
更新されたリソース (p. 3380)

リソース AWS::FMS::Policy が更
新されました。
AWS::FMS::Policy
AWS::FMS::Policy リソー
スでは、Amazon Route 53
Resolver DNS Firewall の
DNS ファイアウォールポリ
シーを管理できるようになり
ました。
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更新されたリソース (p. 3456)

リソース
April 1, 2021
AWS::GameLift::GameSessionQueue
が更新されました。
AWS::GameLift::GameSessionQueue
NotificationTarget プ
ロパティを使用して、SNS
トピック ARN を指定して、
キューから発行されるゲーム
セッション配置イベントを公
開します。
CustomEventData プロパ
ティを使用して、キューか
ら発行されるすべてのゲーム
セッション配置イベントに
追加する文字列値を指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 6477)

以下のリソースが更新されまし
た: AWS::WAFv2::WebACL およ
び AWS::WAFv2::RuleGroup。
AWS::WAFv2::WebACL
これで、ウェブリクエスト本
文を JSON として検査でき
るようになりました。ウェブ
ACL のデフォルトアクショ
ンとルールアクションの設
定に、カスタムリクエストお
よび応答処理を追加できるよ
うになりました。ルールのラ
ベルを定義できるようになり
ました。このラベルは、一致
するリクエストに自動的に追
加され、ウェブ ACL の評価
中にリクエストとともに保
持されます。新しいルール
LabelMatchStatement を
使用して、ラベルと照合でき
ます。スコープダウンステー
トメントをマネージドルー
ルグループのステートメント
に追加できるようになりまし
た。
AWS::WAFv2::RuleGroup
これで、ウェブリクエスト
本文を JSON として検査で
きるようになりました。ルー
ルのアクション設定にカスタ
ムリクエストおよび応答処
理を追加できるようになり
ました。ルールのラベルを
定義できるようになりまし
た。このラベルは、一致す
るリクエストに自動的に追
加され、ウェブ ACL の評価
中にリクエストとともに保
持されます。新しいルール
LabelMatchStatement を
使用して、ラベルと照合でき
ます。
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新しいリソース (p. 1672)

リソース
AWS::CloudWatch::MetricStream
が追加されました。

April 1, 2021

AWS::CloudWatch::MetricStream
AWS::CloudWatch::MetricStream
リソースを使用して、選択
した送信先への CloudWatch
メトリクスデータのメトリ
クスストリームを作成しま
す。詳細については、Metric
streams を参照してくださ
い。
新しいリソース (p. 1728)

リソース
AWS::Logs::QueryDefinition が追
加されました。

April 1, 2021

AWS::Logs::QueryDefinition
AWS::Logs::QueryDefinition
リソースを使用し
て、CloudWatch Logs
Insights クエリ定義を作成
します。詳細については、
「CloudWatch Logs Insights
でログデータを分析する」を
参照してください。
新しいリソース (p. 5652)

リソース
April 1, 2021
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList、AWS::Route53Resolver::FirewallRuleG
が追加されました。
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
リソースを使用して、Route
53 Resolver DNS Firewall の
ドメインリスト設定を指定し
ます。
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup
リソースを使用して、Route
53 Resolver DNS Firewall の
ルールグループ設定を指定し
ます。
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
リソースを使用して、ファイ
アウォールルールグループと
VPC 間の関連付けを指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 1418)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Batch::JobDefinition

March 31, 2021

AWS::Batch::JobDefinition
[Volumes (ボリュー
ム)] プロパティタイプ
で、EfsVolumeConfiguration
プロパティを使用して、ジョ
ブ定義の Amazon EFS 設定
を指定します。
新しいリソース (p. 1097)

次のリソースが追加されました:
March 25, 2021
AWS::AppIntegrations::EventIntegration
AWS::AppIntegrations::EventIntegration
AWS::AppIntegrations::EventIntegration
リソースを使用し
て、EventIntegration を作成
します。

新しいリソース (p. 4606)

次のリソースが追加されました:
AWS::LookoutMetrics::Alert

March 25, 2021

AWS::LookoutMetrics::Alert
AWS::LookoutMetrics::Alert
リソースを使用して、異常
ディテクターのアラートを指
定します。
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector
リソースを使用して、異常
ディテクターを指定します。
更新されたリソース (p. 1635)

次のリソースが更新されました:
March 18, 2021
AWS::ServiceDiscovery::Service。
AWS::ServiceDiscovery::Service
Type プロパティを使用
して、パブリックまたは
プライベート DNS 名前
空間内にあるサービスの
サービスインスタンスが
DiscoverInstances API
オペレーションを使用しての
み検出できるようにします。
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新しいリソース (p. 3373)

次のリソースが追加されました:
March 18, 2021
AWS::FIS::ExperimentTemplate。
AWS::FIS::ExperimentTemplate
AWS::FIS::ExperimentTemplate
リソースを使用して、AWS
Fault Injection Simulator で実
験テンプレートを作成しま
す。

新しいリソース (p. 5818)

次のリソースが追加されました:
March 18, 2021
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
および
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
リソースを使用して、S3
Object Lambda アクセスポ
イントを作成します。
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy
リソースを使用して、S3
Object Lambda アクセスポ
イントのポリシーを作成しま
す。

新しいリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::Service

March 16, 2021

AWS::ECS::Service
AWS::ECS::Service
リソースと
EnableExecuteCommand
プロパティを使用して、サー
ビス内のタスクについて
ECS Exec を有効にします。
新しいリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されま
March 16, 2021
した: AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandLogConfiguration
AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandLogConfiguration
AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandLogConfiguration
リソースを使用して、クラ
スター内のタスクに対する
ECS Exec アクションのログ
記録の設定を定義します。
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新しいリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されま
した: AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandConfiguration

March 16, 2021

AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandConfiguration
AWS::ECS::Cluster
ExecuteCommandConfiguration
リソースを使用して、クラス
ターについて ECS Exec を
有効にします。
更新されたリソース (p. 2283)

次のリソースが更新されました:
AWS:Detective:MemberInvitation

March 15, 2021

AWS::Detective::MemberInvitation
DisableEmailNotification
プロパティを使用して、メン
バーアカウントへの招待メー
ルの送信を禁止します。
「マスターアカウント」と
いう用語は「管理者アカウン
ト」に変更されます。
更新されたリソース (p. 1491)

次のリソースが更新されました:
March 11, 2021
AWS::CertificateManager::Account
AWS::CertificateManager::Account
ExpiryEventsConfiguration
プロパティを使用し
て、AWS account に関連付
けられた証明書の有効期限イ
ベントのオプションを指定し
ます。

更新されたリソース (p. 2819)

次のリソースが更新されまし
March 11, 2021
た。AWS::ECR::PublicRepository
AWS::ECR::PublicRepository
AWS::ECR::PublicRepository.Tagsプ
ロパティを使用して、パブ
リックリポジトリにタグを追
加します。
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更新されたリソース (p. 2953)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EFS::FileSystem

March 11, 2021

AWS::EFS::FileSystem
AvailabilityZoneName
プロパティを使用して、EFS
1 ゾーンストレージクラスを
使用するファイルシステム
を作成します。このクラス
は、AWS Region 内の 1 つ
のアベイラビリティーゾーン
内に冗長にデータを格納しま
す。
新しいリソース (p. 2104)

次のリソースが追加されました:
AWS::CE::AnomalySubscription
および
AWS::CE::AnomalyMonitor。

March 11, 2021

AWS::CE::AnomalySubscription
AWS::CE::AnomalySubscription
リソースを使用して、モニ
ターによって検出された、し
きい値を超える異常に関する
通知を配信します。
AWS::CE::AnomalyMonitor
AWS::CE::AnomalyMonitor
リソースを使用し
て、MonitorType および
MonitorSpecification
に基づいて、アカウントのコ
ストデータに異常がないかど
うかを継続的に検査します。
新しいリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されました:
March 11, 2021
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations
リソースを使用して、キャパ
シティープロバイダーをクラ
スターに関連付けます。

新しいリソース (p. 5414)

次のリソースが追加されました:
AWS::RDS::DBProxyEndpoint。

March 11, 2021

AWS::RDS::DBProxyEndpoint
AWS::RDS::DBProxyEndpoint
リソースを使用して、カスタ
ム DB プロキシエンドポイン
トを作成または更新します。
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更新されたリソース (p. 6216)

次のリソースが更新されまし
March 10, 2021
た。AWS::StepFunctions::StateMachine。
AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS::StepFunctions::StateMachine
には、テンプレートファイル
の言語でステートマシンを定
義できるようにする新しい
Definition プロパティが
あります。

更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されまし
March 8, 2021
た。AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
MixedInstancesPolicy
SpotAllocationStrategy
プロパティを使用して、混合
インスタンスポリシーを使用
する場合に、スポットキャパ
シティーの割り当て戦略とし
て capacity-optimizedprioritized を指定しま
す。

更新されたリソース (p. 6059)

次の新しいリソース
March 4, 2021
が更新されました:
AWS::SecretsManager::Secret
AWS::SecretsManager::Secret
ReplicaRegions プロパ
ティを使用して、回復力と災
害対策のために、追加のリー
ジョンにシークレットをレプ
リケートします。

新しいリソース (p. 3307)

次のリソースが追加されました:
AWS::Events::ApiDestination。
AWS::Events::ApiDestination
ApiDestination リソース
を使用して、API 送信先を
作成します。API 送信先は、
ルールのターゲットとして使
用する HTTP 呼び出しエン
ドポイントを定義します。
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新しいリソース (p. 3307)

次のリソースが追加されました:
AWS::Events::Connection。

March 4, 2021

AWS::Events::Connection
Connection リソースを使
用して、API 送信先で使用す
る接続を作成します。接続
は、API 送信先の HTTP 呼
び出しエンドポイントに接続
するために使用する認証方法
とパラメータを定義します。
新しいリソース (p. 3814)

次のリソースが追加されました:
March 4, 2021
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration、AWS::IoT::CustomMetric、AWS::IoT::Dimen
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration
リソースを使用して、AWS
IoT Core でアカウント監査
設定を指定します。
AWS::IoT::CustomMetric
AWS::IoT::CustomMetric
リソースを使用して、AWS
IoT Core でカスタムメトリ
クスを指定します。
AWS::IoT::Dimension
AWS::IoT::Dimension リ
ソースを使用して、AWS IoT
Core のディメンションを指
定します。
AWS::IoT::MitigationAction
AWS::IoT::MitigationAction
リソースを使用して、AWS
IoT Core の緩和アクション
を指定します。
AWS::IoT::ScheduledAudit
AWS::IoT::ScheduledAuditリ
ソースを使用して、AWS IoT
Core のスケジュール監査を
指定します。
AWS::IoT::SecurityProfile
AWS::IoT::SecurityProfile
リソースを使用して、AWS
IoT Core のセキュリティプ
ロファイルを指定します。
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新しいリソース (p. 5823)

次のリソースが追加されました:
March 4, 2021
AWS::S3Outposts::Bucket、AWS::S3Outposts::BucketPolicy、AWS::S3Outposts::A
および
AWS::S3Outposts::EndPoint
AWS::S3Outposts::Bucket
AWS::S3Outposts::Bucket
リソースを使用して、S3 on
Outposts バケットを作成し
ます。
AWS::S3Outposts::BucketPolicy
AWS::S3Outposts::BucketPolicy
リソースを使用して、S3 on
Outposts バケットのバケッ
トポリシーを作成します。
AWS::S3Outposts::AccessPoint
AWS::S3Outposts::AccessPoint
リソースを使用して、S3 on
Outposts バケットのアクセ
スポイントを作成します。
AWS::S3Outposts::EndPoint
AWS::S3Outposts::EndPoint
リソースを使用して、AWS
Outposts で Amazon S3 のた
めのエンドポイントを作成し
ます。

更新されたリソース (p. 4169)

次のリソースが更新されました:
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
および
AWS::IoTSiteWise::Portal。
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
IamRole および IamUser
のプロパティが追加されまし
た。
AWS::IoTSiteWise::Portal
次のプロパティを追加しまし
た: PortalAuthMode。
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更新されたリソース (p. 4169)

次のリソースが更新されました:
March 1, 2021
AWS::IoTSiteWise::AssetModel。
AWS::IoTSiteWise::AssetModel
次のプロパティ
を追加しました:
AssetModelCompositeModel。
このプロパティを使用し
て、AWS IoT SiteWise でア
ラームを定義できます。
詳細については、AWS IoT
SiteWise ユーザーガイドの
Monitoring data with alarms
を参照してください。

更新されたリソース (p. 2121)

次のリソースが更新されまし
た: AWS::DataBrew::Dataset
Format。

February 25, 2021

AWS::DataBrew::Dataset Format
Format プロパティを使用し
て、データセットのファイル
形式を定義します。
更新されたリソース (p. 4638)

次のリソースが更新されました:
AWS::ManagedBlockchain::Node

February 25, 2021

AWS::ManagedBlockchain::Node
Ethereum ネットワーク
上にノードを作成するに
は、NodeConfiguration
プロパティを使用します。
更新されたリソース (p. 5845)

次のリソースが更新されました:
AWS::SageMaker::Model

February 25, 2021

AWS::SageMaker::Model
マルチコンテナエンドポイ
ント内のコンテナの呼び出
し方法の詳細を指定するに
は、InferenceExecutionConfig
プロパティを使用します。
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新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されました:
February 25, 2021
AWS::EC2::TransitGatewayConnect。
AWS::EC2::TransitGatewayConnect
指定されたトランジット
ゲートウェイ添付ファイル
から Connect アタッチメ
ントファイルを作成するに
は、TransitGatewayConnect
リソースを使用します。

新しいリソース (p. 2979)

リソース AWS::EKS::Addon が
追加されました。

February 25, 2021

AWS::EKS::Addon
AWS::EKS::Addon リソー
スを使用して、Amazon EKS
アドオンを作成します。
新しいリソース (p. 3181)

次のリソースが追加されまし
February 25, 2021
た: AWS::EMR::Studio および
AWS::EMR::StudioSessionMapping。
AWS::EMR::Studio
AWS::EMR::Studio リ
ソースを使用して、新しい
Amazon EMR Studio を作成
します。
AWS::EMR::StudioSessionMapping
AWS::EMR::StudioSessionMapping
リソースを使用して Amazon
EMR Studio にユーザー
またはグループを割り当
てて、IAM セッションポ
リシーを適用して、その
ユーザーまたはグループの
Studio 許可を調整します。
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新しいリソース (p. 3687)

次のリソースが追加されました:
February 25, 2021
AWS::IAM::OIDCProvider、AWS::IAM::SAMLProvider、AWS::IAM::ServerCertificate
AWS::IAM::OIDCProvider
OpenID Connect (OIDC)
をサポートする ID プ
ロバイダー (IdP) を説
明するための IAM エン
ティティを作成するに
は、AWS::IAM::OIDCProvider
リソースを使用します。
AWS::IAM::SAMLProvider
SAML 2.0 をサポートす
る ID プロバイダー (IdP)
について説明する IAM
リソースを作成するに
は、AWS::IAM::SAMLProvider
リソースを使用します。
AWS::IAM::ServerCertificate
IAM に保存されている
指定のサーバー証明書に
関する情報を取得するに
は、AWS::IAM::ServerCertificate
リソースを使用します。
AWS::IAM::VirtualMFADevice
AWS アカウント用の
新しい仮想 MFA デ
バイスを作成するに
は、AWS::IAM::VirtualMFADevice
リソースを使用します。

新しいリソース (p. 5845)

リソース
AWS::SageMaker::Image,
AWS::SageMaker::ImageVersion
が追加されました。

February 25, 2021

AWS::SageMaker::Image
AWS::SageMaker::Image
リソースを使用し
て、Amazon SageMaker で
新しいイメージを作成しま
す。
AWS::SageMaker::ImageVersion
Amazon SageMaker で
新しい ImageVersion
を作成するに
は、AWS::SageMaker::ImageVersion
リソースを使用します。
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新しい属性 (p. 5198)

10DLC をサポートするため
February 24, 2021
に、EntityId、TemplateId、OriginationNumber
のパラメータが追加されました。
AWS::Pinpoint::Campaign
CampaignSmsMessage
キャンペーンの受信者に送信
される SMS メールメッセー
ジのコンテンツおよび設定を
指定します。

更新されたリソース (p. 2360)

次のリソースが更新されました:
AWS::DynamoDB::Table

February 22, 2021

AWS::DynamoDB::Table
ContributorInsightsSpecification
プロパティを使用して、
テーブルまたはグローバル
セカンダリインデックス
で CloudWatch Contributor
Insights を有効または無効に
します。
更新されたリソース (p. 1821)

リソース
AWS::CodeCommit::Repository
Code が更新されました。

February 19, 2021

AWS::CodeCommit::Repository
Code
更新時の BranchName
プロパティの動作
は、AWS:CodeCommit:Repository
Code の他のすべての側面と
一致するように変更されまし
た。AWS:CodeCommit:Repository
Code のプロパティは、初期
リソース作成時にのみ適用さ
れるため、更新時は無視され
ます。
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更新されたリソース (p. 1129)

次のリソースが更新されました:
AWS::AppMesh::VirtualNode and
AWS::AppMesh::VirtualGateway

February 18, 2021

AWS::AppMesh::VirtualNode
ClientTlsCertificate
プロパティを使用して、ク
ライアントの証明書を表しま
す。
SubjectAlternativeNames
プロパティを使用して、証明
書によって保護されているサ
ブジェクトの別名を表しま
す。
TlsValidationContextSdsTrust
プロパティを使用し
て、Transport Layer Security
(TLS) Secret Discovery
Service 検証コンテキストの
信頼を表します。
ListenerTlsValidationContextTrust
プロパティを使用して、リ
スナーの Transport Layer
Security (TLS) 検証コンテキ
ストの信頼を表します。
SubjectAlternativeNameMatchers
プロパティを使用して、ピ
ア Transport Layer Security
(TLS) 証明書のサブジェクト
の代替名を照合する方法を表
します。
ListenerTlsSdsCertificate
プロパティを使用して、リ
スナーの Secret Discovery
Service 証明書を表します。
ListenerTlsValidationContext
プロパティを使用して、リ
スナーの Transport Layer
Security (TLS) 検証コンテキ
ストを表します。
AWS::AppMesh::VirtualGateway
VirtualGatewayListenerTlsValidationContextTrust
プロパティを使用して、検証
コンテキストの信頼を指定し
ます。
VirtualGatewayTlsValidationContextSdsTrust
プロパティを使用して、
仮想ゲートウェイリスナー
の Transport Layer Security
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(TLS) Secret Discovery
Service 検証コンテキストの
信頼を表します。
SubjectAlternativeNames
プロパティを使用して、証明
書によって保護されているサ
ブジェクトの別名を表しま
す。
VirtualGatewayListenerTlsSdsCertificate
プロパティを使用して、仮想
ゲートウェイのリスナーの
Secret Discovery Service 証
明書を表します。
VirtualGatewayClientTlsCertificate
プロパティを使用して、仮想
ゲートウェイのクライアント
の Transport Layer Security
(TLS) 証明書を表します。
VirtualGatewayListenerTlsValidationContext
プロパティを使用して、仮
想ゲートウェイのリスナー
の Transport Layer Security
(TLS) 検証コンテキストを表
します。
SubjectAlternativeNameMatchers
プロパティを使用して、ピ
ア Transport Layer Security
(TLS) 証明書のサブジェクト
の代替名を照合する方法を表
します。
更新されたリソース (p. 2121)

次のリソースが更新されま
した: AWS::DataBrew::Job
JobSample。

February 18, 2021

AWS::DataBrew::Job JobSample
JobSample プロパティを使
用して、プロファイルジョ
ブのサンプル設定を定義しま
す。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
WindowsConfiguration プロ
パティタイプで、Aliases
を使用して、Amazon FSX
ファイルシステムに関連付け
る 1 つ以上の DNS エイリア
ス名を指定します。
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更新されたリソース (p. 3926)

次のリソースが更新されました:
AWS::IoTAnalytics::Dataset。

February 18, 2021

AWS::IoTAnalytics::Dataset
LateDataRule と
LateDataRuleConfiguration
のプロパティが追加されまし
た。
これらのプロパティを使用
して、データセットの遅延
データルールを指定できま
す。遅延データルールによ
り、AWS IoT Analytics は、
遅延データが到着したときに
Amazon CloudWatch を通じ
て通知を送信できます。
詳細については、AWS IoT
Analytics ユーザーガイドの
Getting late data notifications
を参照してください。
更新されたリソース (p. 4205)

次のリソースが更新されました:
AWS::IoTWireless::ServiceProfile

February 18, 2021

AWS::IoTWireless::ServiceProfile
Fn::GetAtt を使
用して返すことがで
きるプロパティとし
て、ReadOnly の代わりに
LoRaWANServiceProfile
を持つ
LoRaWANGetServiceProfileInfo
の属性を使用します。
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更新されたリソース (p. 4253)

次のリソースが更新されまし
た: AWS::Kendra::DataSource,
AWS::Kendra::Index。

February 18, 2021

AWS::Kendra::DataSource
リソースの
ConfluenceConfiguration
プロパティを使用し
て、Confluence データソー
スのインデックスを作成す
るための設定情報を指定しま
す。
AWS::Kendra::DataSource
リソースの
GoogleDriveConfiguration
プロパティを使用し
て、Google Drive データ
ソースのインデックスを作成
するための設定情報を指定し
ます。
AWS::Kendra::Index
リソースの
UserContextPolicy
プロパティと
UserTokenConfiguration
プロパティを使用し
て、Amazon Kendra がイン
デックスにアクセスするため
にユーザートークンを使用す
る方法を指定します。
AWS CloudFormation StackSets
が、AWS Organizations で委任
された管理者のサポートを開始

組織の management account の
February 18, 2021
他に、委任された管理者アカウ
ントは、組織のサービスマネージ
ド型のアクセス許可を持つスタッ
クセットを作成および管理できま
す。
詳細については、「委任された管
理者の登録」および「サービスマ
ネージド型のアクセス許可を持つ
スタックセットの作成」を参照し
てください。
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新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されまし
February 12, 2021
た。AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain、AWS::EC2::TransitGatewayMultic
および
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain
TransitGatewayMulticastDomain
リソースを使用して、トラン
ジットゲートウェイマルチ
キャストドメインを作成しま
す。
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation
TransitGatewayMulticastDomainAssociation
リソースを使用して、指定
されたサブネットと Transit
Gateway アタッチメント
を、指定された Transit
Gateway マルチキャストド
メインに関連付けます。
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember
TransitGatewayMulticastGroupMembers
リソースを使用し
て、Transit Gateway マル
チキャストドメインマルチ
キャストグループにメンバー
(ネットワークインターフェ
イス) を登録します。
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource
TransitGatewayMulticastGroupSource
リソースを使用して、ソース
(ネットワークインターフェ
イス) を指定された Transit
Gateway マルチキャストド
メインマルチキャストグルー
プに登録します。
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更新されたリソース (p. 2304)

次のリソースが更新されました:
AWS::DMS::Endpoint。

February 11, 2021

AWS::DMS::Endpoint.MongoDbSettings
MongoDbSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.MySqlSettings
MySqlSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.RedshiftSettings
RedshiftSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.SybaseSettings
SybaseSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.PostgreSqlSettings
PostgreSqlSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.MicrosoftSqlServerSettings
MicorsoftSqlServerSettings
に SecretsManager 属性を
追加しました。
AWS::DMS::Endpoint.IbmDb2Settings
IbmDb2Settings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.DocDbSettings
DocDbSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
AWS::DMS::Endpoint.OracleSettings
OracleSettings に
SecretsManager 属性を追
加しました。
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更新されたリソース (p. 3631)

リソース
February 11, 2021
AWS::GroundStation::Config が更
新されました。
AWS::GroundStation::Config
S3RecordingConfig
CloudFormation property
S3RecordingConfig プロ
パティは、S3 記録設定オブ
ジェクトの情報を設定しま
す。
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更新されたリソース (p. 4205)

次のリソースが更新されまし
February 11, 2021
た。AWS::IoTWireless::Destination、AWS::IoTWireless::DeviceProfile、AWS::IoTW
および
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
AWS::IoTWireless::Destination
リソースの
ExpressionType プロパ
ティを使用して、新しい
値 MqttTopic を使用する
か、RuleName を使用する
かを指定します。さらに、
プロパティの説明には、最大
値、最小値、およびパターン
がリストされるようになりま
した。
AWS::IoTWireless::DeviceProfile
LoRaWANDeviceProfile
プロパティの名前を変更した
ものである新しい LoRaWAN
プロパティを使用します。
プロパティのタイプは
LoRaWANDeviceProfile
から変更されていません。
さらに、プロパティの説明に
は、最大値、最小値、および
パターンがリストされるよう
になりました。
AWS::IoTWireless::ServiceProfile
LoRaWANServiceProfile
プロパティの名前を変更した
ものである新しい LoRaWAN
プロパティを使用します。
プロパティのタイプは
LoRaWANServiceProfile
から変更されていません。
さらに、プロパティの説明に
は、最大値、最小値、および
パターンがリストされるよう
になりました。
AWS::IoTWireless::WirelessDevice
LoRaWANDevice プロパ
ティの名前を変更したもの
である新しい LoRaWAN プ
ロパティを使用します。
プロパティのタイプは
LoRaWANDevice から変更
されていません。さらに、
プロパティの説明には、最大
値、最小値、およびパターン
がリストされるようになりま
した。
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AWS::IoTWireless::WirelessGateway
LoRaWANGateway プロパ
ティの名前を変更したもの
である新しい LoRaWAN プ
ロパティを使用します。
プロパティのタイプは
LoRaWANGateway から変更
されていません。さらに、
プロパティの説明には、最大
値、最小値、およびパターン
がリストされるようになりま
した。
新しいリソース (p. 1504)

次のリソースが追加されました:
February 11, 2021
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
および
AWS::CloudFormation::ResourceVersion。
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion
リソースを使用し
て、CloudFormation オペ
レーションで使用するデフォ
ルトのリソースバージョンを
指定します。
AWS::CloudFormation::ResourceVersion
AWS::CloudFormation::ResourceVersion
リソースを使用して
CloudFormation サービス
でリソースバージョンを指
定し、CloudFormation オペ
レーションで使用できるよう
にします。
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新しいリソース (p. 5845)

次のリソースが追加されました:
February 11, 2021
AWS::SageMaker::App、AWS::SageMaker::AppImageConfig、AWS::SageMaker::D
AWS::SageMaker::UserProfile。
AWS::SageMaker::App
AWS::SageMaker::App
リソースを使用し
て、SageMaker Studio で
ユーザープロファイルの実行
中のアプリを作成します。
AWS::SageMaker::AppImageConfig
AWS::SageMaker::AppImageConfig
リソースを使用し
て、SageMaker Studio で
KernelGateway アプリとし
て SageMaker イメージを実
行するための設定を作成しま
す。
AWS::SageMaker::Domain
AWS::SageMaker::Domain
リソースを使用し
て、SageMaker Studio が使
用するドメインを作成しま
す。
AWS::SageMaker::UserProfile
AWS::SageMaker::UserProfile
リソースを使用し
て、SageMaker Studio が使
用するユーザープロファイル
を作成します。

新しいリソース (p. 6096)

次のリソースが追加されました:
February 11, 2021
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction
および
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction
このセルフサービスアクショ
ン機能を使用して、サービ
スアクションを作成する
CloudFormation テンプレー
トを作成します。
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation
このセルフサービスアクショ
ン関連付け機能を使用して、
サービスアクションを作成す
る AWS CloudFormation テ
ンプレートを作成します。
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AWS AWS CloudFormation
StackSets リージョンの可用
性 (p. 6735)

AWS AWS CloudFormation
StackSets が アジアパシフィッ
ク (大阪) リージョンでご利用い
ただけるようになりました。

February 10, 2021

詳細については、「Working
with AWS CloudFormation
StackSets」を参照してくださ
い。
更新されたリソース (p. 3926)

次のリソースが更新されました:
AWS::IoTAnalytics::Datastore。

February 5, 2021

AWS::IoTAnalytics::Datastore

Column、FileFormatConfiguration、JsonConfiguration、ParquetC
および SchemaDefinition
のプロパティが追加されまし
た。
これらのプロパティを使用
して、データストアの JSON
または Parquet ファイル形
式を指定できます。
詳細については、AWS IoT
Analytics ユーザーガイドの
File formats を参照してくだ
さい。
更新されたリソース (p. 2121)

次のリソースが更新されました:
AWS::DataBrew::Job。

February 4, 2021

AWS::DataBrew::Job
CsvOutputOptions プロパ
ティを使用して、DataBrew
が CSV ファイルを書き込む
方法を定義します。
OutputFormatOptions プ
ロパティを使用して、CSV
ジョブ出力の構造を定義しま
す。
更新されたリソース (p. 2819)

次のリソースが更新されました:
February 4, 2021
AWS::ECR::ReplicationConfiguration
AWS::ECR::ReplicationConfiguration
ReplicationConfiguration
プロパティを使用して、プラ
イベートリポジトリのレプリ
ケーション設定を作成または
更新します。
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更新されたリソース (p. 3005)

次のリソースが更新されました:
February 4, 2021
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup。
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup
書き込みを受け入れるプラ
イマリクラスターと、別の
Amazon リージョンに存在す
る関連するセカンダリクラス
ターで構成されます。セカン
ダリクラスターは読み取りの
みを受け入れます。プライマ
リクラスターは更新をセカン
ダリクラスターに自動的に複
製します。

更新されたリソース (p. 4205)

次のリソースが更新されました:
February 4, 2021
AWS::IoTWireless::DeviceProfile、AWS::IoTWireless::ServiceProfile、AWS::IoTWire
および
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
AWS::IoTWireless::DeviceProfile
DeviceProfile リソース
を使用して、使用するワイヤ
レスデバイスのデバイスプロ
ファイルを指定します。
AWS::IoTWireless::ServiceProfile
ServiceProfile リソース
を使用して、使用するワイヤ
レスデバイスのサービスプロ
ファイルを指定します。
AWS::IoTWireless::WirelessDevice
WirelessDeviceリソース
を使用して、AWS IoT Core
for LoRaWAN ソリューショ
ン内のワイヤレスデバイスを
指定します。
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
WirelessGatewayリソース
を使用して、AWS IoT Core
for LoRaWAN ソリューショ
ン内のワイヤレスゲートウェ
イを指定します。
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更新されたリソース (p. 4323)

AWS::Cassandra::Keyspace February 4, 2021
および
AWS::Cassandra::Table のリ
ソースが更新されました。
AWS::Cassandra::Keyspace.Tags
AWS::Cassandra::Keyspace.Tags
プロパティを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) 内の
新規または既存のキースペー
スにタグを追加します。
AWS::Cassandra::Table.Tags
AWS::Cassandra::Table.Tags
プロパティを使用して、
タグを作成して Amazon
Keyspaces (Apache
Cassandra 用) 内の新規また
は既存のテーブルに追加しま
す。
AWS::Cassandra::Table.PointInTimeRecoveryEnabled
AWS::Cassandra::Table.PointInTimeRecoveryEnabled
プロパティを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) でポ
イントインタイムリカバリを
有効にします。

新しいリソース (p. 3737)

次のリソースを追加しました:
February 4, 2021
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe
リソースを使用して、Image
Builder サービス内にコンテ
ナレシピを作成します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
January 28, 2021
た。AWS::ApiGatewayV2::Stage。
AWS::ApiGatewayV2::Stage
内部使用専用の
AccessPolicyId 属性を追
加しました。
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新しいリソース (p. 4627)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::LookoutVision:Project

January 28, 2021

AWS::LookoutVision:Project
Project リソースを使用
して、Amazon Lookout for
Vision プロジェクトを作成し
ます。
更新されたリソース (p. 760)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ACMPCA::Certificate

January 21, 2021

AWS::ACMPCA::Certificate
ApiPassthrough プロパ
ティを使用して、発行時に
証明書にパラメータを含めま
す。
ValidityNotBefore プロ
パティを使用して、証明書の
有効期間の開始をカスタマイ
ズします。
更新されたリソース (p. 4654)

次のリソースが更新されまし
January 21, 2021
た。AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface。
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
FlowArn プロパティを使用
して、フローの ARN を指定
します。
Name プロパティを使用し
て、VPC インターフェイス
の名前を指定します。
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更新されたリソース (p. 5845)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::SageMaker::Device,
AWS::SageMaker::DeviceFleet,
and AWS::SageMaker::Model

January 21, 2021

AWS::SageMaker::Device
DeviceFleetName プロパ
ティを使用して、デバイスが
属するフリートの名前を取得
します。
Device プロパティを使用し
て、必要なエッジデバイスを
作成します。
Tags プロパティを使用し
て、特定のデバイスに登録さ
れたタグを取得します。
Device.Device プロパ
ティ/リソースを使用して、
特定のデバイスに関する情報
を取得します。
Device.Device.Description
プロパティ/リソースを使用
して、デバイスの説明を取得
します。
Device.Device.DeviceName
プロパティ/リソースを使用
して、デバイス名を取得しま
す。
Device.Device.IotThingName
プロパティ/リソースを使用
して、IoT オブジェクト名を
取得します。
AWS::SageMaker::DeviceFleet
DeviceFleet.Description
プロパティを使用して、フ
リートに関する情報を取得し
ます。
OutputConfig プロパティ
を使用して、フリートの出力
設定を取得します。
RoleArn プロパティを使用
して、IoT モノの ARN を取
得します。
Tags プロパティを使用し
て、特定のフリートに登録さ
れたタグを取得します。
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EdgeOutputConfig.KmsKeyId
プロパティ/リソースを使用
して、KMS キー ID を設定し
ます。
EdgeOutputConfig.S3OutputLocation
プロパティ/リソースを使用
して、S3 バケットの URI を
設定します。
AWS::SageMaker::Model
MultiModelConfiguration
プロパティを使用して、マル
チモデルエンドポイントの設
定の詳細を指定します。
新しいリソース (p. 5845)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::SageMaker::Project

January 21, 2021

AWS::SageMaker::Project
AWS::SageMaker::Project
リソースを使用し
て、Amazon SageMaker で
新しいプロジェクトを作成し
ます。
更新されたリソース (p. 5679)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::S3::AccessPoint

January 20, 2021

アクセスポイント
AWS::S3::AccessPoint
リソースを使用して S3 アク
セスポイントを指定します。
更新されたリソース (p. 4965)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::MSK::Cluster

January 15, 2021

AWS::MSK::Cluster
これで、既存のクラスターの
ブローカータイプを変更でき
ます。
新しいリソース (p. 3278)

AWS::EMRContainers::VirtualCluster
January 14, 2021
リソースが追加されました。
AWS::EMRContainers::VirtualCluster
AWS::EMRContainers::VirtualCluster
リソースは、仮想クラスター
を指定します。
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新しいリソース (p. 5298)

次のリソースが追加されま
した。AWS#QuickSight#
DataSight# DataSet および
AWS#QuickSight#DataSource

January 14, 2021

AWS::QuickSight::DataSet
AWS::QuickSight::DataSet
リソースを使用し
て、Amazon QuickSight で
データセットを作成します。
AWS::QuickSight::DataSource
AWS::QuickSight::DataSource
リソースを使用し
て、Amazon QuickSight で
データソースを作成します。
新しいリソース (p. 5298)

次のリソースが追加されまし
January 14, 2021
た。AWS::QuickSight::Analysis、AWS::QuickSight::Dashboard、AWS::QuickSight::
AWS::QuickSight::Theme
AWS::QuickSight::Analysis
AWS::QuickSight::Analysis
リソースを使用し
て、Amazon QuickSight で
分析を作成します。
AWS::QuickSight::Dashboard
AWS::QuickSight::Dashboard
リソースを使用し
て、Amazon QuickSight の
テンプレートからダッシュ
ボードを作成します。
AWS::QuickSight::Template
AWS::QuickSight::Template
リソースを使用して、既存の
Amazon QuickSight 分析ま
たはテンプレートからテンプ
レートを作成します。
AWS::QuickSight::Theme
AWS::QuickSight::Theme
リソースを使用し
て、Amazon QuickSight で
テーマを作成します。
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新しいリソース (p. 6137)

次の新しいリソー
January 14, 2021
スが追加されまし
た。AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application、AWS::ServiceCatalogAppRegis
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application
リソースを使用して、関連す
るクラウドリソースの抽象化
階層の最上位のノードにある
Service Catalog AppRegistry
のアプリケーションを表しま
す。
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup
リソースを使用して、ユー
ザー定義の属性のコンテナと
して、新しい属性グループを
作成します。
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation
を属性グループとして使用
し、ServiceCatalogAppRegistry
を関連付けます。
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation
ServiceCatalogAppRegistry
のリソースの関連付けとして
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation
を使用します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
January 7, 2021
た。AWS::ApiGatewayV2::Integration。
AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration
リソースを使用して、HTTP
API のリクエストおよび応答
パラメータのマッピングを設
定します。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されました:
AWS::EC2::LaunchTemplate。
AWS::EC2::LaunchTemplate
Throughput プロパティを
使用して、gp3 ボリュームに
プロビジョニングするスルー
プットを指定します。
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更新されたリソース (p. 3380)

リソース AWS::FMS::Policy が更
新されました。

January 7, 2021

AWS::FMS::Policy
AWS::FMS::Policy リソー
スによって、AWS Network
Firewall ポリシーを管理でき
るようになりました。
更新されたリソース (p. 4205)

次のリソースが更新されまし
January 7, 2021
た。AWS::IoTWireless::Destination、AWS::IoTWireless::DeviceProfile、AWS::IoTW
および
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
AWS::IoTWireless::Destination
Destination リソースを使
用して、使用するワイヤレス
デバイスの送信先を指定しま
す。
AWS::IoTWireless::DeviceProfile
DeviceProfile リソース
を使用して、使用するワイヤ
レスデバイスのデバイスプロ
ファイルを指定します。
AWS::IoTWireless::ServiceProfile
ServiceProfile リソース
を使用して、使用するワイヤ
レスデバイスのサービスプロ
ファイルを指定します。
AWS::IoTWireless::WirelessDevice
WirelessDeviceリソース
を使用して、AWS IoT Core
for LoRaWAN ソリューショ
ン内のワイヤレスデバイスを
指定します。
AWS::IoTWireless::WirelessGateway
WirelessGatewayリソース
を使用して、AWS IoT Core
for LoRaWAN ソリューショ
ン内のワイヤレスゲートウェ
イを指定します。
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新しいリソース (p. 2230)

次のリソースが追加されまし
January 7, 2021
た。AWS::DataSync::Agent、AWS::DataSync::LocationEFS、AWS::DataSync::Loca
および AWS::DataSync::Task
AWS::DataSync::Agent
AWS::DataSync::Agent
リソースを使用して、AWS
DataSync エージェントを指
定します。
AWS::DataSync::LocationEFS
AWS::DataSync::LocationEFS
リソースを使用し
て、Amazon EFS の場所を
指定します。
AWS::DataSync::LocationFSxWindows
AWS::DataSync::LocationFSxWindows
リソースを使用し
て、Amazon FSx for
Windows のファイルシステ
ムを指定します。
AWS::DataSync::LocationNFS
AWS::DataSync::LocationNFS
リソースを使用して、ネッ
トワークファイルシステム
(NFS) サーバー上のファイル
システムを指定します。
AWS::DataSync::LocationObjectStorage
AWS::DataSync::LocationObjectStorage
リソースを使用して、セルフ
マネージドオブジェクトスト
レージバケットのエンドポイ
ントを指定します。
AWS::DataSync::LocationS3
AWS::DataSync::LocationS3
リソースを使用し
て、Amazon S3 バケットの
エンドポイントを指定しま
す。
AWS::DataSync::LocationSMB
AWS::DataSync::LocationSMB
リソースを使用して、SMB
の場所を指定します。
AWS::DataSync::Task
AWS::DataSync::Task リ
ソースを使用して、タスクを
指定します。
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新しいリソース (p. 4654)

以下のリソースが更新されまし
January 7, 2021
た。AWS::MediaConnect::Flow、AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
および
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
AWS::MediaConnect::Flow
AWS::MediaConnect::Flow
リソースを使用して、1 つ以
上のビデオソースと 1 つ以
上の出力間の接続を作成しま
す。
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement
リソースを使用して、別
の AWS アカウントに許
可を付与し、特定の AWS
Elemental MediaConnect フ
ロー内のコンテンツへのアク
セスを許可します。
AWS::MediaConnect::FlowOutput
AWS::MediaConnect::FlowOutput
リソースを使用し
て、MediaConnect で取り込
んだ動画を送る送信先アドレ
ス、プロトコル、およびポー
トを定義します。
AWS::MediaConnect::FlowSource
AWS::MediaConnect::FlowSource
リソースを使用して、外部の
動画コンテンツのソースを定
義します。
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface
リソースを使用し
て、MediaConnect フロー
と、Amazon Virtual Private
Cloud サービスを使用して作
成した virtual private cloud
(VPC) との接続を作成しま
す。
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新しいリソース (p. 5577)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Route53::DNSSEC
および
AWS::Route53::KeySigningKey

January 7, 2021

AWS::Route53::DNSSEC
AWS::Route53::DNSSEC
リソースを使用して、ホスト
ゾーンの DNSSEC 署名を有
効化します。
AWS::Route53::KeySigningKey
AWS::Route53::KeySigningKey
リソースを使用して、ホスト
ゾーンに関連付けられている
キー署名キー (KSK) の構成
設定を指定します。
新しいリソース (p. 5652)

次のリソースが追加されまし
January 7, 2021
た。AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
リソースを使用し
て、DNSSEC の検証の設定
を指定します。

リソースの更新 (p. 6206)

リソース
January 7, 2021
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
が更新されました。
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
リソースを使用して、IAM
Identity Center で属性ベー
スのアクセスコントロール
(ABAC) を設定します。

API バージョン 2010-05-15
6815

AWS CloudFormation ユーザーガイド

更新されたリソース (p. 3529)

リソース AWS::Glue::Table が更
新されました。

December 22, 2020

AWS::Glue::Table
SchemaReference プロパ
ティを使用して、AWS Glue
スキーマレジストリに保存さ
れているスキーマを参照する
オブジェクトを指定します。
TableInput.TargetTable
プロパティを使用して、
リソースリンク用のター
ゲットテーブルを記述する
TableIdentifier 構造体
を指定します。
Table.TableIdentifier
プロパティを使用して、リ
ソースリンク用のターゲット
テーブルを指定します。
更新されたリソース (p. 3529)

リソース AWS::Glue::Partition が
更新されました。

December 22, 2020

AWS::Glue::Partition
SchemaReference プロパ
ティを使用して、AWS Glue
スキーマレジストリに保存さ
れているスキーマを参照する
オブジェクトを指定します。
更新されたリソース (p. 3529)

リソース AWS::Glue::Database
が更新されました。

December 22, 2020

AWS::Glue::Database
DatabaseInput.TargetDatabase
プロパティを使用して、
リソースリンク用のター
ゲットテーブルを記述する
TableIdentifier 構造体
を指定します。
Database.DatabaseIdentifier
プロパティを使用して、リ
ソースリンク用のターゲット
データベースを指定します。
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更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::MLTransform

December 22, 2020

AWS::Glue::MLTransform
TransformEncryption プ
ロパティを使用して、ユー
ザーデータへのアクセスに適
用される変換の保管中の暗号
化設定を指定します。
MLUserDataEncryption
プロパティを使用して、暗号
化モードとお客様が提供する
KMS キー ID を指定します。
新しいリソース (p. 5013)

リソース
AWS::MWAA::Environment が追
加されました。
AWS::MWAA::Environment
AWS::MWAA::Environment
リソースを使用し
て、Amazon Managed
Workflows for Apache Airflow
(MWAA) 環境を作成しま
す。
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更新されたリソース (p. 1418)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Batch::JobDefinition

December 18, 2020

AWS::Batch::JobDefinition
PlatformCapabilities
プロパティを使用して、ジョ
ブに EC2 または FARGATE
リソースが必要かどうかを指
定します。
PropagateTags プロパ
ティを使用して、タグをジョ
ブ定義から対応する Amazon
ECS タスクに伝播するかど
うかを指定します。
ContainerProperties プロパ
ティタイプ:
• FargatePlatformConfiguration
プロパティを使用し
て、Fargate リソースで実
行されるジョブに使用す
る Fargate プラットフォー
ムのバージョンを指定しま
す。
• NetworkConfiguration
プロパティを使用し
て、Fargate リソースで実
行されるジョブのネット
ワーク構成を指定します。
AWS::Batch::JobDefinition
ContainerProperties
プロパティタイプ
で、FargatePlatformConfiguration
プロパティを使用して、ジョ
ブに使用する Fargate プラッ
トフォームのバージョンを定
義します。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
December 18, 2020
た。AWS::EC2::Instance、AWS::EC2::SpotFleet、AWS::EC2::Volume
AWS::EC2::Instance
EnclaveOptions プロパ
ティを使用して、インスタン
スが AWS Nitro Enclaves で
有効になっているかどうかを
示します。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotCapacityRebalance
SpotCapacityRebalance
プロパティを使用して、ス
ポットインスタンスが中断さ
れるリスクが高い場合に発す
るシグナルを Amazon EC2
から送信します。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotMaintenanceStrategies
SpotMaintenanceStrategies
プロパティを使用して、中断
されるリスクが高いスポット
インスタンスを管理します。
AWS::EC2::Volume
Throughput プロパティを
使用して、ボリュームがサ
ポートするスループットを
MIB/秒で指定します。

更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::Service

December 18, 2020

AWS::ECS::Service
DeploymentCircuitBreaker
プロパティを使用して、サー
ビスのデプロイサーキットブ
レーカーを有効にします。
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更新されたリソース (p. 3005)

次のリソースが更新されまし
December 18, 2020
た。AWS::ElastiCache::User
AWS::ElastiCache::UserGroup
および
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
AWS::ElastiCache::User
Redis エンジンバージョン
6.x 以降の場合は、Redis
ユーザーを作成します。詳
細については、「ロールベー
スのアクセスコントロール
(RBAC) の使用」を参照して
ください。
AWS::ElastiCache::UserGroup
Redis エンジンバージョン
6.x 以降の場合は、Redis
ユーザーグループを作成しま
す。詳細については、「ロー
ルベースのアクセスコント
ロール (RBAC) の使用」を参
照してください。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
UserGroupIds プロパティ
を使用して、ユーザーグルー
プのリストをレプリケーショ
ングループに関連付けます。

更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
StorageCapacity プロ
パティは "Required":
conditional に更新されま
した。
WindowsConfiguration
プロパティタイプ
で、ThroughputCapacity
プロパティが "Required":
true に更新されました。
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更新されたリソース (p. 5679)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::S3::Bucket

December 18, 2020

SourceSelectionCriteria
AWS::S3::Bucket
SourceSelectionCriteria
の
ReplicaModifications
プロパティを使用して、レプ
リカの変更をフィルタリング
します。
Amazon S3 バケットキー
BucketKeyEnabled プロパ
ティを使用して、AWS Key
Management Service を使用
してデフォルトの暗号化で
S3 バケットキーを指定しま
す。
新しいリソース (p. 1374)

次のリソースが追加さ
れました。AWS::Audit
Manager::Assessment

December 18, 2020

AWS::AuditManager::Assessment
AWS::AuditManager::Assessment
リソースを使用して、AWS
Audit Manager で新しい評価
を指定します。
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新しいリソース (p. 1504)

次のリソースが追加されました:
December 18, 2020
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
および
AWS::CloudFormation::ModuleVersion。
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion
リソースを使用して、モ
ジュールのデフォルトバー
ジョンを指定します。こ
のバージョンは、このア
カウントとリージョンの
CloudFormation オペレー
ションで使用されます。
AWS::CloudFormation::ModuleVersion
AWS::CloudFormation::ModuleVersion
リソースを使用して、指定さ
れたバージョンのモジュー
ルを CloudFormation サー
ビスに登録し、このアカウ
ントおよびリージョンの
CloudFormation テンプレー
トで使用できるようにしま
す。

新しいリソース (p. 2287)

以下のリソースが更新されまし
December 18, 2020
た。AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
および
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel
リソースを使用し
て、Amazon DevOps Guru
に通知チャネルを追加しま
す。通知チャネルは、重要な
イベントを通知するために使
用されます。例えば、インサ
イトの作成やインサイトの重
要度の変更などがあります。
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection
リソースを使用し
て、Amazon DevOps Guru
が分析するアカウントのリ
ソースのコレクションを指定
します。指定されたリソース
の分析により、推奨事項、関
連するメトリクス、運用デー
タを含むインサイトが生成さ
れ、運用ソリューションのパ
フォーマンスを向上させるこ
とができます。
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新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されまし
December 18, 2020
た。AWS::EC2::NetworkInsightsPath
および
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
AWS::EC2::NetworkInsightsPath
NetworkInsightsPath プ
ロパティを使用して、到達可
能性を分析するパスを指定し
ます。
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis
NetworkInsightsAnalysis
プロパティを使用して、ネッ
トワークインサイト解析を指
定します。

新しいリソース (p. 2819)

次のリソースが更新されました:
AWS::ECR::PublicRepository

December 18, 2020

AWS::ECR::PublicRepository
PublicRepository プロパ
ティを使用して、パブリック
リポジトリを作成または更新
します。
新しいリソース (p. 4156)

次のリソースが追加されまし
December 18, 2020
た。AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
リソースを使用して、AWS
IoT Greengrass で新しいコ
ンポーネントのバージョンを
作成します。

API バージョン 2010-05-15
6823

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 4169)

次のリソースが追加されまし
December 18, 2020
た。AWS::IoTSitewise::AccessPolicy、AWS::IoTSiteWise::Dasboard、AWS::IoTSite
および
AWS::IoTSiteWise::Project
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいアクセ
スポリシーを作成します。
AWS::IoTSiteWise::Dasboard
AWS::IoTSiteWise::Dasboard
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいダッ
シュボードを作成します。
AWS::IoTSiteWise::Portal
AWS::IoTSiteWise::Portal
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいポータ
ルを作成します。
AWS::IoTSiteWise::Project
AWS::IoTSiteWise::Project
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいプロ
ジェクトを作成します。
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新しいリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
December 18, 2020
た。AWS::Lambda::CreateEventSourceMapping
および AWS::Lambda::Function
AWS::Lambda::EventSourceMapping
TumblingWindowInSeconds
プロパティを使用し
て、SQS イベントソースの
ウィンドウサイズを設定しま
す。
Lambda が、イベントソース
としてセルフマネージド型
Apache Kafka クラスターを
サポートするようになりまし
た。
AWS::Lambda::Function
Lambda が、コンテナイメー
ジとしてデプロイされた関数
をサポートするようになりま
した。ImageURI プロパティ
を使用して、コンテナイメー
ジの場所を指定します。
コード プロパティタイ
プで、新しいプロパティ
ImageUri が Lambda 関数
に関連付けるイメージを指定
します。

新しいリソース (p. 4578)

次のリソースが追加されまし
December 18, 2020
た。AWS::LicenseManager::Grant
および
AWS::LicenseManager::License
AWS::LicenseManager::Grant
AWS::LicenseManager::Grant
リソースを使用して、AWS
License Manager サービスの
許可を指定します。
AWS::LicenseManager::License
AWS::LicenseManager::License
リソースを使用して、AWS
License Manager サービスで
許可されるライセンスを指定
します。
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新しいリソース (p. 5845)

次のリソースが追加されまし
December 18, 2020
た。AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition、AWS::SageMaker::Device、AWS
および
AWS::SageMaker::Pipeline
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition
リソースを使用して、データ
品質のドリフトをモニタリン
グするモニタリングジョブを
作成します。
AWS::SageMaker::Device
AWS::SageMaker::Device
リソースを使用して、既存の
SageMaker Edge Manager
デバイスフリート に対して
デバイスを登録します。各デ
バイスは、CFN 仕様の中で
個別にリスト化する必要があ
ります。
AWS::SageMaker::DeviceFleet
AWS::SageMaker::DeviceFleet
リソースを使用し
て、SageMaker Edge
Manager デバイスを管理す
るデバイスフリートを作成し
ます。DeviceFleet に対し
てデバイスを個別に登録する
必要があります。
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition
リソースを使用して、モデル
の潜在的なバイアスをモニタ
リングするモニタリングジョ
ブを作成します。
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition
リソースを使用して、モデル
内の機能属性ドリフトをモニ
タリングするモニタリング
ジョブを作成します。
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition
リソースを使用して、モデル
の品質ドリフトをモニタリン
グするモニタリングジョブを
作成します。
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AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup
リソースを使用して、関連す
るモデルのグループを作成し
ます。
AWS::SageMaker::Pipeline
AWS::SageMaker::Pipeline
リソースを使用し
て、SageMaker パイプラ
インの作成および/または
開始時に実行されるシェ
ルスクリプトを指定しま
す。SageMaker パイプラ
インの詳細については、
Amazon SageMaker 開発
者ガイドの「SageMaker
Pipelines」を参照してくだ
さい。
新しいリソース (p. 6206)

リソース
December 18, 2020
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
が追加されました。
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration
リソースを使用して、IAM
Identity Center で属性ベー
スのアクセスコントロール
(ABAC) を設定します。

更新されたリソース (p. 2979)

リソース
December 17, 2020
AWS::EKS::Nodegroup は、
ノードグループの容量タイプの指
定をサポートするように更新され
ました。
AWS::EKS::Nodegroup
CapacityType プロパティ
を使用して、ノードグループ
にスポットインスタンスタイ
プまたはオンデマンドインス
タンスタイプのどちらを使用
するかを指定します。
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更新されたリソース (p. 3456)

次のリソースが更新されまし
November 24, 2020
た。AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
FlexMatchMode プロパ
ティを使用して、マッチ
メーカーがスタンドアロン
FlexMatch ソリューション用
なのか、GameLift マネージ
ド型ホスティングとのマッチ
メーキング用なのかを指定し
ます。

更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
November 24, 2020
た。AWS::Lambda::CreateEventSourceMapping
AWS::Lambda::EventSourceMapping.BatchSize
標準の SQS キュー
で BatchSize が増
え、MaximumBatchingWindowInSeconds
を使用できるようになりまし
た。

モジュール (p. 6735)

モジュールは、スタックテンプ
November 24, 2020
レート全体に含めるリソース設定
をパッケージ化する、透過的で管
理しやすく、繰り返し可能な方法
です。モジュールは、共通のサー
ビス設定とベストプラクティス
を、スタックテンプレートに含め
るためのモジュール式のカスタマ
イズ可能なビルディングブロック
としてカプセル化できます。
詳細については、「 モジュール
を使用してリソース設定をカプセ
ル化して再利用する 」を参照し
てください。

新しいリソース (p. 4525)

次のリソースが追加されまし
November 23, 2020
た。AWS::Lambda::CodeSigningConfig
AWS::Lambda::CodeSigningConfig
CodeSigningConfig リ
ソースを使用して、Lambda
関数のコード署名機能を指定
します。
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更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
November 19, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
CacheBehavior および
DefaultCacheBehavior
プロパティタイプで
TrustedKeyGroups プロパ
ティを使用して、CloudFront
による署名付き URL または
署名付き Cookie の検証に使
用できるキーグループのリス
トを指定します。
詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの
「プライベートコンテンツの
供給」を参照してください。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::LaunchTemplate
および
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint

November 19, 2020

AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
ClientConnectOptions
プロパティを使用して、クラ
イアントの VPN にクライア
ント接続のオプションを使用
するかどうかを示します。
AWS::EC2::LaunchTemplate
AssociateCarrierIpAddress
プロパティを使用して、新し
いネットワークインターフェ
イスのキャリア IP アドレス
を eth0 に関連付けるかどう
かを示します。
AWS::EC2::LaunchTemplate
EnclaveOptions プロパ
ティを使用して、インスタン
スが AWS Nitro Enclaves で
有効になっているかどうかを
示します。
AWS::EC2::LaunchTemplate
NetworkCardIndex プロパ
ティを使用して、ネットワー
クカードのインデックスを指
定します。
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更新されたリソース (p. 3307)

次のリソースが更新されました:
AWS::Events::EventBusPolicy。

November 19, 2020

AWS::Events::EventBusPolicy
Statement プロパティを追
加しました。Statement プ
ロパティを使用して、イベン
トバスにアタッチされたポリ
シーにステートメントを追加
します。
更新されたリソース (p. 4492)

リソース AWS::KMS::Key が更新
されました。
AWS::KMS::Key
KeySpec プロパティ、およ
び KeyUsage プロパティの
SIGN_VERIFY 値を含む、非
対称 CMK のサポートが追加
されました。
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新しいリソース (p. 1553)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::CloudFront::KeyGroup
および
AWS::CloudFront::PublicKey

November 19, 2020

AWS::CloudFront::KeyGroup
AWS::CloudFront::KeyGroup
リソースを使用し
て、CloudFront の署名付
き URL と署名付き Cookie
で使用するキーグループを
Amazon CloudFront で作成
します。
詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの
「プライベートコンテンツの
供給」を参照してください。
AWS::CloudFront::PublicKey
AWS::CloudFront::PublicKey
リソースを使用し
て、CloudFront の署名付き
URL と署名付き Cookie、ま
たはフィールドレベルの暗号
化で使用するパブリックキー
を Amazon CloudFront で作
成します。
詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガ
イド の プライベートコンテ
ンツの提供 または フィール
ドレベルの暗号化を使用した
機密データの保護 を参照し
てください。
新しいリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::Registry

November 19, 2020

AWS::Glue::Registry
AWS::Glue::Registry
リソースを使用して、AWS
Glue スキーマレジストリの
レジストリを管理します。
新しいリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::Schema
AWS::Glue::Schema
AWS::Glue::Schema リ
ソースを使用して、AWS
Glue スキーマレジストリの
スキーマを管理します。
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新しいリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::SchemaVersion

November 19, 2020

AWS::Glue::SchemaVersion
AWS::Glue::SchemaVersion
リソースを使用して、AWS
Glue スキーマレジストリの
スキーマバージョンを管理し
ます。
新しいリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
November 19, 2020
た。AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata
リソースを使用して、AWS
Glue スキーマレジストリの
スキーマバージョンのメタ
データを管理します。

新しいリソース (p. 3814)

次のリソースが新
November 19, 2020
たに追加されまし
た。AWS::IoT::TopicRuleDestination
AWS::IoT::TopicRuleDestination
AWS::IoT::TopicRuleDestination
を使用して、トピックルール
の送信先を指定します。
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新しいリソース (p. 5040)

次のリソースが追加されまし
November 19, 2020
た。AWS::NetworkFirewall::Firewall、AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy、AWS::
および
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
AWS::NetworkFirewall::Firewall
AWS::NetworkFirewall::Firewall
リソースを使用し
て、Amazon VPC で VPC の
ステートフルファイアウォー
ル、マネージドファイア
ウォール、ネットワークファ
イアウォール、および侵入の
検知と防止を指定します。
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
リソースを使用し
て、AWS::NetworkFirewall::Firewall
のステートレスフィルタリン
グおよびネットワークトラ
フィックのステートフルフィ
ルタリングの動作を指定しま
す。
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration
リソースを使用し
て、AWS::NetworkFirewall::Firewall
の送信先とログ記録オプショ
ンを指定します。
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
リソースを使用し
て、AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
で使用する、ステートレス
フィルタリングまたはネット
ワークトラフィックのステー
トフルフィルタリングのルー
ルの再利用可能なコレクショ
ンを指定します。

新しいリソース (p. 5679)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::S3::StorageLens
S3 Storage Lens
AWS::S3::StorageLens
リソースを使用し
て、Amazon Simple Storage
Service で S3 Storage Lens
設定を作成します。
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ネストされたスタックの変更
セット (p. 6735)

ネストされたスタックの変更セッ November 18, 2020
トを使用すると、ネストされたス
タック階層全体でアプリケーショ
ンとインフラストラクチャリソー
スに対する変更をプレビューし、
すべての変更が意図したとおりに
行われたことを確認してから、更
新を続行できます。
詳細については、「 ネストされ
たスタックの変更セット 」を参
照してください。
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更新されたリソース (p. 1129)

次のリソースが更新されました:
AWS::AppMesh::VirtualNode and
AWS::AppMesh::VirtualGateway

November 12, 2020

AWS::AppMesh::VirtualNode
ConnectionPool プロパ
ティを使用して、リスナーの
接続プールのタイプを指定し
ます。
VirtualNodeHttp2ConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの HTTP2 のタイプを
指定します。
VirtualNodeGrpcConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの gRPC のタイプを
指定します。
VirtualNodeConnectionPool
プロパティを使用して、仮想
ノードの接続プールのタイプ
を指定します。
VirtualNodeHttpConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの HTTP のタイプを
指定します。
OutlierDetection プロパ
ティを使用して、リスナーの
外れ値検出のタイプを指定し
ます。
VirtualNodeTcpConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの HTTP2 のタイプを
指定します。
AWS::AppMesh::VirtualGateway
ConnectionPool プロパ
ティを使用して、リスナーの
接続プールのタイプを指定し
ます。
VirtualGatewayHttpConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの HTTP のタイプを
指定します。
VirtualGatewayHttp2ConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの HTTP2 のタイプを
指定します。
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VirtualGatewayConnectionPool
プロパティを使用して、仮想
ゲートウェイの接続プールの
タイプを指定します。
VirtualGatewayGrpcConnectionPool
プロパティを使用して、接続
プールの gRPC のタイプを
指定します。
更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::Route および
AWS::EC2::VPCEndpointService

November 12, 2020

AWS::EC2::Route
VpcEndpointId プロパ
ティを使用して、Gateway
Load Balancer エンドポイン
トへのルートを作成します。
AWS::EC2::VPCEndpointService
GatewayLoadBalancerArns
プロパティを使用し
て、VPC エンドポイント
サービスの Gateway Load
Balancer を指定します。
更新されたリソース (p. 4253)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Kendra::DataSource

November 12, 2020

AWS::Kendra::DataSource
新しい CUSTOM 値を使用し
て、カスタムデータソースを
指定します。
新しいリソース: AWS Glue
DataBrew (p. 2121)

これは AWS Glue DataBrew の最 November 12, 2020
初のリリースです。

更新されたリソース (p. 5679)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::S3::Bucket

November 9, 2020

IntelligentTieringConfiguration
IntelligentTieringConfigurationプ
ロパティを使用して、S3
Intelligent-Tiering 設定を指定
します。
OwnershipControls
OwnershipControls プロ
パティを使用して、バケット
のオブジェクトの所有権を指
定します。
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更新されたリソース (p. 1418)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Batch::JobDefinition

November 5, 2020

AWS::Batch::JobDefinition
RetryStrategy プロパティタ
イプで、EvaluateOnExit プ
ロパティを使用して満たす
べき条件のセットを指定し、
すべての条件が満たされた
場合に実行するアクション
(RETRY または EXIT) を指定
します。
更新されたリソース (p. 1758)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CodeArtifact::Domain
および
AWS::CodeArtifact::Repository

November 5, 2020

AWS::CodeArtifact::Domain
AWS::CodeArtifact::Domain
リソースがタグをサポートす
るようになりました。
AWS::CodeArtifact::Repository
AWS::CodeArtifact::Repository
リソースがタグをサポートす
るようになりました。
更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::Route

November 5, 2020

AWS::EC2::Route
CarrierGatewayId プロパ
ティを使用して、キャリア
ゲートウェイへのルートを作
成します。
更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されまし
November 5, 2020
た。AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup。
CapacityReBalance
CapacityRebalance プロ
パティを使用して、容量の再
調整が有効かどうかを示しま
す。
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更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
November 5, 2020
た。AWS::Lambda::EventSourceMapping。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
Queues プロパティを使
用して、Lambda 関数
にストリーミングする
Amazon MQ キューを指定
します。Source access
configuration プロパ
ティを使用して、MQ ブロー
カーの認証情報を格納する
Secrets Manager のシーク
レットを指定します。

新しいリソース (p. 3307)

次の新しいリソースが追加されま November 5, 2020
した。AWS::Events::Archive
AWS::Events::Archive
Archive リソースを使用
して、イベントを保存する
EventBridge アーカイブを作
成します。

新しいリソース (p. 3814)

次のリソースが追加されまし
November 5, 2020
た。AWS::IoT::DomainConfiguration
AWS::IoT::DomainConfiguration
AWS::IoT::DomainConfiguration
リソースを使用して、AWS
IoT Core でドメイン設定を
指定します。

新しいリソース (p. 5414)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::RDS::GlobalCluster

November 5, 2020

AWS::RDS::GlobalCluster
AWS::RDS::GlobalCluster
リソースを使用して、Aurora
Global Database クラスター
を作成または更新します。
更新されたリソース (p. 4940)

次のリソースが更新されまし
November 4, 2020
た。AWS::AmazonMQ::Broker、AWS::AmazonMQ::Configuration、AWS::AmazonM
AWS::AmazonMQ::Broker
Amazon MQ が RabbitMQ ブ
ローカーエンジンをサポート
するようになりました。
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更新されたリソース (p. 3516)

次のリソースが更新されました:
October 29, 2020
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup。
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
PortOverride プロパティ
を使用して、エンドポイント
へのトラフィックのルーティ
ングに使用されるリスナー
ポートをオーバーライドしま
す。

新しいリソース (p. 4238)

次のリソースが追加されまし
October 29, 2020
た。AWS::IVS::Channel、AWS::IVS::StreamKey
および
AWS::IVS::PlaybackKeyPair
AWS::IVS::Channel
AWS::IVS::Channel リ
ソースを使用して、ライブ
ストリームに関連する設定
情報を格納する Amazon IVS
チャネルを指定します。
AWS::IVS::StreamKey
AWS::IVS::StreamKey リ
ソースを使用して、Amazon
IVS ストリームキーを指定し
ます。これにより、指定され
た IVS チャネルのストリー
ムキーが作成されます。スト
リームキーを使用してライブ
ストリームを開始します。
AWS::IVS::PlaybackKeyPair
AWS::IVS::PlaybackKeyPair
リソースを使用し
て、Amazon IVS
PlaybackKeyPair を指定しま
す。これは、プライベート
チャネルの再生認証トークン
に署名して検証するために使
用されます。
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新しいリソース (p. 4169)

次のリソースが追加されまし
October 28, 2020
た。AWS::IoTSitewise::Asset、AWS::IoTSiteWise::AssetModel
および
AWS::IoTSiteWise::Gateway
AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS::IoTSiteWise::Asset
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいアセッ
トを作成します。
AWS::IoTSiteWise::AssetModel
AWS::IoTSiteWise::AssetModel
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいアセッ
トモデルを作成します。
AWS::IoTSiteWise::Gateway
AWS::IoTSiteWise::Gateway
リソースを使用して、AWS
IoT SiteWise で新しいゲート
ウェイを作成します。

更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されまし
October 26, 2020
た。AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
NewInstancesProtectedFromScaleIn
プロパティを使用して、新し
く起動されたインスタンス
がスケールイン時に Amazon
EC2 Auto Scaling によって
終了から保護されるかどうか
を示します。
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更新されたリソース (p. 1275)

次のリソースが更新されまし
October 22, 2020
た。AWS::AppStream::Fleet
および
AWS::AppStream::ImageBuilder
AWS::AppStream::Fleet
IAMRoleArn プロパティを
使用して、フリートに適用す
る IAM ロールの ARN を指定
します。
StreamView プロパティ
を使用して、フリートか
らストリーミングするとき
にユーザーに表示される
AppStream 2.0 ビューを指定
します。
AWS::AppStream::ImageBuilder
IAMRoleArn プロパティを
使用して、イメージビルダー
に適用する IAM ロールの
ARN を指定します。

更新されたリソース (p. 1303)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AppSync::ApiKey。

October 22, 2020

AWS::AppSync::ApiKey
ApiKeyId プロパティを使
用して、API キー ID を指定
します。
更新されたリソース (p. 1418)

次のリソースが更新されまし
October 22, 2020
た。AWS::Batch::ComputeEnvironment、AWS::Batch::JobDefinition、AWS::Batch::
AWS::Batch::ComputeEnvironment
Tags プロパティを使用し
て、コンピューティング環境
のタグを指定します。
AWS::Batch::JobDefinition
Tags プロパティを使用し
て、ジョブ定義のタグを指定
します。
AWS::Batch::JobQueue
Tags プロパティを使用し
て、ジョブキューのタグを指
定します。
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更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
October 22, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
Origin プロパティタイプの
OriginShield プロパティ
を使用して CloudFront の
Origin Shield を有効にしま
す。
詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガ
イドの「Origin Shield の使
用」を参照してください。

更新されたリソース (p. 3181)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EMR::Cluster。
AWS::EMR::Cluster
LogEncryptionKmsKeyId
プロパティを使用して、ロ
グファイルの暗号化に使用す
る AWS KMS key を指定し
ます。
ManagedScalingPolicy
プロパティを使用し
て、Amazon EMR クラス
ターのマネージドスケーリン
グポリシーを作成します。
StepConcurrencyLevel
プロパティを使用して、同時
に実行できるステップ数を指
定します。
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更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
October 22, 2020
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
ElasticSearchClusterConfig
プロパティタイプの次のプロ
パティを使用します。
• WarmCount プロパティを
使用して、クラスター内の
ウォームノードの数を指定
します。
• WarmEnabled プロパティ
を使用して、クラスターの
ウォームストレージを有効
にするかどうかを指定しま
す。
• WarmType プロパティを
使用して、クラスターの
ウォームノードのインスタ
ンスタイプを指定します。

更新されたリソース (p. 3307)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Events::Rule。

October 22, 2020

AWS::Events::Rule
AWS::Events::Rule
DeadLetterConfig を追加し
ました。
AWS::Events::Rule
RetryPolicy を追加しまし
た。
AWS::Events::Rule Target
Target プロパティタイプの
DeadletterConfig プロパティ
を追加しました。
Target プロパティタイプの
RetryPolicy プロパティが追
加されました。
更新されたリソース (p. 4253)

新しいプロパティとして
October 22, 2020
FileFormat を FAQ リソースに
追加しました。詳細については、
「https://docs.aws.amazon.com/
kendra/latest/dg/in-creatingfaq.html」を参照してください
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更新されたリソース (p. 4431)

次のリソースが更新されまし
October 22, 2020
た。AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
DeliveryStreamEncryptionConfigurationInput
プロパティタイプ
が、CloudFormation の配信
ストリームでサポートされる
ようになりました。

更新されたリソース (p. 6184)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::SNS::Topic。

October 22, 2020

AWS::SNS::Topic
ContentBasedDeduplication
プロパティを使用し
て、FIFO トピックのコンテ
ンツベースの重複排除を有効
にします。
FifoTopic プロパティを使
用して、FIFO トピックを作
成します。
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新しいリソース (p. 4888)

次のリソースが追加されまし
October 22, 2020
た。AWS::MediaPackage::Asset、AWS::MediaPackage::Channel、AWS::MediaPac
AWS::MediaPackage::Asset.
AWS::MediaPackage::Asset
を使用して、VOD コンテン
ツを取り込むアセットを指定
します。
AWS::MediaPackage::Channel.
AWS::MediaPackage::Channel
を使用して、コンテンツを受
信するチャネルを指定しま
す。
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint.
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint
を使用して、AWS Elemental
MediaPackage チャネルでエ
ンドポイントを指定します。
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration.
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration
を使用して、パッケージング
グループのパッケージング設
定を指定します。
AWS::MediaPackage::PackagingGroup.
AWS::MediaPackage::PackagingGroup
使用して、パッケージンググ
ループを指定します。

新しいリソース (p. 6059)

次の更新されたリソー
スが追加されました:
BlockPublicPolicy。
AWS::SecretsManager::Resource
Policies.BlockPublicPolicy
BlockPublicPolicy
は、Secrets Manager にリ
ソースポリシーを追加すると
きに使用します。
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引き上げられたクォー
タ (p. 6735)

次の AWS CloudFormation
クォータが更新されました。

October 22, 2020

• AWS CloudFormation テンプ
レートで最大 200 個のマッピ
ングを宣言できるようになりま
した。
• AWS CloudFormation テンプ
レート内のマッピングごとに最
大 200 個のマッピング属性を
宣言できるようになりました。
• AWS CloudFormation テンプ
レートで最大 200 個の出力を
宣言できるようになりました。
• AWS CloudFormation テンプ
レートで最大 200 個のパラ
メータを宣言できるようになり
ました。
• AWS CloudFormation テンプ
レートで最大 500 個のリソー
スを宣言できるようになりまし
た。
• Amazon S3 オブジェクトで最
大サイズが 1 MB のテンプレー
ト本文を渡すことができるよう
になりました。
更新されたリソース (p. 4940)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AmazonMQ::Broker

October 9, 2020

AWS::AmazonMQ::Broker
LdapServerMetadata プ
ロパティを使用して、ブロー
カーへの接続を認証および認
可します。
新しいリソース (p. 1758)

次のリソースが追加されまし
た: AWS::CodeArtifact::Domain
および
AWS::CodeArtifact::Repository。

October 8, 2020

AWS::CodeArtifact::Domain
AWS::CodeArtifact::Domain
リソースを使用して、AWS
CodeArtifact ドメインを作成
します。
AWS::CodeArtifact::Repository
AWS::CodeArtifact::Repository
リソースを使用して、AWS
CodeArtifact リポジトリを作
成します。
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更新されたリソース (p. 1418)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Batch::JobDefinition
これらのプロパティタイプが追加
されました。
LogConfiguration
LogConfiguration プロパティ
タイプでは、コンテナのカス
タムログドライバーに送信す
るログ設定オプションを指定
します。
Secrets
Secrets プロパティタイプで
は、コンテナに公開するシー
クレットを指定します。
Tmpfs
Tmpfs プロパティタイプで
は、tmpfs マウントの詳細
を指定します。
これらのプロパティタイプが追加
されました。
ContainerProperties
これらのプロパティが追加さ
れました。
ExecutionRoleArn
ジョブに対して引き受け
る実行ロールを指定しま
す。
LogConfiguration
ジョブのカスタムログド
ライバーのログ設定を指
定します。
Secrets
ジョブに提供されるシー
クレットを指定します。
LinuxParameters
これらのプロパティが追加さ
れました。
InitProcessEnabled
シグナルを転送し、プ
ロセスを処理するコンテ
ナ内で init プロセスを有
効にする必要性を示しま
す。
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MaxSwap
ジョブで使用可能なス
ワップメモリの合計容量
(単位: MiB) を指定しま
す。
SharedMemorySize
/dev/shm ボリュームの
サイズ (単位: MiB) を指
定します。
Swappiness
ジョブのコンテナでメモ
リのスワップ処理を行う
頻度を指定します。
Tmpfs
ジョブの tmpfs マウン
トの詳細を指定します。
更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
October 1, 2020
た。AWS::CloudFront::CachePolicy
AWS::CloudFront::CachePolicy
AWS::CloudFront::CachePolicy
リソースでは、以前は必須で
はなかったプロパティの一部
が必須になりました。
AWS::CloudFront::CachePolicy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin
プロパティタイプ
で、EnableAcceptEncodingBrotli
プロパティを使用し
て、CloudFront が Brotli 圧
縮形式をサポートするビュー
ワーに圧縮オブジェクトを
提供できるようにします。
詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの
「圧縮サポート」を参照して
ください。

更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::Service

October 1, 2020

AWS::ECS::Service
CapacityProviderStrategy
プロパティを使用して、サー
ビスの作成時にカスタムキャ
パシティープロバイダー戦略
を指定します。
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更新されたリソース (p. 2979)

リソース AWS::EKS::Cluster October 1, 2020
は、Kubernetes サービスによる
IP アドレス割り当て用のカスタ
ム CIDR の指定をサポートするよ
うに更新されました。
AWS::EKS::Cluster
KubernetesNetworkConfig
プロパティを使用し
て、Kubernetes ネットワー
ク設定を指定します。
AWS::EKS::Cluster
KubernetesNetworkConfig
ServiceIpv4Cidr
プロパティを使用し
て、Kubernetes によるサー
ビス IP アドレスの割り当て
元となる CIDR ブロックを指
定します。

新しいリソース (p. 6591)

次のリソースが追加されまし
October 1, 2020
た。AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias
リソースを使用して、接続エ
イリアスを指定します。接続
エイリアスは、クロスリー
ジョンリダイレクトに使用さ
れます。

プライベートリソースのドリフ
ト検出 (p. 6735)

CloudFormation では、AWS リ
October 1, 2020
ソースの拡張リストに対するドリ
フト検出操作と、プロバイズ可能
として定義されるプライベートリ
ソースがサポートされます。
CloudFormation は、以前に
ドリフト検出をサポートして
いたリソースだけでなく、
CloudFormation レジストリでプ
ロビジョニング可能と定義され
ているすべてのリソースでドリ
フト検出をサポートするようにな
りました。詳細については、「イ
ンポートおよびドリフト検出オペ
レーションをサポートするリソー
ス」を参照してください。
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更新されたリソース (p. 4965)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::MSK::Cluster

September 24, 2020

AWS::MSK::Cluster
SASL/scram（ユーザー名お
よびパスワードベースのクラ
イアント認証）のサポートの
追加。
更新されたリソース (p. 825)

次のリソースが更新されまし
September 17, 2020
た。AWS::ApiGateway::DomainName。
AWS::ApiGateway::DomainName
AWS::ApiGateway::DomainName
リソースでは、API の相互
TLS 認証を設定します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
September 17, 2020
た。AWS::ApiGatewayV2::DomainName。
AWS::ApiGatewayV2::DomainName
AWS::ApiGatewayV2::DomainName
リソースでは、API の相互
TLS 認証を設定します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
September 17, 2020
た。AWS::ApiGatewayV2::Api。
AWS::ApiGatewayV2::Api
AWS::ApiGatewayV2::Api
リソースでは、HTTP API の
デフォルトのエンドポイント
を無効にします。

新しいリソース (p. 1013)

次のリソースが追加されまし
September 17, 2020
た: AWS::AppFlow::Flow および
AWS::AppFlow::ConnectorProfile。
AWS::AppFlow::Flow
AWS::AppFlow::Flow リ
ソースを使用して、Amazon
AppFlow で新しいフローを
指定します。
AWS::AppFlow::ConnectorProfile
AWS::AppFlow::ConnectorProfile
を使用して、Amazon
AppFlow のコネクタのイン
スタンスを記述します。

API バージョン 2010-05-15
6850

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 1504)

新しいリソースとし
September 17, 2020
て、AWS::CloudFormation::StackSet
が追加されました。
AWS::CloudFormation::StackSet
AWS::CloudFormation::StackSet
リソースでは、単一の
CloudFormation テンプ
レートを使用して、AWS
accounts 内およびリージョ
ン間でスタックをプロビジョ
ンします。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
September 10, 2020
た。AWS::ApiGatewayV2::Authorizer。
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
リソースを使用して HTTP
API 用の Lambda オーソラ
イザーを作成します。

更新されたリソース (p. 1768)

次のリソースが更新されまし
September 10, 2020
た。AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
DeleteReports プロパ
ティを使用して、レポート
グループを削除するときに、
レポートグループに属するレ
ポートをすべて削除するかど
うかを指定します。

更新されたリソース (p. 6216)

次のリソースが更新されまし
September 10, 2020
た。AWS::StepFunctions::StateMachine。
AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS::StepFunctions::StateMachine
は X-Ray トレースをサ
ポートするようになりまし
た。TracingConfiguration
プロパティを使用して、ス
テートマシンの X-Ray ト
レースを有効にすることがで
きます。

新しいリソース

これは、AWS CloudFormation に September 10, 2020
おける Amazon Kendra の最初の
リリースです。
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新しいリソース (p. 6206)

リソース
September 10, 2020
AWS::SSO::Assignment、AWS::SSO::PermissionSet
が追加されました。
AWS::SSO::Assignment
AWS::SSO::Assignment
リソースでは、指定した許可
セットを使用して、指定した
AWS account のプリンシパ
ルにアクセス権を割り当てま
す。
AWS::SSO::PermissionSet
AWS::SSO::PermissionSet
リソースでは、指定した
SSO インスタンス内にアク
セス許可セットを作成しま
す。

新しいリソース (p. 1553)

次のリソースが追加されまし
September 3, 2020
た。AWS::CloudFront::CachePolicy、AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy、
および
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig。
AWS::CloudFront::CachePolicy
AWS::CloudFront::CachePolicy
リソースを使用し
て、Amazon CloudFront で
新しいキャッシュポリシーを
作成します。
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy
リソースを使用し
て、Amazon CloudFront で
新しいオリジンリクエストポ
リシーを作成します。
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig
リソースを使用し
て、Amazon CloudFront で
新しいリアルタイムログ設定
を作成します。
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新しいリソース (p. 1878)

次のリソースが追加されまし
September 3, 2020
た。AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation
リソースは、AWS
CodeGuru Reviewer によっ
て分析されるソースコード
を含む関連付けられたリポ
ジトリを定義します。詳細に
ついては、AWS CodeGuru
Reviewer API リファレン
スの RespositoryAssociation
を参照してください。

新しいリソース (p. 2979)

リソース
AWS::EKS::FargateProfile
が追加されました。

September 3, 2020

AWS::EKS::FargateProfile
AWS::EKS::FargateProfile
リソースを使用して、AWS
Fargate プロファイルを作成
します。
リソースの更新 (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
September 3, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
CacheBehavior および
DefaultCacheBehavior
プロパティタイプで
は、RealtimeLogConfigArn
プロパティを使用して、
キャッシュ動作のリアルタ
イムログ設定の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定
します。
詳細については、Amazon
CloudFront デベロッパーガ
イドの「リアルタイムログ」
を参照してください。
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更新されたリソース (p. 1821)

リソース
August 31, 2020
AWS::CodeCommit::Repository
Code が更新されました。
AWS::CodeCommit::Repository
Code
BranchName プロパティ
で、コードをリポジトリにイ
ンポートするときにデフォル
トのブランチとして使用され
るブランチの名前を指定しま
す。

更新されたリソース (p. 6096)

次のリソースが更新されました:
August 27, 2020
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
PathName プロパティ
は、PathId の代替として使
用できるようになりました。

新しいリソース (p. 3456)

次のリソースが追加されました:
August 27, 2020
AWS::GameLift::GameServerGroup
AWS::GameLift::GameServerGroup
AWS::GameLift::GameServerGroup
リソースを使用して
GameLift FleetIQ ゲーム
サーバーグループを作成
し、Amazon EC2 インスタ
ンスで低コストのゲームホス
ティングを実行します。

新しいリソース (p. 5652)

リソース
August 27, 2020
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
および
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
が追加されました。
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
リソースを使用して、クエリ
ログ設定の項目を指定しま
す。
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation

AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
リソースを使用して、DNS
クエリログを設定します。
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更新されたリソース (p. 4492)

リソース AWS::KMS::Key が更新
されました。

August 26, 2020

AWS::KMS::Key
戻り値に KeyId 属性を追加
しました。
更新されたリソース (p. 2979)

リソース
August 20, 2020
AWS::EKS::Nodegroup は、起
動テンプレートの使用をサポート
するために更新されました。
AWS::EKS::Nodegroup
マネージドノードグルー
プのデプロイまたは更新
に使用できる起動テンプ
レート仕様を指定するに
は、LaunchTemplate プロ
パティを使用します。起動テ
ンプレートを使用してノード
グループをデプロイする場合
は、ノードグループに通常設
定する設定の一部を起動テン
プレートに移動する必要があ
ります。その点に言及するた
めに該当する設定のテキスト
を更新しました。

更新されたリソース (p. 2836)

AWS::ECS::TaskDefinition リ
ソースが更新されました。

August 13, 2020

AWS::ECS::TaskDefinition
コンテナに渡す環境
変数を含むファイル
のリストを指定するに
は、EnvironmentFiles プ
ロパティを使用します。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
LustRConfiguration
プロパティタイプで
DriveCacheType を使用
し、HDD ストレージデバイ
スでプロビジョニングした
PERSISTENT_1 ファイルシ
ステムで使用するドライブ
キャッシュのタイプを指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
August 13, 2020
た。AWS::Lambda::EventSourceMapping。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
Lambda 関数にストリーミン
グする Amazon MSK トピッ
クを指定するには、Topics
プロパティを使用します。

新しいリソース (p. 1705)

追加されたリソース:
August 13, 2020
AWS::ApplicationInsights::Application
AWS::ApplicationInsights::Application
リソースグループか
ら作成したアプリケー
ションを追加するに
は、AWS::ApplicationInsights::Application
を使用します。

新しいリソース (p. 2407)

新しいリソースとして
AWS::EC2::CarrierGateway が追
加されました。

August 13, 2020

AWS::EC2::CarrierGateway
キャリアゲート
ウェイを作成するに
は、CarrierGateway を使
用します。
リソースプロバイダーの登録に
必要なアクセス許可を更新しま
した (p. 6735)

リソースプロバイダーをアカウ
August 7, 2020
ントに登録するには、そのリソー
スプロバイダーの S3 バケットに
アップロードされたスキーマハン
ドラーパッケージにアクセスする
ためのアクセス許可が必要になり
ました。
詳細については、「
CloudFormation でのリソースプ
ロバイダーの登録」を参照してく
ださい。

更新されたリソース (p. 1768)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CodeBuild::Project
AWS::CodeBuild::Project
BuildBatchConfig プロパ
ティを使用して、バッチビル
ドの設定情報を指定します。
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更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

August 6, 2020

AWS::FSx::FileSystem
LustreConfiguration
プロパティタイプ
で、AutoImportPolicyType
が AutoImportPolicy
に変更されまし
た。AutoImportPolicy を
使用して、ファイルシステム
の作成後に、リンクされた
S3 バケットで追加または変
更されたオブジェクトのメタ
データを自動的にインポート
するように Amazon FSx for
Lustre ファイルシステムを
設定します。
更新されたリソース (p. 2407)

AWS::EC2::FlowLog リソースが
更新されました。

July 30, 2020

AWS::EC2::FlowLog
LogFormat プロパティを使
用して、フローログレコード
のフィールドを指定します。
MaxAggregationInterval
プロパティを使用して、フ
ローのキャプチャと集約の最
大間隔を指定します。
Tags プロパティを使用し
て、フローログのタグを指定
します。
更新されたリソース (p. 2836)

AWS::ECS::TaskDefinition リ
ソースが更新されました。

July 30, 2020

AWS::ECS::TaskDefinition
EFSVolumeConfiguration
プロパティを使用し、タス
クストレージとして Amazon
Elastic File System ファイル
システムを指定します。
更新されたリソース (p. 3631)

AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
July 30, 2020
が更新されました。
MTU プロパティ
MTU プロパティは、データ
フローエンドポイントに使用
される最大伝送単位を設定し
ます。

API バージョン 2010-05-15
6857

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 1129)

新しいリソースとし
July 30, 2020
て、AWS::AppMesh::VirtualGateway
と
AWS::AppMesh::GatewayRoute
が追加されました。
AWS::AppMesh::VirtualGateway
AWS::AppMesh::VirtualGateway
リソースでは、メッシュ外の
リソースがメッシュ内のリ
ソースと通信できるようにす
る仮想ゲートウェイを作成し
ます。
AWS::AppMesh::GatewayRoute
AWS::AppMesh::GatewayRoute
リソースでは、トラフィック
を仮想サービスにルーティン
グするゲートウェイルートを
作成します。

新しいリソース (p. 5845)

追加されたリソース:
July 30, 2020
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule
リソースを使用してモニタリ
ングスケジュールを作成し
ます。これにより、Amazon
SageMaker 処理ジョブを定
期的に開始し、SageMaker
エンドポイントでキャプチャ
されたデータをモニタリング
します。

新しいプロパティ (p. 1873)

新しいプロパティとし
July 30, 2020
て、AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AnomalyDetectionNotif
と
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.Tags
が追加されました。
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AnomalyDetectionNotificationConfiguration

AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AnomalyDetectionNotif
プロパティでは、プロファイ
リンググループの通知を設定
します。
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.Tags
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.Tags
プロパティでは、プロファイ
リンググループにタグを追加
します。
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更新されたリソース (p. 2953)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EFS::FileSystem

July 23, 2020

AWS::EFS::FileSystem
Amazon EFS ファイルシ
ステムの自動バックアップ
をオンまたはオフにするに
は、BackupPolicy プロパ
ティを使用します。
更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
July 23, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
CacheBehavior と
DefaultCacheBehavior プロ
パティタイプで、次の操作を
行います。
• CachePolicyId プロパ
ティを使用して、キャッ
シュ動作のキャッシュポリ
シーの ID を指定します。
• OriginRequestPolicyId
プロパティを使用して、
キャッシュ動作のオリジン
リクエストポリシーの ID
を指定します。
詳細については、Amazon
CloudFront 開発者ガイドの
「ポリシーの使用」を参照し
てください。

更新されたリソース (p. 1921)

次のリソースが追加されまし
July 23, 2020
た。AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection
HostArn プロパティを使用
して、インストールされてい
るプロバイダに対して行う接
続に関連付けられたホストを
指定します。
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更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

July 23, 2020

AWS::FSx::FileSystem
LustreConfiguration
プロパティタイプ
で、AutoImportPolicyType
を使用して、FSx がリンク
データリポジトリ内の新しい
ファイルとファイルの変更を
ファイルシステムにインポー
トする方法を設定します。
更新されたリソース (p. 5845)

次のリソースが更新されまし
た。EndpointConfig

July 23, 2020

AWS::SageMaker::EndpointConfig
CaptureContentTypeHeader
プロパティを使用して、キャ
プチャするコンテンツタイプ
(JSON または CSV) を指定
します。
CaptureOption プロパ
ティを使用して、入力デー
タ、出力データ、またはその
両方をキャプチャするかどう
かを指定します。
DataCaptureConfig リ
ソース/プロパティを使用し
て、エンドポイントがデータ
をキャプチャする方法を設定
します。
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更新されたリソース (p. 6477)

以下のリソースが更新されまし
た: AWS::WAFv2::WebACL およ
び AWS::WAFv2::RuleGroup。

July 23, 2020

AWS::WAFv2::WebACL
IP アドレスを使用するルー
ルステートメントでは、ウェ
ブリクエストのオリジンに
よって報告される IP アドレ
スを使用するのではなく、
ウェブリクエストの HTTP
ヘッダーで転送される IP ア
ドレスの使用がサポートさ
れるようになりました。この
オプションは、IP アドレス
GeoMatchStatement、RateBasedStatement、
および
IPSetReferenceStatement
を使用するすべてのルー
ルステートメントで使用で
きます。この機能をサポー
トする新しいプロパティ
は、IPSetForwardedIPConfiguration
および
ForwardedIPConfigurationで
す。
AWS::WAFv2::RuleGroup
IP アドレスを使用するルー
ルステートメントでは、ウェ
ブリクエストのオリジンに
よって報告される IP アドレ
スを使用するのではなく、
ウェブリクエストの HTTP
ヘッダーで転送される IP ア
ドレスの使用がサポートさ
れるようになりました。この
オプションは、IP アドレス
GeoMatchStatement、RateBasedStatement、
および
IPSetReferenceStatement
を使用するすべてのルー
ルステートメントで使用で
きます。この機能をサポー
トする新しいプロパティ
は、IPSetForwardedIPConfiguration
および
ForwardedIPConfigurationで
す。
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新しいリソース (p. 6059)

次のリソースが追加されました:
July 23, 2020
AWS::SecretsManager::RotationSchedule.HostedRotationLambda。
AWS::SecretsManager::RotationSchedule
HostedRotationLambda
プロパティタイプを使用し
て、ローテーション Lambda
を作成します。

更新されたリソース (p. 807)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Amplify::App

July 9, 2020

AWS::Amplify::App
EnableBranchAutoDeletion
プロパティを使用して、Git
リポジトリからブランチを削
除したときに、Amplify コン
ソールでブランチを自動的に
切断します。
更新されたリソース (p. 807)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Amplify::Domain

July 9, 2020

AWS::Amplify::Domain
AutoSubDomainCreationPatterns
プロパティを使用して、自動
サブドメイン作成の分岐パ
ターンを設定します。
AutoSubDomainIAMRole
プロパティを使用して、サ
ブドメインを自動的に作成
するための Amazon リソー
スネーム (ARN) に必要な
AWS Identity and Access
Management (IAM) サービス
ロールを指定します。
ブランチのサブドメインの
自動作成を有効にするに
は、EnableAutoSubDomain
プロパティを使用します。
更新されたリソース (p. 1744)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Synthetics::Canary。
AWS::Synthetics::Canary
MemoryInMB パラメー
タが追加されました。
また、RunConfig パラ
メーターは不要にな
り、DurationInSeconds も不
要になりました。
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更新されたリソース (p. 3098)

次のリソースが更新されまし
July 9, 2020
た。AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
AlpnPolicy プロパティを
使用して、TLS リスナーの
Application-Layer Protocol
Negotiation (ALPN) ポリシー
の名前を指定します。

更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

July 9, 2020

AWS::FSx::FileSystem
更新に中断がなくてもよいよ
うに、StorageCapacity
プロパティが変更されまし
た。
WindowsConfiguration プ
ロパティの種類では、更新
に中断がなくてもよいよう
に、ThroughputCapacity
プロパティが変更されまし
た。
LustreConfiguration プロパ
ティタイプで、次のように入
力します。
• DailyAutomaticBackupStartTime
プロパティを使用して、日
次自動バックアップウィン
ドウの開始時刻を指定しま
す。
• CopyTagsToBackups
ブーリアン型プロパティを
使用して、ファイルシステ
ムタグをそのバックアップ
にコピーします。
• AutomaticBackupRetentionDays
プロパティを使用して、
ファイルシステムのバック
アップを保持する日数を設
定します。
更新されたリソース (p. 6096)

次のリソースが更新されました:
July 9, 2020
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
Outputs プロパティを使用
して、プロビジョニングする
製品の出力を表示します。
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新しいリソース (p. 1354)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Athena::DataCatalog

July 9, 2020

AWS::Athena::DataCatalog
AWS::Athena::DataCatalog
リソースを使用して、外部
データソースを Athena に登
録します。
新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::EC2::PrefixList。

July 9, 2020

AWS::EC2::PrefixList
PrefixList リソースを使
用して、プレフィックスリス
トを作成します。
新しいリソース (p. 5289)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::QLDB::Stream

July 9, 2020

AWS::QLDB::Stream
AWS::QLDB::Stream リ
ソースを使用して、特定の
Amazon Quantum Ledger
Database (Amazon QLDB)
台帳の新しいジャーナルスト
リームを指定します。
新しいプロパティ (p. 1768)

次のプロパティが
AWS::CodeBuild::Project
ソースに追加されまし
た。BuildStatusConfig

July 9, 2020

AWS::CodeBuild::Project Source
buildStatusConfig プロ
パティを使用して、ソースプ
ロバイダにビルドステータス
情報を指定します。
新しいプロパティ (p. 1873)

次のリソースが追加されまし
July 9, 2020
た。AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.ComputePlatform。
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.ComputePlatform
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.ComputePlatform
を使用して、プロファイリン
ググループのコンピューティ
ングプラットフォームを指定
します。
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更新されたリソース (p. 3307)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Events::Rule。

July 6, 2020

AWS::Events::Rule
Target プロパティタイプ
で、HttpParameters プロ
パティを使用して、ターゲッ
トが API Gateway REST エ
ンドポイントである場合に使
用する HTTP パラメータを
指定します。
更新されたリソース (p. 1101)

リソース
July 1, 2020
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
が更新されました。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
ScheduledAction プロパティ
タイプで、Timezone プロ
パティを使用して、ローカル
タイムゾーンでスケジュール
されたアクションを作成しま
す。タイムゾーンが夏時間
(DST) に従っている場合、夏
時間に合わせて自動的に調整
します。

新しいリソース (p. 987)

次のリソースが追加されまし
June 25, 2020
た。AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion
このリソースを使用し
て、AWS AppConfig でホス
トされる設定ストアに新しい
設定を作成できます。
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更新されたリソース (p. 1635)

次のリソースが更新されました:
June 22, 2020
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace、AWS::ServiceDiscovery::Pr
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace
Tags プロパティを使用し
て、タグのキーと値を AWS
Cloud Map HTTP 名前空間に
追加します。
AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
Tags プロパティを使用し
て、タグのキーと値を AWS
Cloud Map プライベート
DNS 名前空間に追加しま
す。
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
Tags プロパティを使用し
て、タグのキーと値を AWS
Cloud Map パブリック DNS
名前空間に追加します。
AWS::ServiceDiscovery::Service
Tags プロパティを使用し
て、タグのキーと値を AWS
Cloud Map サービスに追加
します。

更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::Cluster

June 18, 2020

AWS::ECS::Cluster
CapacityProviderStrategyItem
プロパティを使用して、クラ
スターの作成時にキャパシ
ティープロバイダー戦略を指
定します。
更新されたリソース (p. 3380)

リソース AWS::FMS::Policy
IEMap が更新されました。
AWS::FMS::Policy IEMap
AWS::FMS::Policy
IEMap リソースでは、アカ
ウント ID に加えて、AWS
Organizations の組織単位
(OU) を使用してアカウント
を指定できるようになりまし
た。
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新しいリソース (p. 2836)

次のリソースが追加されまし
June 18, 2020
た。AWS::ECS::CapacityProvider
AWS::ECS::CapacityProvider
AWS::ECS::CapacityProvider
リソースを使用して、新しい
キャパシティープロバイダー
を作成します。

更新されたリソース (p. 2953)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EFS::FileSystem

June 16, 2020

AWS::EFS::FileSystem
FileSystemPolicy プロ
パティを使用して、Amazon
EFS ファイルシステムへの
NFS アクセスを制御する新
しいリソースポリシーを作成
します。
更新されたリソース (p. 2953)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EFS::AccessPoint

June 16, 2020

AWS::EFS::AccessPoint
Fn::GetAtt は、Arn およ
びAccessPointId 属性を
返すようになりました。
更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Lambda::Function。

June 16, 2020

AWS::Lambda::Function
FileSystemConfigs プロ
パティを使用して、Amazon
EFS ファイルシステムの接
続設定を指定します。
更新されたリソース (p. 1491)

次のリソースが更新されまし
June 11, 2020
た。AWS::CertificateManager::Certificate
AWS::CertificateManager::Certificate
CertificateAuthorityArn
プロパティを使用して、証
明書の発行に使用するプラ
イベート認証機関 (CA) の
Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
CertificateTransparencyLoggingPreference
プロパティを使用して、証明
書の透明性ログ記録を有効ま
たは無効にします。
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更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
June 11, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
オリジンプロパティタイプ
で、ConnectionAttempts
プロパティを使用して
CloudFront がオリジンへの
接続を試行する回数を指定し
ます。
オリジンプロパティタイプ
で、ConnectionTimeout
プロパティを使用して、オリ
ジンへの接続を確立しようと
したときに CloudFront が待
機する秒数を指定します。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::Volume

June 11, 2020

AWS::EC2::Volume
OutpostArn プロパティ
を使用して、Outpost の
Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
更新されたリソース (p. 3005)

次のリソースが更新されまし
June 11, 2020
た。AWS::ElastiCache::ReplicationGroup。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
MultiAZEnabled 属性を使
用して、マルチ AZ が有効に
なっているかどうかを示しま
す。

更新されたリソース (p. 3098)

次のリソースが更新されまし
June 11, 2020
た。AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
SubnetMapping プロパ
ティを使用して、ロードバ
ランサーにアタッチするサブ
ネットを指定します。
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新しいリソース (p. 5414)

次のリソースが追加されまし
June 4, 2020
た。AWS::RDS::DBProxy および
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
AWS::RDS::DBProxy
AWS::RDS::DBProxy リ
ソースを使用して DB プロ
キシを作成または更新しま
す。AWS::RDS::DBProxyTargetGroup
リソースを使用して、プロキ
シが接続できる RDS DB イ
ンスタンス、Aurora DB クラ
スター、またはその両方の
セットを指定します。

新しいプロパティ (p. 1873)

次のプロパティが追加されまし
June 3, 2020
た。AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AgentPermissions。
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AgentPermissions
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup.AgentPermissions
プロパティは、このプロファ
イリンググループにアタッチ
されているエージェントのア
クセス許可を示します。

リソースのインポートは、プロ
ビジョニング可能なプライベー
トリソースタイプをサポートし
ます (p. 6735)

インポートオペレーションは、プ June 3, 2020
ロビジョニング可能なプライベー
トリソースタイプ (プロビジョニ
ングタイプが FULLY_MUTABLE
または IMMUTABLE) がサポート
されるようになりました。詳細に
ついては、「インポートオペレー
ションをサポートするリソース」
を参照してください。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
May 28, 2020
た。AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
ClientAuthenticationRequest
FederatedAuthentication
プロパティを使用して、クラ
イアント VPN エンドポイン
トの IAM SAML ID プロバイ
ダーを指定します。

更新されたリソース (p. 4965)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::MSK::Cluster
AWS::MSK::Cluster
既存の MSK クラスターを
Apache Kafka の新しいバー
ジョンに更新できるようにな
りました。古いバージョンに
更新することはできません。
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更新されたリソース (p. 1768)

次のリソースが更新されまし
May 21, 2020
た。AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
tags プロパティを使用し
て、サポート対象の AWS の
サービスがレポートグループ
に使用するすべてのタグの名
前と値を指定します。

更新されたリソース (p. 6216)

次のリソースが更新されまし
May 21, 2020
た。AWS::StepFunctions::StateMachine。
AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS::StepFunctions::StateMachine
には、2 つの新しい
プロパティがありま
す。DefinitionS3Location
プロパティを使用して、S3
バケットに格納されている
ステートマシン JSON 定
義ファイルを参照できま
す。DefinitionSubstitutions
プロパティを使用し
て、DefinitionS3Location
によって参照されるステート
マシン定義ファイルに変数を
渡すことができます。
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更新されたリソース (p. 6230)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::SSM::Parameter

May 21, 2020

AWS::SSM::Parameter
String パラメータを作成
するときに、DataType 値
を aws:ec2:image とし
て指定して、入力するパラ
メータ値が有効な Amazon
マシンイメージ (AMI) ID 形
式に確実になるようにでき
ます。AMI ID 形式のサポー
トにより、プロセスで使用
する AMI が変更されるたび
に、すべてのスクリプトと
テンプレートを新しい ID で
更新する必要がなくなりまし
た。aws:ec2:image デー
タ型のパラメータを作成し、
その値として、AMI の ID を
入力できます。この AMI が
新しいインスタンスの作成元
になります。このパラメータ
をテンプレートおよびコマン
ドで参照します。別の AMI
を使用する準備ができたら、
パラメータ値を更新します。
パラメータストアは新しい
AMI ID を検証するため、ス
クリプトやテンプレートを更
新する必要はありません。
CodeDeploy による ECS ブルー/
グリーンデプロイ (p. 6735)

CloudFormation を使用し
May 19, 2020
て、CodeDeploy による ECS ブ
ルー/グリーンデプロイを実行
できるようになりました。Blue/
Green デプロイは、AWS
CodeDeploy が提供する安全なデ
プロイ戦略で、アプリケーション
のバージョンの変更による中断を
最小限に抑えます。
詳細については、「AWS
CloudFormation を使用した
CodeDeploy による ECS ブルー/
グリーンデプロイの実行」を参照
してください。

AWS AWS CloudFormation
StackSets リージョンの可用
性 (p. 6735)

AWS CloudFormation スタック
May 18, 2020
セットは、AWS GovCloud（米国
西部）リージョンで利用できるよ
うになりました。
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更新されたリソース (p. 1744)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Synthetics::Canary。

May 14, 2020

AWS::Synthetics::Canary
RunConfig パラメータは必須
です。
更新されたリソース (p. 1921)

次のリソースが追加されまし
May 14, 2020
た。AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection
Tags プロパティを使用し
て、接続リソースに適用され
るタグを指定します。

更新されたリソース (p. 6096)

次のリソースが更新されました:
May 14, 2020
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
ReplaceProvisioningArtifacts
プロパティを使用して、製品
の更新時にプロビジョニン
グアーティファクト ID を置
き換えるかどうかを選択しま
す。

新しいリソース (p. 3516)

次のリソースが追加されました:
May 14, 2020
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator、AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup、
および
AWS::GlobalAccelerator::Listener
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
リソースを使用して、AWS
Global Accelerator のアクセ
ラレーターを作成または更新
します。
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
リソースを使用して、AWS
Global Accelerator のエンド
ポイントグループを作成また
は更新します。
AWS::GlobalAccelerator::Listener
AWS::GlobalAccelerator::Listener
リソースを使用して、AWS
Global Accelerator のリス
ナーを作成または更新しま
す。
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新しいリソース (p. 4628)

リソース
May 14, 2020
AWS::Macie::CustomDataIdentifier、AWS::Macie::FindingsFilter、
および AWS::Macie::Session
が追加されました。
AWS::Macie::CustomDataIdentifier
AWS::Macie::CustomDataIdentifier
リソースを使用し
て、Amazon Macie でカスタ
ムデータ識別子を作成しま
す。
AWS::Macie::FindingsFilter
AWS::Macie::FindingsFilter
リソースを使用し
て、Amazon Macie での検出
結果のカスタムフィルターを
作成します。
AWS::Macie::Session
AWS::Macie::Session リ
ソースを使用して Amazon
Macie を有効にします。

更新されたリソース (p. 3994)

次のリソースが更新されまし
May 7, 2020
た。AWS::IoTEvents::DetectorModel。
AWS::IoTEvents::DetectorModel

AssetPropertyTimestamp、AssetPropertyValue、AssetPropertyVar
および Payload のプロパ
ティが追加されました。
次のプロパティを更新しまし
た。SetTimer
更新されたリソース (p. 6230)

次のリソースが更新されました:
AWS::SSM::Association

May 7, 2020

AWS::SSM::Association
WaitForSuccessTimeoutSeconds
プロパティを使用して、ス
タックの実行を続行する前
に、関連付けのステータスが
「Success」と表示されるま
でサービスが待機する秒数を
指定します。指定した秒数が
経過しても関連付けステータ
スが「Success」と表示され
ない場合、スタックの作成は
失敗します。
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新しいリソース (p. 3737)

次のリソースが追加されまし
May 7, 2020
た。AWS::ImageBuilder::Image。
AWS::ImageBuilder::Image
AWS::ImageBuilder::Image
リソースを使用して、Image
Builder サービス内にイメー
ジを作成します。

更新されたリソース (p. 1744)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Synthetics::Canary。

April 30, 2020

AWS::Synthetics::Canary
Name プロパティを使用し
て、この Canary の名前を指
定します。
新しいリソース (p. 3356)

次のリソースが追加されまし
April 30, 2020
た。AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy
リソースを使用して、スキー
マレジストリに関連付けられ
たリソースベースのポリシー
を指定します。

更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

April 23, 2020

AWS::FSx::FileSystem
Amazon FSx for Lustre ファ
イルシステムにマウントする
場合は、LustreMountName
属性を使用します。
新しいリソース (p. 1744)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Synthetics::Canary。
AWS::Synthetics::Canary
AWS::Synthetics::Canary
リソースでは、Canary を作
成します。Canary は、スケ
ジュールに従って実行され、
エンドポイントと API を監
視する設定可能なスクリプ
トです。Canary を使用する
と、顧客が問題を検出する前
に問題を検出できます。
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新しいリソース (p. 2104)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::CE::CostCategory

April 23, 2020

AWS::CE::CostCategory
AWS::CE::CostCategory
リソースを使用し
て、AWS Billing and Cost
Management コンソール内
の複数の製品で使用できる
コストのグループを作成しま
す。
新しいリソース (p. 3737)

以下のリソースが追加されまし
April 23, 2020
た。AWS::ImageBuilder::Component、AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
AWS::ImageBuilder::Component
AWS::ImageBuilder::Component
リソースを使用して、Image
Builder サービス内にコン
ポーネントを作成します。
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration
リソースを使用して、Image
Builder サービスでディスト
リビューション設定を作成し
ます。
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline
リソースを使用して、Image
Builder サービス内にイメー
ジパイプラインを作成しま
す。
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe
リソースを使用して、Image
Builder サービス内にイメー
ジレシピを作成します。
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration
リソースを使用して、Image
Builder サービスでインフラ
ストラクチャ設定を作成しま
す。
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更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Glue::DevEndpoint

April 16, 2020

AWS::Glue::DevEndpoint
PublicKeys プロパティを
使用して、開発エンドポイン
トが認証に使用する公開鍵の
リストを指定します。
更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::MLTransform

April 16, 2020

AWS::Glue::MLTransform
Tags プロパティを使用し
て、機械学習変換へのアクセ
スを管理するために使用する
AWS リソースタグを指定し
ます。
新しいリソース (p. 5542)

次のリソースが追加されまし
April 16, 2020
た。AWS::ResourceGroups::Group
AWS::ResourceGroups::Group
AWS::ResourceGroups::Group
リソースを使用して、指定し
た名前、説明、リソースクエ
リでリソースグループを作成
します。

更新されたリソース (p. 1672)

次のリソースが更新されまし
April 2, 2020
た。AWS::CloudWatch::InsightRule。
AWS::CloudWatch::InsightRule
AWS::CloudWatch::InsightRule
リソースでタグがサポー
トされるようになりまし
た。Contributor Insights
ルールを作成するに
は、AWS::CloudWatch::InsightRule
リソースを使用します。詳
細については、「Contributor
Insights を使用した高カー
ディナリティデータの分析」
を参照してください。
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更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

April 2, 2020

AWS::FSx::FileSystem
StorageType プロパティを
使用して、ソリッドステート
ドライブ (SSD) またはハード
ディスクドライブ (HDD) のい
ずれかのファイルシステムの
ストレージタイプを指定しま
す。
WindowsConfiguration
プロパティタイプ
で、DeploymentType プロ
パティを使用して、Amazon
FSx for Windows ファイル
サーバーの新しいファイル
システムのデプロイタイプ
SINGLE_AZ_2 (最新世代の
シングル AZ ファイルシステ
ム) を指定します。
更新されたリソース (p. 6096)

次のリソースが更新されまし
April 2, 2020
た。AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint。
AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint
LocalRoleName プロパ
ティを使用して、アカウント
が起動制約を使用する場合に
使用する IAM ロールを指定
します。

更新されたリソース (p. 926)

次のリソースが更新されまし
March 26, 2020
た。AWS::ApiGatewayV2::Integration。
AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration
リソースを使用して HTTP
API のプライベート統合を作
成します。

更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Cognito::UserPool
AWS::Cognito::UserPool
UsernameConfiguration
プロパティを使用して、選択
したサインインオプションの
ユーザー名の入力に大文字と
小文字の区別を設定します。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::Volume

March 26, 2020

AWS::EC2::Volume
MultiAttachEnabled
プロパティを使用し
て、Amazon EBS MultiAttach が有効になっている
かどうかを示します。
更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されまし
March 26, 2020
た。AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
MaxInstanceLifetime プ
ロパティを使用して、インス
タンスが稼働できる最大時間
を秒単位で指定します。

更新されたリソース (p. 5414)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::RDS::DBInstance

March 26, 2020

AWS::RDS::DBInstance
AWS::RDS::DBInstance
リソースは、複数のアベイラ
ビリティーゾーンデプロイ間
でリードレプリカをサポート
するようになりました。
新しいリソース (p. 2283)

以下のリソースが追加されま
March 26, 2020
した。AWS::Detective::Graph
および
AWS::Detective::MemberInvitation
AWS::Detective::Graph
AWS::Detective::Graphリ
ソースを使用し
て、Detective 動作グラフを
指定します。
AWS::Detective::MemberInvitation
AWS::Detective::MemberInvitation
リソースを使用し
て、Detective 動作グラフに
参加するための招待状を送信
します。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
March 19, 2020
た。AWS::EC2::ClientVpnEndpoint。
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
VpcId および
SecurityGroupIds プロパ
ティを使用して、クライアン
ト VPN エンドポイントにセ
キュリティグループを割り当
てます。

新しいリソース (p. 1873)

次のリソースが追加されまし
March 19, 2020
た。AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
リソースを使用して、プロ
ファイリンググループを作成
します。
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新しいリソース (p. 5084)

次のリソースが追加されました:
March 19, 2020
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation、AWS::NetworkManager::De
および
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation
リソースを使用して、カスタ
マーゲートウェイ、デバイ
ス、リンク間の関連付けを指
定します。
AWS::NetworkManager::Device
AWS::NetworkManager::Device
リソースを使用して、グロー
バルネットワーク内のデバイ
スを指定します。
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork
リソースを使用して、グロー
バルネットワークを指定しま
す。
AWS::NetworkManager::Link
AWS::NetworkManager::Link
リソースを使用して、サイト
のリンクを指定します。
AWS::NetworkManager::LinkAssociation
AWS::NetworkManager::LinkAssociation
リソースを使用して、デバイ
スとリンク間の関連付けを指
定します。
AWS::NetworkManager::Site
AWS::NetworkManager::Site
リソースを使用して、グロー
バルネットワーク内のサイト
を指定します。
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration
リソースを使用して、グロー
バルネットワークにおけるト
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ランジットゲートウェイの登
録を指定します。
新しいリソース (p. 4323)

以下のリソースが更新されまし
March 16, 2020
た。AWS::Cassandra::Keyspace
および
AWS::Cassandra::Table。
AWS::Cassandra::Keyspace
AWS::Cassandra::Keyspace
リソースを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) で新
しいキースペースを作成しま
す。
AWS::Cassandra::Table
AWS::Cassandra::Table
リソースを使用し
て、Amazon Keyspaces
(Apache Cassandra 用) で新
しいキースペースを作成しま
す。

更新されたリソース (p. 1129)

次のリソースが追加されました:
March 12, 2020
AWS::AppMesh::VirtualNode、AWS::AppMesh::VirtualRouter、AWS::AppMesh::Virt
および AWS::AppMesh::Route
AWS::AppMesh::VirtualNode
MeshOwner プロパティを使
用して、共有メッシュを所有
するアカウント ID を指定し
ます。
AWS::AppMesh::Route
MeshOwner プロパティを使
用して、共有メッシュを所有
するアカウント ID を指定し
ます。
AWS::AppMesh::VirtualRouter
MeshOwner プロパティを使
用して、共有メッシュを所有
するアカウント ID を指定し
ます。
AWS::AppMesh::VirtualService
MeshOwner プロパティを使
用して、共有メッシュを所有
するアカウント ID を指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 4965)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::MSK::Cluster

March 12, 2020

AWS::MSK::Cluster
LoggingInfo を使用して、
ブローカーログを 1 つ以上
の送信先タイプ (Amazon
CloudWatch Logs、Amazon
S3、Amazon Kinesis Data
Firehose) にストリーミング
します。
新規および更新されたリソー
ス (p. 926)

March 12, 2020
AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides,
AWS::ApiGatewayV2::Integration、
および
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink
リソースが追加または更新されま
した。
AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides
AWS::ApiGatewayV2::ApiGatewayManagedOverrides
リソースを使用して、API
Gateway マネージドリソー
スのデフォルトプロパティを
上書きします。
AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration
リソースを使用して HTTP
API のプライベート統合を作
成します。
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink
リソースを使用して、HTTP
API の VPC リンクを作成し
ます。
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更新されたリソース (p. 4038)

次のリソースが更新されまし
March 9, 2020
た。AWS::Greengrass::ResourceDefinition
および
AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
AWS::Greengrass::ResourceDefinition
リソースインスタ
ンスを定義する
S3MachineLearningModelResourceData
プロパティタイプ
で、OwnerSetting プロパ
ティを使用して、Linux OS
グループの所有者とダウン
ロードした機械学習リソース
に対するアクセス許可を指定
します。
リソースインスタ
ンスを定義する
SageMakerMachineLearningModelResourceData
プロパティタイプ
で、OwnerSetting プロパ
ティを使用して、Linux OS
グループの所有者とダウン
ロードした機械学習リソース
に対するアクセス許可を指定
します。
AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
リソースインスタ
ンスを定義する
S3MachineLearningModelResourceData
プロパティタイプ
で、OwnerSetting プロパ
ティを使用して、Linux OS
グループの所有者とダウン
ロードした機械学習リソース
に対するアクセス許可を指定
します。
リソースインスタ
ンスを定義する
SageMakerMachineLearningModelResourceData
プロパティタイプ
で、OwnerSetting プロパ
ティを使用して、Linux OS
グループの所有者とダウン
ロードした機械学習リソース
に対するアクセス許可を指定
します。
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更新されたリソース (p. 1553)

次のリソースが更新されまし
March 5, 2020
た。AWS::CloudFront::Distribution。
AWS::CloudFront::Distribution
DistributionConfig
プロパティタイプ
で、OriginGroups プロパ
ティを使用して、このディス
トリビューションのオリジン
グループに関する情報を指定
します。

更新されたリソース (p. 2979)

リソース AWS::EKS::Cluster March 5, 2020
は、AWS Key Management
Service でのシークレットのエン
ベロープ暗号化をサポートするよ
うに更新されました
AWS::EKS::Cluster
EncryptionConfig
AWS::EKS::Cluster
EncryptionConfig プロ
パティを使用して、Amazon
EKS クラスターの暗号化設
定を指定します。
AWS::EKS::Cluster
Provider
AWS::EKS::Cluster
Provider プロパティを使
用して、Amazon EKS クラ
スターのシークレットの暗
号化に使用する AWS Key
Management Service カスタ
マーマスターキー (CMK) を
指定します。

新しいリソース (p. 1354)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Athena::WorkGroup
AWS::Athena::WorkGroup
AWS::Athena::WorkGroup
リソースを使用して、ユー
ザー、チーム、アプリケー
ション、またはワークロード
を分離し、ワークグループま
たはそのクエリが処理できる
データ量の制限を設定し、コ
ストを追跡します。

API バージョン 2010-05-15
6884

March 5, 2020

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 1497)

次のリソースが追加されまし
March 5, 2020
た。AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration
リソースを使用して、AWS
Chatbot で Slack チャネルを
設定します。

新しいリソース (p. 1921)

次のリソースが追加されまし
March 5, 2020
た。AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection
AWS::CodeStarConnections::Connection
リソースを使用し
て、Connection を指定しま
す。

新しいリソース (p. 1672)

次のリソースが追加されまし
March 2, 2020
た。AWS::CloudWatch::CompositeAlarm。
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
複合アラームを作成するに
は、AWS::CloudWatch::CompositeAlarm
プロパティを使用します。
複合アラームは、他の
CloudWatch ルールのアラー
ム状態に基づいてアラームの
状態を評価します。
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更新されたリソース (p. 1129)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AppMesh::VirtualNode

February 27, 2020

AWS::AppMesh::VirtualNode
BackendDefaults プロパ
ティを使用して、バックエン
ドのクライアントポリシーを
指定します。
ClientPolicy プロパティ
を使用して、クライアントポ
リシーを指定します。
ClientPolicyTls プロパ
ティを使用して、Transport
Layer Security (TLS) クライ
アントポリシーを指定しま
す。
ListenerTls プロパティを
使用して、TLS リスナーを
指定します。
ListenerTlsCertificate
プロパティを使用して、クラ
イアントポリシーに使用する
証明書のタイプを指定しま
す。
ListenerTlsAcmCertificate
プロパティを使用し
て、AWS Certificate
Manager の証明書を指定し
ます。
ListenerTlsFileCertificate
プロパティを使用して、ロー
カルファイルの証明書のプロ
パティを指定します。
TlsValidationContext
プロパティを使用して、TLS
検証コンテキストの信頼を指
定します。
TlsValidationContextAcmTrust
プロパティを使用し
て、AWS Certificate
Manager の証明書のコンテ
キストの信頼を指定します。
TlsValidationContextFileTrust
プロパティを使用して、ロー
カルファイルの証明書の証明
書トラストチェーンを含む
ファイルを指定します。
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TlsValidationContextTrust
プロパティを使用して、TLS
検証コンテキストの信頼を指
定します。
VirtualNodeSpec プ
ロパティを使用して
BackendDefaults を指定
します。
Listener プロパティを使
用して ListenerTls を指
定します。
更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

February 27, 2020

AWS::FSx::FileSystem
LustreConfiguration プロパ
ティタイプで、次のように入
力します。
• DeploymentType プロパ
ティを使用して、Amazon
FSx for Lustre ファイルシ
ステムのデプロイタイプ
を、PERSISTENT_1、SCRATCH_2、SCRATCH_1
のいずれかで指定します。
• PerUnitStorageThroughput
プロパティを使用し
て、PERSISTENT_1
Amazon FSx for Lustre
ファイルシステムのデプロ
イタイプのスループットを
MB/s/TiB で指定します。
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新しいリソース (p. 3631)

次のリソースを追加しまし
February 27, 2020
た。AWS::GroundStation::Config、AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
および
AWS::GroundStation::MissionProfile
AWS::GroundStation::Config
AWS::GroundStation::Config
リソースを使用して、指定し
たパラメータで Config を指
定します。
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup
リソースを使用し
て、Dataflow Endpoint
Group リクエストを指定し
ます。
AWS::GroundStation::MissionProfile
AWS::GroundStation::MissionProfile
リソースを使用してパラメー
タを指定し、設定オブジェク
トへのリファレンスを指定し
て、Ground Station が連絡先
を一覧表示して実行する方法
を定義します。

更新されたリソース (p. 1768)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CodeBuild::Project

February 20, 2020

AWS::CodeBuild::Project
ProjectFileSystemLocation
プロパティを使用し
て、AWS CodeBuild ビル
ドプロジェクトがマウント
するファイルシステムを指
定します。Amazon Elastic
File System (EFS) を使用
してファイルシステムを
作成します。詳細について
は、「CodeBuild の Amazon
Elastic File System のサンプ
ル」を参照してください。
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更新されたリソース (p. 5024)

AWS::Neptune::DBCluster リソー February 18, 2020
スが更新されました。
AWS::Neptune::DBCluster
DeletionProtection プ
ロパティを使用すること
で、DB クラスターの不注意
による削除を防ぐことができ
ます。
EngineVersion プロパ
ティを使用して、新しい DB
クラスターが使用するエン
ジンのバージョンを指定しま
す。

新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されまし
February 14, 2020
た。AWS::EC2::LocalGatewayRoute
および
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation。
AWS::EC2::LocalGatewayRoute
LocalGatewayRoute リ
ソースを使用して、指定した
VPC を指定されたローカル
ゲートウェイのルートテーブ
ルに関連付けます。
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation
LocalGatewayRouteTableVPCAssociation
リソースを使用して、指定し
た VPC を指定されたローカ
ルゲートウェイのルートテー
ブルに関連付けます。

更新されたリソース (p. 3098)

次のリソースが更新されまし
February 13, 2020
た。AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
および
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Action プロパティタイプで
は、ForwardConfig プロ
パティを使用して、1 つ以上
のターゲットグループにリク
エストを分散させるアクショ
ンを指定します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
Action プロパティタイプで
は、ForwardConfig プロ
パティを使用して、1 つ以上
のターゲットグループにリク
エストを分散させるアクショ
ンを指定します。
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新しいリソース (p. 2013)

リソース
AWS::Config::ConformancePack
が追加されました。

February 13, 2020

AWS::Config::ConformancePack
AWS::Config::ConformancePack
リソースを使用して、アカウ
ント、リージョン、および
AWS Organizations 全体に
簡単にデプロイできる AWS
ルールのコレクションである
コンフォーマンスパックを作
成します。
新しいリソース (p. 2013)

リソース
February 13, 2020
AWS::Config::OrganizationConformancePack
が追加されました。
AWS::Config::OrganizationConformancePack
AWS::Config::OrganizationConformancePack
リソースを使用して、AWS
Config がメンバーアカウ
ントで作成するコンフォー
マンスパックの情報を含む
OrganizationConformancePack
を作成します。

新しいリソース (p. 3380)

リソース
AWS::FMS::NotificationChannel
and AWS::FMS::Policy が追加さ
れました。

February 13, 2020

AWS::FMS::NotificationChannel
AWS::FMS::NotificationChannel
リソースを使用して、AWS
Firewall Manager が SNS
ログの記録に使用する
IAM ロールおよび Amazon
Simple Notification Service
(SNS) トピックを指定しま
す。
AWS::FMS::Policy
AWS::FMS::Policy リソー
スを使用して、AWS Firewall
Manager ポリシーを指定し
ます。
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AWS CloudFormation スタック
セットが AWS Organizations と
統合 (p. 6735)

StackSets を使用して、AWS
February 11, 2020
Organizations 組織内のすべての
アカウントまたはの特定の組織
単位 (OU) へのデプロイを一元的
に管理します。また、組織また
は OU に追加された新しいアカ
ウントへの自動デプロイを有効に
することもできます。アカウント
間でデプロイするために必要なア
クセス許可は、StackSets によっ
て自動的に処理されます。詳細に
ついては、「Working with AWS
CloudFormation StackSets」を参
照してください。

更新されたリソース (p. 1303)

次のリソースが更新されまし
February 6, 2020
た。AWS::AppSync::GraphQLApi。
AWS::AppSync::GraphQLApi
プロパティ XrayEnabled
を TRUE に設定する
と、X-Ray トレースが
GraphqlApi のために有効
になります。

更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Cognito::UserPool
AWS::Cognito::UserPool
ユーザーがパスワードを回
復するために使用できる
検証済みの利用可能なメ
ソッドを定義するための
AccountRecoverySetting
パラメータを追加しました。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::LaunchTemplate
および
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint

February 6, 2020

AWS::EC2::LaunchTemplate
MetadataOptions プロパ
ティを使用して、インスタン
スのインスタンスメタデータ
サービス (IMDS) を設定しま
す。
HostResourceGroupArn
プロパティを使用して、イン
スタンスを起動するホストリ
ソースグループの ARN を指
定します。
PartitionNumber プロパ
ティを使用して、パーティ
ションプレイスメントグルー
プ内のターゲットパーティ
ションを指定します。
LaunchTemplateElasticInferenceAccelerator
プロパティを使用して、イ
ンスタンスにアタッチする
Elastic Inference アクセラ
レーターの数を指定します。
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
VpnPort プロパティを使用
して、TCP および UDP トラ
フィックにポート番号を割り
当てます。
更新されたリソース (p. 5186)

リソース
AWS::OpsWorksCM::Server
が更新されました。
AWS::OpsWorksCM::Server
Tags プロパティを使用
して、タグのキーと値を
AWS OpsWorks for Chef
Automate または OpsWorks
for Puppet Enterprise サー
バーに追加します。
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新しいリソース (p. 6477)

次のリソースが追加されまし
February 6, 2020
た。AWS::WAFv2::WebACLAssociation。
AWS WAFv2
リソースを保護するため
に、ウェブ ACL 関連付け
を使用して、ウェブ ACL
とリージョンのアプリケー
ションリソース間の関連
付けを定義します。リー
ジョナルアプリケーショ
ンは、Application Load
Balancer (ALB)、Amazon
API Gateway REST API、
またはAWS AppSync
GraphQL API のいずれ
かとすることができま
す。Amazon CloudFront
ディストリビューションの場
合、AWS::CloudFront::Distribution
を使用して関連付けを管理し
ます。

新しいリソース (p. 760)

次のリソースが追加されまし
January 23, 2020
た。AWS::ACMPCA::Certificate、AWS::ACMPCA::CertificateAuthority、
および
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
AWS::ACMPCA::Certificate
AWS::ACMPCA::Certificate
リソースは、プライベート認
証機関を使用して証明書を発
行するために使用されます。
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
リソースを使用して、プライ
ベート CA を作成します。
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation
リソースは、CA 証明書を作
成し、CA にインストールし
ます。
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新しいリソース (p. 987)

次のリソースが追加されまし
January 23, 2020
た。AWS::AppConfig::Application、AWS::AppConfig::ConfigurationProfile、AWS::A
AWS::AppConfig::Application
AWS::AppConfig::Application
リソースは、顧客に機能を提
供するコードの論理単位であ
るアプリケーションを作成し
ます。
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile
リソースは、AWS
AppConfig が設定ソースにア
クセスできるようにする設定
プロファイルを作成します。
AWS::AppConfig::Deployment
AWS::AppConfig::Deployment
リソースはデプロイを開始し
ます。
AWS::AppConfig::Environment
AWS::AppConfig::Environment
リソースは、環境を作成し
ます。この環境は、Beta 環
境や Production 環境のア
プリケーションなどの AWS
AppConfig ターゲットの論理
的なデプロイグループです。
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy
リソースは、AWS
AppConfig デプロイ戦略を作
成します。

更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されました。 January 16, 2020
AWS::EC2::Instance。
AWS::EC2::Instance
HibernationOptions プ
ロパティを使用して、インス
タンスが休止に有効になって
いるかどうかを示します。
HostResourceGroupArn
プロパティを使用して、イン
スタンスを起動するホストリ
ソースグループの ARN を指
定します。
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更新されたリソース (p. 2742)

次のリソースが更新されまし
January 16, 2020
た。AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
WeightedCapacity プロパ
ティを使用して、キャパシ
ティーユニット数を指定しま
す。これにより、インスタン
スタイプに他のインスタンス
タイプに比例した重みが与え
られます。

更新されたリソース (p. 4514)

次のリソースが追加されまし
January 16, 2020
た。AWS::LakeFormation::Permissions
AWS::LakeFormation::Permissions
DataLocationResource
プロパティを使用して、アク
セス許可を付与または取り消
すデータ位置オブジェクトの
構造を指定します。
TableWithColumnsResource
プロパティを使用して、列オ
ブジェクトを持つ表の構造を
指定します。このオブジェク
トは、SELECT アクセス許
可を付与する場合にのみ使用
されます。

更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Lambda::Function。

January 16, 2020

AWS::Lambda::Function
Code プロパティタイプで
は、ZipFile は RunTime
に対する nodejs12.x をサ
ポートします。
更新されたリソース (p. 5414)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::RDS::DBInstance。
AWS::RDS::DBInstance
CACertificateIdentifier
プロパティを使用して、この
DB インスタンスの CA 証明
書の識別子を指定します。
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更新されたリソース (p. 6230)

次のリソースが更新されまし
January 16, 2020
た。AWS::SSM::ResourceDataSync
AWS::SSM::ResourceDataSync
SyncType プロパティを
SyncFromSource とと
もに使用して、Systems
Manager Explorer OpsItems
と AWS Organizations また
は複数の AWS Regions から
の OpsData を同期します。

更新されたリソース (p. 6735)

以下のリソースが更新されまし
December 20, 2019
た。AWS::MSK::Cluster、AWS::RDS::DBInstance、
および AWS::SSM::Document
AWS::MSK::Cluster
OpenMonitoring プロパ
ティを使用して、時系列メ
トリクスデータのオープン
ソースのモニタリングシス
テムである Prometheus で
監視を有効にします。ま
た、Prometheusでフォー
マットされたメトリクス
と互換性のあるツール
や、Amazon MSK オープン
モニタリングに統合された
ツールを使用することもでき
ます。
AWS::SSM::Document
Name プロパティを使用し
て、Systems Manager ド
キュメントの名前を指定しま
す。
AWS::RDS::DBInstance
MaxAllocatedStorage
プロパティを使用し
て、Amazon RDS が DB イ
ンスタンスのストレージを自
動的にスケーリングできる上
限を指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されまし
December 20, 2019
た。AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
リソースを使用して、レポー
トグループに関する情報を
指定します。CodeBuild プロ
ジェクトでレポートグルー
プを指定する場合、プロジェ
クトのビルドによって、テス
トケースの実行結果を含むレ
ポートがレポートグループに
作成されます。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されまし
December 20, 2019
た。AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation。
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
プロパティを使用して、仮想
プライベートゲートウェイま
たはインターネットゲート
ウェイをルートテーブルに関
連付けます。

更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
「WindowsConfiguration」プ
ロパティタイプで、次のよう
に入力します。
• DeploymentType プロパ
ティを使用して、Amazon
FSx Windows ファイルシ
ステムのデプロイタイプを
指定します。
• PreferredSubnetId
プロパティを使用し
て、MULTI_AZ_1 Amazon
FSx for Windows ファイル
システムデプロイタイプに
優先ファイルサーバーを配
置するサブネットを指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 5414)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::RDS::DBInstance。

December 19, 2019

AWS::RDS::DBInstance
MaxAllocatedStorage
プロパティを使用し
て、Amazon RDS が DB イ
ンスタンスのストレージを自
動的にスケーリングできる上
限を指定します。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

December 19, 2019

AWS::FSx::FileSystem
「WindowsConfiguration」プ
ロパティタイプで、次のよう
に入力します。
• DeploymentType プロパ
ティを使用して、ファイル
システムのデプロイタイプ
を指定します。
• PreferredSubnetId プ
ロパティを使用して、優
先ファイルサーバーを配置
するサブネットを指定しま
す。
新しいリソース (p. 2407)

次のリソースが追加されまし
December 19, 2019
た。AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation。
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation
プロパティを使用して、仮想
プライベートゲートウェイま
たはインターネットゲート
ウェイをルートテーブルに関
連付けます。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました。 December 12, 2019
AWS::EC2::Instance。
AWS::EC2::Instance
ElasticInferenceAccelerator
プロパティタイプで、Count
プロパティを使用して、イ
ンスタンスにアタッチする
Elastic Inference アクセラ
レーターの数を指定します。
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新しいリソース (p. 1768)

次のリソースが追加されまし
December 12, 2019
た。AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
AWS::CodeBuild::ReportGroup
リソースを使用して、レポー
トグループに関する情報を
指定します。CodeBuild プロ
ジェクトでレポートグルー
プを指定する場合、プロジェ
クトのビルドによって、テス
トケースの実行結果を含むレ
ポートがレポートグループに
作成されます。

更新されたリソース (p. 926)

以下のリソースが更新されまし
December 4, 2019
た。AWS::ApiGatewayV2::Api、AWS::ApiGatewayV2::Authorizer、AWS::
AWS::ApiGatewayV2::Api
AWS::ApiGatewayV2::Api
リソースを使用して HTTP
API（ベータ）を作成しま
す。
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
リソースを使用して HTTP
API（ベータ）用の JWT
オーソライザーを作成しま
す。
AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration
リソースを使用して HTTP
API（ベータ）の統合を作成
します。
AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS::ApiGatewayV2::Stage
リソースを使用して HTTP
API（ベータ）のステージを
作成します。
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更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Lambda::Alias and
AWS::Lambda::Version。

December 3, 2019

AWS::Lambda::Alias
ProvisionedConcurrencyConfiguration
プロパティを使用して、関数
のエイリアスにプロビジョニ
ングされた同時実行数の設定
を指定します。
AWS::Lambda::Version
ProvisionedConcurrencyConfiguration
プロパティを使用して、関数
のバージョンにプロビジョニ
ングされた同時実行数の設定
を指定します。
更新されたリソース (p. 6216)

次のリソースが更新されまし
December 3, 2019
た。AWS::StepFunctions::StateMachine。
AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS::StepFunctions::StateMachine
では、新しい
StateMachineType パラ
メータを使用した Express
ワークフローがサポー
トされるようになりまし
た。Express ワークフロー
の CloudWatch ロギング情報
は、LoggingConfiguration、LogDestination、
および
CloudWatchLogsLogGroup
を使用して設定することもで
きます

新しいリソース (p. 5679)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::S3::AccessPoint

December 3, 2019

アクセスポイント
AWS::S3::AccessPoint
リソースを使用して S3 アク
セスポイントを指定します。
新しいリソース (p. 3733)

次のリソースが追加されまし
December 2, 2019
た。AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
リソースを使用して、IAM
Access Analyzer のアナライ
ザーを作成します。
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新しいリソース (p. 3356)

以下のリソースが更新されまし
December 1, 2019
た。AWS::EventSchemas::Discoverer、AWS::EventSchemas::Registry、
および
AWS::EventSchemas::Schema。
AWS::EventSchemas::Discoverer
AWS::EventSchemas::Discoverer
リソースを使用して、イベン
トバスに関連付けられた探
索プログラムを指定します。
探索プログラムを使用する
と、Amazon EventBridge ス
キーマレジストリは、イベン
トバス上のイベントに基づい
てスキーマを自動的に生成で
きます。
AWS::EventSchemas::Registry
AWS::EventSchemas::Registry
を使用して、スキーマレジス
トリを指定します。スキーマ
レジストリは、スキーマのコ
ンテナです。レジストリは、
スキーマが論理グループに入
るようにスキーマを収集して
整理します。
AWS::EventSchemas::Schema
AWS::EventSchemas::Schema
リソースを使用して、イベン
トスキーマを指定します。

新しいリソース (p. 4525)

次のリソースが追加されまし
November 26, 2019
た。AWS::Lambda::EventInvokeConfig
AWS::Lambda::EventInvokeConfig
EventInvokeConfig リ
ソースを使用して、非同期呼
び出しに対する宛先とエラー
処理を設定します。

更新されたリソース (p. 1672)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CloudWatch::Alarm。
AWS::CloudWatch::Alarm
MetricDataQuery プロパティ
タイプでは、Period プロパ
ティを使用して、返される
データポイントの粒度を秒単
位で指定します。
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更新されたリソース (p. 1884)

次のリソースが更新されました:
AWS::CodePipeline::Pipeline。
AWS::CodePipeline::Pipeline
ActionDeclaration プ
ロパティタイプで
は、Namespace プロパティ
を使用して，アクションに関
連付けられた変数名前空間を
指定します。このアクション
によって出力として生成され
るすべての変数は、この名前
空間に属します。
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更新されたリソース (p. 4525)

次のリソースが更新されまし
November 25, 2019
た。AWS::Lambda::EventSourceMapping。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
ストリームソース
（DynamoDB およ
び Kinesis）の場
合、BisectBatchOnFunctionError
プロパティを使用してバッチ
を 2 つに分割し、関数がエ
ラーを返す場合は再試行しま
す。
ストリームソース
（DynamoDB およ
び Kinesis）の場
合、DestinationConfig
プロパティを使用して、破
棄されたレコードの Amazon
SQS キューまたは Amazon
SNS トピックの送信先を指
定します。
ストリームソース
（DynamoDB およ
び Kinesis）の場
合、MaximumRecordAgeInSeconds
プロパティを使用して、処理
のために Lambda が関数に
送信するレコードの最大経過
時間を指定します。
ストリームソース
（DynamoDB およ
び Kinesis）の場
合、MaximumRetryAttempts
プロパティを使用して、関数
がエラーを返すときに再試行
する最大回数を指定します。
ストリームソース
（DynamoDB およ
び Kinesis）の場
合、ParallelizationFactor
プロパティを使用して、各
シャードから同時に処理する
バッチ数を指定します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CloudWatch::Alarm。

November 25, 2019

AWS::CloudWatch::Alarm
MetricDataQuery プロパティ
タイプでは、Period プロパ
ティを使用して、返される
データポイントの粒度を秒単
位で指定します。
新しいリソース (p. 1672)

次のリソースが更新されまし
November 25, 2019
た。AWS::CloudWatch::InsightRule。
AWS::CloudWatch::InsightRule
AWS::CloudWatch::InsightRule
プロパティを使用し
て、Contributor Insights ルー
ルを作成します。ルールは
CloudWatch Logs ロググ
ループのログイベントを評価
し、そのロググループ内のロ
グイベントの寄稿者のデータ
を検索できるようにします。

新しいリソース (p. 2836)

以下のリソースが追加されまし
November 25, 2019
た。AWS::ECS::PrimaryTaskSet、AWS::ECS::TaskSet。
AWS::ECS::PrimaryTaskSet
AWS::ECS::PrimaryTaskSet
リソースを使用して、サービ
ス内のどのタスクセットをプ
ライマリタスクセットにする
かを指定します。サービスの
プライマリタスクセットで更
新されたパラメータは、サー
ビスに移行します。これは、
サービスが EXTERNAL デプ
ロイコントローラータイプ
を使用する場合に使用されま
す。
AWS::ECS::TaskSet
AWS::ECS::TaskSet リ
ソースを使用して、指定し
たクラスターおよびサービ
スにタスクセットを作成し
ます。これは、サービスが
EXTERNAL デプロイコント
ローラータイプを使用する場
合に使用されます。
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新しいリソース (p. 6477)

リソース AWS WAFv2 が追加さ
れました。

November 25, 2019

AWS WAFv2
これは、Amazon
API Gateway REST
API、Amazon
CloudFront、Application
Load Balancer、または AWS
AppSync GraphQL API に転
送される HTTP (S) リクエス
トをモニタリングすることを
可能にするウェブアプリケー
ションファイアウォールであ
る、AWS WAF の最新バー
ジョンです。AWS WAF も
コンテンツへのアクセスを制
御することを可能にします。
更新されたリソース (p. 825)

次のリソースが更新されまし
November 21, 2019
た。AWS::ApiGateway::RestApi。
AWS::ApiGateway::RestApi
VpcEndpointIds プロパ
ティを使用して、Route53
エイリアスを作成する API
(AWS::ApiGateway::RestApi)
の VPC エンドポイント ID
を指定します。PRIVATE エ
ンドポイントタイプでのみサ
ポートされます。
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更新されたリソース (p. 1303)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AppSync::Resolver,
AWS::AppSync::DataSource。

November 21, 2019

AWS::AppSync::Resolver
CachingConfig プロパ
ティを使用して、AWS
AppSync リゾルバーの
キャッシュ動作を指定しま
す。
AWS::AppSync::Resolver
SyncConfig プロパティを
使用して、AWS AppSync リ
ゾルバーの競合検出および解
決戦略を指定します。
AWS::AppSync::Resolver
LambdaConflictHandlerConfig
プロパティを使用し
て、AWS AppSync リゾル
バーでの競合の処理に使用さ
れる Lambda の ARN を指定
します。
AWS::AppSync::DataSource
DeltaSyncConfig プロパ
ティを使用して、バージョ
ン管理された AWS AppSync
データソースのデルタ同期設
定を指定します。
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更新されたリソース (p. 1491)

次のリソースが更新されまし
November 21, 2019
た。AWS::CertificateManager::Certificate
AWS::CertificateManager::Certificate
CertificateTransparencyLoggingPreference
プロパティを使用して、証明
書の透明性ログ記録を有効ま
たは無効にします。
PrivateCertificateAuthorityArn
プロパティを使用して、証明
書発行者として ACM プライ
ベート CA を指定します。
GetAtt 関数を使用し
て、AWS::CertificateManager::Certificate
リソースの
CertificateARN を取得し
ます。
GetAtt 関数を使用し
て、AWS::CertificateManager::Certificate
リソースの
CertificateStatus を取
得します。
DomainValidationOption
プロパティタイプ
で、HostedZoneId プロパ
ティを使用して Route 53 ホ
ストゾーン ID があるドメイ
ンを検証します。

更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Cognito::UserPool

November 21, 2019

AWS::Cognito::UserPool
ConfigurationSet プロパ
ティと From プロパティを
EmailConfiguration パ
ラメータに追加しました。
AWS::Cognito::UserPoolClient
ユーザーがユーザープー
ルに存在しない場合のエ
ラーと応答の管理に役立つ
PreventUserExistenceErrors
パラメータを追加しました。
AWS::Cognito::UserPoolUser
ClientMetadata パラメー
タを使用して、サインアップ
前トリガーによって呼び出さ
れる AWS Lambda 関数への
入力を指定します。
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更新されたリソース (p. 2407)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::EC2::EIP。
AWS::EC2::EIP
Tags プロパティを使用し
て、Elastic IP アドレスのタ
グを指定します。
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更新されたリソース (p. 2836)

以下のリソースが更新されまし
November 21, 2019
た。AWS::ECS::Cluster、AWS::ECS::Service、
および
AWS::ECS::TaskDefinition。
AWS::ECS::Cluster
ClusterSettings プロ
パティを使用して、クラ
スターの作成時に使用す
る設定を指定します。この
パラメータは、クラスター
の CloudWatch Container
Insights を有効にするために
使用されます。
AWS::ECS::Service
DeploymentController
プロパティを使用して、サー
ビスに使用するデプロイコン
トローラーを指定します。
AWS::ECS::TaskDefinition
ContainerDefinition
プロパティタイプ
で、FirelensConfiguration
プロパティを使用して、コン
テナの FireLens 設定を指定
します。これは、コンテナロ
グのログルーターの指定と設
定に使用されます。
LinuxParameters プロパティ
タイプでは、次のプロパティ
を使用できます。
• MaxSwap プロパティを使
用して、コンテナが使用
できるスワップメモリの総
量（MiB 単位）を指定しま
す。
• Swappiness プロパティ
を使用して、コンテナのメ
モリの Swappiness 動作を
調整します。swappiness
値が 0 の場合、絶対
に必要な場合を除き、
スワップは行われませ
ん。swappiness 値が
100 の場合、ページは非
常に積極的にスワップされ
ます。
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更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
November 21, 2019
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
CognitoOptions プロパ
ティを使用して、Kibana の
Amazon Cognito 認証を使用
するように Amazon ES を設
定します。
EnableVersionUpgrade
更新ポリシーを使用し
て、AWS::Elasticsearch::Domain
リソースを置き換えずに
ElasticsearchVersion
プロパティを更新します。

更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::MLTransform

November 21, 2019

AWS::Glue::MLTransform
GlueVersion プロパティを
使用して、この機械学習変
換と互換性がある AWS Glue
のバージョンを指定します。
更新されたリソース (p. 3687)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::IAM::User。
AWS::IAM::User
Tags プロパティを使用し
て、新しく作成されたユー
ザーにアタッチするタグのリ
ストを指定します。
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更新されたリソース (p. 5186)

リソース
AWS::OpsWorksCM::Server
が更新されました。

November 21, 2019

AWS::OpsWorksCM::Server
CustomDomain プロパ
ティを使用して、Chef
Automate 2.0 を実行してい
る AWS OpsWorks for Chef
Automate サーバー上のカス
タムドメインを指定します。
CustomCertificate プロ
パティを使用して、カスタム
ドメインがあるサーバーに
PEM 形式の HTTPS 証明書
を指定します。
CustomPrivateKey プロパ
ティを使用して、カスタムド
メインを使用するサーバーに
接続するための PEM 形式の
プライベートキーを指定しま
す。
更新されたリソース (p. 5414)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::RDS::DBCluster およ
び AWS::RDS::DBInstance
AWS::RDS::DBCluster
EnableHttpEndpoint プ
ロパティを使用して、Aurora
Serverless DB クラスターの
HTTP エンドポイントを有効
にするかどうかを指定しま
す。デフォルトでは、HTTP
エンドポイントは無効で
す。有効にすると、HTTP
エンドポイントは Aurora
Serverless DB クラスターで
SQL クエリを実行するため
の非接続のウェブサービス
API を提供します。クエリエ
ディタを使用して、RDS コ
ンソール内からデータベース
にクエリを実行することもで
きます。
AWS::RDS::DBInstance
Oracle DB インスタンス
の場合、Amazon RDS は
Kerberos 認証を使用して DB
インスタンスに接続するユー
ザーを認証できます。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::S3::Bucket。

November 21, 2019

AWS::S3::Bucket
Transition プロパティタイプ
で、StorageClass プロパ
ティは DEEP_ARCHIVE をサ
ポートします。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Lambda::Function。

November 21, 2019

AWS::Lambda::Function
Code プロパティタイプで
は、ZipFile が RunTime
の nodejs10.x をサポート
します。
新しいリソース (p. 1303)

次のリソースが追加され
ました。AWS:: AppSync::
ApiCache。

November 21, 2019

AWS::AppSync::ApiCache
AWS::AppSync::ApiCache
リソースを使用して、AWS
AppSync でリゾルバー
キャッシュを有効にします。
スタックセットのドリフト検
出 (p. 6735)

スタックセットとそれに含まれる November 19, 2019
すべてのスタックインスタンスで
ドリフト検出を実行できるように
なりました。
CloudFormation がスタックセッ
トでドリフト検出を実行する
場合、スタックセット内の各
スタックインスタンスに関連付
けられたスタックでドリフト検
出が実行されます。詳細につい
ては、「Detecting Unmanaged
Configuration Changes in Stack
Sets」を参照してください。

更新されたリソース (p. 2979)

Amazon EKS マネージド
型ノードグループをサポー
トするために、リソース
AWS::EKS::Cluster が更新さ
れました。
AWS::EKS::Cluster
AWS::EKS::Cluster リ
ソースを使用して、新しい
Amazon EKS クラスターを
作成します。
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新しいリソース (p. 2979)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::EKS::Nodegroup

November 18, 2019

AWS::EKS::Nodegroup
AWS::EKS::Nodegroup リ
ソースを使用して、新しい
Amazon EKS マネージド型
ノードグループを作成しま
す。
CloudFormation レジストリが利
用可能になりました (p. 6735)

CloudFormation レジストリを使 November 18, 2019
用して、CloudFormation アカウ
ントで使用できるプライベートリ
ソースとパブリックリソースを表
示します。
詳細については、
「CloudFormation レジストリの
使用」を参照してください。
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CloudFormation レジストリ API
アクション (p. 6735)

CloudFormation レジストリでタ November 18, 2019
イプを管理するための以下の API
アクションが使用できるようにな
りました。
CloudFormation レジス
トリの詳細については、
「CloudFormation レジストリの
使用」を参照してください。
DeregisterType
CloudFormation レジストリ
でのアクティブな使用からタ
イプまたはタイプバージョン
を削除します。
DescribeType
登録された型に関する詳細情
報を返します。
DescribeTypeRegistration
現在のステータス、タイプ、
バージョン識別子など、タイ
プの登録に関する情報を返し
ます。
ListTypeRegistrations
指定されたタイプに登録リク
エスト識別子のリストを返し
ます。
ListTypes
CloudFormation に登録され
たタイプに関する概要情報を
返します。
ListTypeVersions
タイプのバージョンに関する
概要情報を返します。
RegisterType
CloudFormation サービスに
タイプを登録します。タイプ
を登録すると、AWS アカウ
ントの CloudFormation テン
プレートで使用できるように
なります。
SetTypeDefaultVersion
タイプのデフォルトバー
ジョンを指定します。タイ
プのデフォルトバージョン
は、CloudFormation オペ
レーションで使用されます。
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更新されたリソース (p. 3456)

以下のリソースが更新されまし
November 14, 2019
た。AWS::GameLift::Build、AWS::GameLift::Fleet。
AWS::GameLift::Build
OperatingSystem プロパ
ティを使用して、ビルドファ
イルが実行されるオペレー
ティングシステムを指定しま
す。
AWS::GameLift::Fleet
CertificateConfiguration
プロパティを使用して、新し
いフリートの TLS/SSL 証明
書を生成します。
FleetType プロパティを使
用して、フリートでのオンデ
マンドインスタンスまたはス
ポットインスタンスの使用を
指定します。
InstanceRoleArn プロパ
ティを使用して、GameLift
フリートインスタンスから
の GameLift 以外の AWS リ
ソースへのアクセスを管理し
ます。
MetricGroups プロパティ
を使用して、CloudWatch メ
トリクスグループにフリート
のメトリクスを追加します。
NewGameSessionProtectionPolicy
プロパティを使用して、ス
ケールダウンイベント中にフ
リートのアクティブなゲーム
セッションが終了しないよう
にします。
フリートに VPC ピア
リングを設定する場合
は、PeerVpcAwsAccountId
プロパティを使用します。
フリートに VPC ピア
リングを設定する場合
は、PeerVpcId プロパティ
を使用します。
ResourceCreationLimitPolicy
プロパティを使用して、フ
リートの利用可能なホスティ
ングリソースを使用する個々
のプレイヤーの能力を制限し
ます。
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RuntimeConfiguration
プロパティを使用して、フ
リート内の各インスタンスで
実行されるプロセスを設定し
ます。
ScriptId プロパティを使
用して、リアルタイムサー
バーフリートを作成し、リア
ルタイムスクリプトを使用し
て設定します。
新しいリソース (p. 3456)

以下のリソースが追加されまし
November 14, 2019
た。AWS::GameLift::Script、AWS::GameLift::GameSessionQueue、AWS::GameLif
AWS::GameLift::Script
Script リソースを使用し
て、リアルタイムサーバー
フリートの設定スクリプトを
アップロードします。
AWS::GameLift::GameSessionQueue
GameSessionQueue リソー
スを使用して、新しいゲーム
セッションのプレイヤーの
リクエストを処理するゲーム
セッションキューを作成しま
す。
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration
MatchmakingConfiguration
リソースを使用して、新しい
マッチしたゲームセッション
に対するプレイヤーリクエス
トを処理するマッチメーカー
を作成します。
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet
MatchmakingRuleSet リ
ソースを使用して、マッチを
形成し、マッチに含めるプレ
イヤーを評価する方法を指定
するルールを作成します。

リソースのインポートが追加さ
れました (p. 6735)

AWS CloudFormation 管理外の
AWS リソースを作成した場合
は、resource import を使
用してこの既存のリソースを
CloudFormation 管理に取り込む
ことができます。
詳細は、「既存のリソースの
CloudFormation 管理への取り込
み」を参照してください。
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新しいリソース (p. 1924)

次のリソースが追加されまし
November 7, 2019
た。AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule
リソースを使用し
て、AWS CodeBuild、AWS
CodeCommit、AWS
CodeDeploy、および AWS
CodePipeline のリソースの
通知ルールを作成します。

新しいリソース (p. 6735)

リソース
November 6, 2019
AWS::MediaConvert::JobTemplate、AWS::MediaConvert::Preset、AWS::MediaCon
が追加されました。
AWS::MediaConvert::JobTemplate
AWS::MediaConvert::JobTemplate
リソースを使用して、コード
変換ジョブに使用するジョブ
テンプレートを指定します。
AWS::MediaConvert::Preset
AWS::MediaConvert::Preset
リソースを使用して、出力プ
リセットをコード変換ジョブ
の一部として指定します。
AWS::MediaConvert::Queue
AWS::MediaConvert::Queue
リソースを使用して、オンデ
マンドのコード変換キューを
指定します。

更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Glue::Crawler
AWS::Glue::Crawler
DynamoDBTargets プロパ
ティを使用して、Amazon
DynamoDB ターゲットのリ
ストを指定します。
CatalogTargets プロパ
ティを使用して、AWS Glue
Data Catalog ターゲットの
リストを指定します。
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更新されたリソース (p. 807)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Amplify::App

October 31, 2019

AWS::Amplify::App
EnablePullRequestPreview
プロパティを使用し
て、Amplify コンソールがア
プリに自動的に作成するブラ
ンチごとにプルリクエストの
プレビューを有効にするかど
うかを指定します。
PullRequestEnvironmentName
プロパティを使用して、プル
リクエストのプレビュー専用
のバックエンド環境を指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 825)

以下のリソースが更新されまし
October 31, 2019
た。AWS::ApiGateway::ApiKey、AWS::ApiGateway::ClientCertificate、AWS::ApiGa
および
AWS::ApiGateway::UsagePlan。
AWS::ApiGateway::ApiKey
Tags プロパティを使用し
て、API キーに関連付ける任
意のタグ（キーと値のペア）
の配列を指定します。
AWS::ApiGateway::ClientCertificate
Tags プロパティを使用し
て、クライアント証明書に関
連付ける任意のタグ（キーと
値のペア）の配列を指定しま
す。
AWS::ApiGateway::DomainName
このドメイン名の Transport
Layer Security (TLS) バー
ジョン + 暗号スイートに
SecurityPolicy プロパ
ティを使用します。
Tags プロパティを使用し
て、ドメイン名に関連付け
る任意のタグ（キーと値のペ
ア）の配列を指定します。
AWS::ApiGateway::RestApi
Tags プロパティを使用し
て、API に関連付ける任意の
タグ（キーと値のペア）の配
列を指定します。
AWS::ApiGateway::UsagePlan
Tags プロパティを使用し
て、使用量プランに関連付け
る任意のタグ（キーと値のペ
ア）の配列を指定します。

更新されたリソース (p. 1884)

以下のリソースが更新されまし
October 31, 2019
た。AWS::CodePipeline::CustomActionType、AWS::CodePipeline::Pipeline。
AWS::CodePipeline::CustomActionType
Tags プロパティを使用し
て、カスタムアクションのタ
グを指定します。
AWS::CodePipeline::Pipeline
Tags プロパティを使用し
て、パイプラインのタグを指
定します。
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更新されたリソース (p. 2836)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::ECS::TaskDefinition。

October 31, 2019

AWS::ECS::TaskDefinition
InferenceAccelerator
プロパティを使用して、タ
スク内のコンテナに使用す
る Elastic Inference アクセラ
レーターを指定します。
更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
October 31, 2019
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
LogPublishingOptions
プロパティを使用して、ス
ローログの発行を設定しま
す。

更新されたリソース (p. 3307)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Events::Rule。
AWS::Events::Rule
Target プロパティタイプ
で、イベントターゲット
が AWS Batch ジョブの場
合、BatchParameters プ
ロパティを使用して、ジョ
ブ定義、ジョブ名、およびそ
の他のパラメータを指定しま
す。
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新しいリソース (p. 5198)

以下のリソースが追加されまし
October 31, 2019
た。AWS::Pinpoint::EmailTemplate、AWS::Pinpoint::PushTemplate、
および
AWS::Pinpoint::SmsTemplate。
AWS::Pinpoint::EmailTemplate
AWS::Pinpoint::EmailTemplate
リソースを使用して、E メー
ルチャネルを介して送信さ
れるメッセージで使用できる
メッセージテンプレートを作
成します。
AWS::Pinpoint::PushTemplate
AWS::Pinpoint::PushTemplate
リソースを使用して、プッ
シュ通知チャネルを介して送
信されるメッセージで使用で
きるメッセージテンプレート
を作成します。
AWS::Pinpoint::SmsTemplate
AWS::Pinpoint::SmsTemplate
リソースを使用して、SMS
チャネルを介して送信される
メッセージで使用できるメッ
セージテンプレートを作成し
ます。

更新されたリソース (p. 807)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Amplify::Branch

October 24, 2019

AWS::Amplify::Branch
EnablePullRequestPreview
プロパティを使用し
て、Amplify コンソールがブ
ランチに対して行われたプル
リクエストごとにプレビュー
を作成するかどうかを指定し
ます。
PullRequestEnvironmentName
プロパティを使用して、プル
リクエストのプレビュー専用
のバックエンド環境を指定し
ます。
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更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Cognito::UserPool

October 24, 2019

AWS::Cognito::UserPool
Schema パラメータを使用し
て、スキーマ属性を追加また
は更新します。
AWS::Cognito::UserPool
AliasAttributes パラ
メータを使用して、ユーザー
プールのエイリアスを追加ま
たは更新します。
AWS::Cognito::UserPool
UsernameAttributes パ
ラメータを使用して、ユー
ザーがサインアップするとき
に、メールアドレスまたは電
話番号をユーザー名として使
用できるかどうかを確認しま
す。
更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
October 17, 2019
た。AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
IdentityProvider パラ
メータを使用して、ロールが
マッピングされる ID プロバ
イダーを指定します。

更新されたリソース (p. 3434)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::FSx::FileSystem

October 17, 2019

AWS::FSx::FileSystem
WindowsConfiguration
プロパティタイプ
で、SelfManagedActiveDirectoryConfiguration
プロパティを使用し
て、Amazon FSx Windows
ファイルサーバーインスタ
ンスをセルフマネージド (オ
ンプレミスを含む) Microsoft
Active Directory (AD) ディレ
クトリに結合します。
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更新されたリソース (p. 6735)

リソース AWS::MSK::Cluster が
更新されました。

October 17, 2019

AWS::MSK::Cluster
NumberOfBrokerNodes プ
ロパティを使用して更新を送
信し、クラスター内のブロー
カーノードの数を変更しま
す。
更新されたリソース (p. 6735)

リソース
October 17, 2019
AWS::Batch::ComputeEnvironment
が更新されました。
ComputeResources
ComputeResources
プロパティタイプで
は、AllocationStrategy
プロパティを使用して、イン
スタンスタイプを選択するた
めの戦略を指定します。

更新されたリソース (p. 1468)

リソース AWS::Budgets::Budget
が更新されました。

October 3, 2019

AWS::Budgets::Budget
BudgetData プロ
パティタイプで、
PlannedBudgetLimits プ
ロパティを使用して、現在ま
たは将来の制限を含む複数の
予算制限を含むマップを指定
します。
更新されたリソース (p. 1928)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Cognito::UserPool
AWS::Cognito::UserPool
EnabledMfas パラメータを
使用して、指定したユーザー
プールで MFA を有効にしま
す。
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更新されたリソース (p. 3307)

次のリソースが更新されまし
October 3, 2019
た。AWS::Events::EventBusPolicy、AWS::Events::Rule
AWS::Events::EventBusPolicy
EventBusName プロパティ
を使用して、このポリシーに
関連付けるイベントバスの名
前を指定します。
AWS::Events::Rule
EventBusName プロパティ
を使用して、このルールに関
連付けるイベントバスの名前
を指定します。

更新されたリソース (p. 5198)

次のリソースが更新されまし
October 3, 2019
た。AWS::Pinpoint::App、AWS::Pinpoint::Campaign、
および
AWS::Pinpoint::Segment。
AWS::Pinpoint::App
ARN 属性は、アプリケー
ションの Amazon リソース
ネーム (ARN) を返します。
Tags プロパティを使用し
て、アプリケーションに関連
付けるタグを定義するキーと
値のペアの文字列から文字列
へのマップを指定します。
AWS::Pinpoint::Campaign
ARN 属性は、キャンペーン
の Amazon リソースネーム
(ARN) を返します。
Tags プロパティを使用し
て、キャンペーンに関連付け
るタグを定義するキーと値の
ペアの文字列から文字列への
マップを指定します。
AWS::Pinpoint::Segment
ARN 属性は、セグメント
の Amazon リソースネーム
(ARN) を返します。
Tags プロパティを使用し
て、セグメントに関連付け
るタグを定義するキーと値の
ペアの文字列から文字列への
マップを指定します。
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新しいリソース (p. 1928)

次のリソースが追加されまし
October 3, 2019
た。AWS::Cognito::UserPoolDomain、AWS::Cognito::UserPoolResourceServer、A
AWS::Cognito::UserPoolDomain
AWS::Cognito::UserPoolDomain
リソースを使用して、ユー
ザープールの新しいドメイン
を作成します。
AWS::Cognito::UserPoolResourceServer
AWS::Cognito::UserPoolResourceServer
リソースを使用して、新しい
OAuth2.0 リソースサーバー
を作成し、その中にカスタム
スコープを定義します。
AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider
リソースを使用して、ユー
ザープールの ID プロバイ
ダーを作成します。
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment
リソースを使用し
て、Amazon Cognito の高度
なセキュリティ機能に使用
されるリスク設定を設定しま
す。
AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment
AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment
リソースを使用して、ユー
ザープールの組み込みアプリ
UI の UI カスタマイズ情報を
設定します。
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新しいリソース (p. 2407)

以下のリソースが追加されまし
October 3, 2019
た。AWS::EC2::TrafficMirrorFilter、AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule、AWS::EC2::
および
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter
リソースを使用して、トラ
フィックミラーフィルタを指
定します。
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule
リソースを使用して、トラ
フィックミラーフィルタルー
ルを管理します。
AWS::EC2::TrafficMirrorSession
AWS::EC2::TrafficMirrorSession
リソースを使用して、トラ
フィックミラーセッションを
指定します。
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
AWS::EC2::TrafficMirrorTarget
リソースを使用して、トラ
フィックミラーターゲットを
指定します。

新しいリソース (p. 3307)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Events::EventBus
AWS::Events::EventBus
EventBus リソースを使用
して、カスタムイベントバス
またはパートナーイベントバ
スを作成または更新します。
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更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Glue::DevEndpoint

September 27, 2019

AWS::Glue::DevEndpoint
WorkerType プロパティを
使用して、開発エンドポイン
トに割り当てられる、事前定
義されたワーカーのタイプを
指定します。
NumberOfWorkers プロパ
ティを使用して、開発エンド
ポイントに割り当てられる、
定義された workerType の
ワーカーの数を指定します。
GlueVersion プロパティを
使用して、AWS Glue が開
発エンドポイントでサポー
トする Apache Spark および
Python のバージョンを指定
します。
Arguments プロパティを使
用して、DevEndpoint の設
定に使用される引数のマップ
を指定します。
更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Glue::Job
AWS::Glue::Job
Timeout プロパティを使用
して、ジョブのタイムアウト
を分単位で指定します。
NotificationProperty
プロパティを使用して、通知
の設定プロパティを指定しま
す。
NotifyDelayAfter プロパ
ティを使用して、ジョブ実行
の開始後にジョブ実行遅延通
知を送信するまでの待機時間
(分) を指定します。
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更新されたリソース (p. 3529)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::Glue::Trigger

September 26, 2019

AWS::Glue::Trigger
StartOnCreation プロ
パティを使用して、作成時
の開始 SCHEDULED および
CONDITIONAL トリガーを指
定します。
WorkflowName プロパティ
を使用して、トリガーに関連
付けられたワークフローの名
前を指定します。
更新されたリソース (p. 6735)

リソース
AWS::DocDB::DBCluster が更新
されました。

September 26, 2019

AWS::DocDB::DBCluster
EnableCloudwatchLogsExports
プロパティで
は、CloudWatch Logs にエ
クスポートするために有効に
する必要があるログタイプの
リストを指定します。
新しいリソース (p. 3529)

リソース AWS::Glue::Workflow
が追加されました。

September 26, 2019

AWS::Glue::Workflow
AWS::Glue::Workflow リソー
スを使用して、AWS Glue
ワークフローを管理します。
更新されたリソース (p. 6735)

リソース
September 12, 2019
AWS::Config::RemediationConfiguration
が更新されました。
AWS::Config::RemediationConfiguration
ExecutionControls
プロパティを使用して
ExecutionControls オブ
ジェクトを指定します。

新しいリソース (p. 5289)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::QLDB::Ledger
AWS::QLDB::Ledger
AWS::QLDB::Ledger リ
ソースを使用して、新しい
Amazon Quantum Ledger
Database(Amazon QLDB) 台
帳を指定します。
API バージョン 2010-05-15
6928

September 12, 2019

AWS CloudFormation ユーザーガイド

更新されたリソース (p. 6735)

リソース
August 29, 2019
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget、AWS::DynamoDB::Table、AWS::EC
AWS::ECS::TaskDefinition、AWS::ElastiCache:ReplicationGroup、AWS::Events:Ru
および
AWS:Lambda::EventSourceMapping
が更新されました。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
SuspendedState プロパ
ティを使用して、自動スケー
リングを停止および再開を行
います。属性の値を true に
設定すると、指定した規模
の拡大や縮小が停止されま
す。false (デフォルト) に
設定すると、指定した規模の
拡大や縮小が再開されます。
AWS::DynamoDB::Table
SSESpecification プロパティ
タイプで、 SSEType プロパ
ティを使用してサーバー側の
暗号化タイプを指定します。
AWS::EC2::Instance
CpuOptions プロパティを
使用して、インスタンスの
CPU オプションを指定しま
す。
Ebs プロパティタイプ
で、KmsKeyId プロパティ
を使用して、EBS ボリュー
ムが暗号化される customer
managed key の識別子 (キー
ID、キーエイリアス、ID
ARN、またはエイリアス
ARN) を指定します。
AWS::ECS::TaskDefinition
IpcMode プロパティを使用
して、タスクのコンテナに使
用する IPC リソース名前空
間を指定します。有効な値は
host、task または none で
す。
PidMode プロパティを使用
して、タスクのコンテナに使
用するプロセス名前空間を指
定します。有効な値は host
または task です。
ContainerDefinition プロパ
ティタイプでは、次のプロパ
ティを使用できます。
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• Interactive プロパティ
が true に設定されている
場合、stdin または tty
を割り当てる必要がある、
コンテナ化されたアプリ
ケーションをデプロイする
ことができます。
• PseudoTerminal プロパ
ティが true に設定される
と、TTY が割り当てられ
ます。
• SystemControls プロパ
ティを使用して、コンテナ
に設定する名前空間カーネ
ルパラメータのリストを指
定します。
LogConfiguration プロパティ
タイプで、SecretOptions
プロパティを使用して、ログ
設定に渡すシークレットを指
定します。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
KmsKeyId プロパティを使
用して、クラスターでディ
スクの暗号化に使用される
KMS key の ID を指定しま
す。
AWS::Events::Rule
EcsParameters プロパティ
タイプでは、次のプロパティ
を使用できます。
• Group プロパティを使用
して、タスクの ECS タス
クグループを指定します。
• LaunchType プロパティ
を使用して、タスクが実行
されている起動タイプを指
定します。
• ECS タスクが awsvpc
ネットワークモー
ドを使用する場
合、NetworkConfiguration
プロパティを使用して、
タスクに関連付けられた
VPC サブネットとセキュ
リティグループを指定し、
パブリック IP アドレスを
使用するかどうかを指定し
ます。
• PlatformVersion プロ
パティを使用して、タス
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クのプラットフォームバー
ジョンを指定します。
AWS::IAM::Role
Description プロパティを
使用して、ロールの説明を指
定します。
Tags プロパティを使用し
て、指定したロールにアタッ
チされたタグのリストを指定
します。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
MaximumBatchingWindowInSeconds
プロパティを使用して、関数
を呼び出す前にレコードを収
集する最大時間 (秒数) を指
定します。
更新されたリソース (p. 1672)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::CloudWatch::Alarm

August 29, 2019

AWS::CloudWatch::Alarm
ThresholdMetricId プロ
パティを使用して、アラーム
のしきい値として使用される
ANOMALY_DETECTION_BAND
関数の ID を指定します。
更新されたリソース (p. 3283)

次のリソースが更新されまし
August 29, 2019
た。AWS::Elasticsearch::Domain。
AWS::Elasticsearch::Domain
ElasticsearchClusterConfig
プロパティタイプで、
ZoneAwarenessConfig プ
ロパティを使用してゾーン対
応設定オプションを指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 5414)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::RDS::DBCluster およ
び AWS::RDS::DBInstance

August 29, 2019

AWS::RDS::DBCluster
AssociatedRoles プロ
パティを使用して、DB イ
ンスタンスに関連付けられ
た AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールを
指定します。
RestoreType プロパティを
使用して、実行する復元のタ
イプを指定します。
SourceDBClusterIdentifier
プロパティを使用して、復元
するソース DB クラスターの
識別子を指定します。
UseLatestRestorableTime
プロパティを使用して、復元
可能な最新のバックアップ時
間に DB クラスターを復元す
るかどうかを指定します。
AWS::RDS::DBInstance
AssociatedRoles プロ
パティを使用して、DB イ
ンスタンスに関連付けられ
た AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールを
指定します。
新しいリソース (p. 2013)

次のリソースが追加されまし
August 29, 2019
た。AWS::Config::OrganizationConfigRule
AWS::Config::OrganizationConfigRule
AWS::Config::OrganizationConfigRule
リソースを使用して、AWS
Config がメンバーアカウ
ントで作成する設定ルー
ルに関する情報を持つ
OrganizationConfigRule を作
成します。
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更新されたリソース (p. 6735)

リソース
August 22, 2019
AWS::Neptune::DBCluster が更新
されました。
AWS::Neptune::DBCluster
EnableCloudwatchLogsExports
プロパティを使用し
て、CloudWatch Logs への
エクスポートが有効になって
いるログタイプのリストを指
定します。

更新されたリソース (p. 2304)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::DMS:ReplicationTask

August 16, 2019

AWS::DMS::ReplicationTask
CdcStartPosition プロパ
ティを使用して、変更データ
キャプチャ (CDC) オペレー
ションを開始するタイミング
を指定します。
CdcStopPosition プロパ
ティを使用して、変更データ
キャプチャ (CDC) オペレー
ションを停止するタイミング
を指定します。
更新されたリソース (p. 1303)

次のリソースが更新されまし
August 8, 2019
た。AWS::AppSync::GraphQLApi。
AWS::AppSync::GraphQLApi
LogConfig プロパティタ
イプで、TRUE に設定する
と、excludeVerboseContent
プロパティはログ記録のレベ
ルに関係なく、ヘッダー、コ
ンテキスト、評価されたマッ
ピングテンプレートなどの情
報を含むセクションを除外し
ます。
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更新されたリソース (p. 6735)

リソース
August 8, 2019
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint、AWS::Greengrass::Group、AWS::Greengrass::Con
および
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
が更新されました。
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
SplitTunnel パラメータを
使用して、AWS Client VPN
エンドポイントで分割トンネ
ルを有効にするかどうかを指
定します。
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::CoreDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::CoreDefinition
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::DeviceDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::DeviceDefinition
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::Group
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::Group
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::LoggerDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::LoggerDefinition
リソースにアタッチします。
AWS::Greengrass::ResourceDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::ResourceDefinition
リソースにアタッチします。
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AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
Tags プロパティを使
用して、メタデータを
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
リソースにアタッチします。
新しいリソース (p. 3529)

次のリソースが追加されまし
た。AWS::Glue::MLTransform

August 8, 2019

AWS::Glue::MLTransform
AWS::Glue::MLTransform
リソースを使用して、機械学
習変換を管理します。
新しいリソース (p. 4514)

次のリソースが追加されまし
August 8, 2019
た。AWS::LakeFormation::DataLakeSettings
AWS::LakeFormation::DataLakeSettings
AWS::LakeFormation::DataLakeSettings
リソースを使用して、データ
レイク設定を管理します。

新しいリソース (p. 4514)

次のリソースが追加されまし
August 8, 2019
た。AWS::LakeFormation::Permissions
AWS::LakeFormation::Permissions
AWS::LakeFormation:Permissions
リソースを使用して、Lake
Formation 許可を付与または
取り消します。

新しいリソース (p. 4514)

次のリソースが追加されまし
August 8, 2019
た。AWS::LakeFormation::Resource
AWS::LakeFormation::Resource
AWS::LakeFormation::Resource
リソースを使用して、アクセ
ス権限を付与するリソースを
定義します。
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新しいリソース (p. 6735)

リソース
August 8, 2019
AWS::ManagedBlockchain::Member
および
AWS::ManagedBlockchain::Node
が追加されました。
AWS::ManagedBlockchain::Member
Member リソースを使用
して、Amazon Managed
Blockchain ネットワークの
最初のメンバーまたは追加の
メンバーを作成します。
AWS::ManagedBlockchain::Node
Node リソースを使用し
て、Amazon Managed
Blockchain ネットワークの
メンバーにピアノードを作成
します。

新しいリソース (p. 1768)

次のリソースが追加されまし
August 7, 2019
た。AWS::CodeBuild::SourceCredential
AWS::CodeBuild::SourceCredential
AWS::CodeBuild::SourceCredential
リソースを使用して、AWS
CodeBuild ビルドプ
ロジェクトで使用さ
れる GitHub、GitHub
Enterprise、Bitbucket リポジ
トリの認証情報に関する情報
を指定します。
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更新されたリソース (p. 6735)

リソース
August 2, 2019
AWS::Batch::JobDefinition、AWS::Cognito::UserPool、AWS::Cognito::UserPoolClie
および AWS::Glue:Job が更新さ
れました。
AWS::Batch::JobDefinition
ContainerProperties
プロパティタイプ
で、LinuxParameters プ
ロパティを使用して、コンテ
ナに適用される Linux 固有の
変更 (デバイスマッピングの
詳細など) を指定します。
AWS::Cognito::UserPool
UserPoolAddOns プロパ
ティを使用して、高度なセ
キュリティリスク検出を有効
にします。
VerificationMessageTemplate
プロパティを使用して、検証
メッセージのテンプレートを
定義します。
AWS::Cognito::UserPoolClient
AnalyticsConfiguration
プロパティを使用して、この
ユーザープールのメトリク
スを収集するための Amazon
Pinpoint 分析設定を定義しま
す。
AWS::Glue::Job
GlueVersion プロパティを
使用して、AWS Glue がサ
ポートする Apache Spark と
Python のバージョンを確認
します。Python バージョン
は、Spark タイプのジョブで
サポートされるバージョンを
示します。
MaxCapacityプロパティ
を使用して、このジョブの
実行時に割り当てられる
AWS Glue データ処理ユニッ
ト (DPU) の数を指定しま
す。DPU は処理能力を相対
的に測定するもので、4 個の
vCPU のコンピューティング
性能と 16 GB のメモリで構
成されています。
NumberofWorkers プロパ
ティを使用して、 Python
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シェルジョブを指定すると
(JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625
または 1 DPU のいずれか
を割り当てることができま
す。デフォルトは 0.0625
DPU です。Apache Spark
ETL ジョブを指定すると
(JobCommand.Name="glueetl")、2
～100 DPU の範囲で割り当
てることができます。デフォ
ルトでは 10 DPU になって
います。このジョブタイプに
は、小数の DPU 割り当てを
指定できません。
WorkerType プロパティを
使用して、ジョブの実行時に
割り当てられる事前定義済み
のワーカーのタイプを指定し
ます。
JobCommand プロパティタ
イプで、 PythonVersion
プロパティを使用して
Python シェルジョブの実行
に使用される Python バー
ジョンを指定します。
新しいリソース (p. 6735)

リソース
August 2, 2019
AWS::CodeStar::GitHubRepository
が追加されました。
AWS::CodeStar::GitHubRepository
AWS::CodeStar::GitHubRepositoryリ
ソースを使用して、AWS
ワークフローで使用する
ソースコードを格納できる
GitHub リポジトリを作成し
ます。指定した場合、ソース
コードは作成後にリポジトリ
にアップロードされます。

スタックセット制限の引き上
げ (p. 6735)

管理者アカウントで最大 100 個
August 2, 2019
のスタックセット、スタックセッ
トごとに最大 2000 個のスタック
インスタンスを作成し、各リー
ジョンで同時に管理者アカウント
ごとに最大 3500 個のスタックイ
ンスタンスオペレーションを実行
できるようになりました。
詳細については、「AWS
CloudFormation のクォー
タ (p. 9)」を参照してください。
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更新されたリソース (p. 6735)

AWS CloudFormation テンプレー July 25, 2019
トの CodeCommit のリポジトリ
にタグを追加できるようになりま
した。
AWS::CodeCommit::Repository
Tags プロパティを使用し
て、リポジトリにタグを付け
るときに使用する 1 つ以上
のタグキーと値のペアに関す
る情報を指定します。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AmazonMQ::Broker

July 22, 2019

AWS::AmazonMQ::Broker
encryptionOptions プ
ロパティを使用して AWS
owned key または customer
managed key を指定しま
す。
更新されたリソース (p. 6735)

リソース AWS::Amplify::App およ July 18, 2019
び AWS::Amplify::Branch が更新
されました。
AWS::Amplify::App
AutoBranchCreationConfig
プロパティタイプを使用し
て、特定のパターンに一致す
るブランチを自動的に作成し
ます。
AWS::Amplify::Branch
EnableAutoBuild プロパ
ティを使用して、ブランチの
自動ビルドを有効にします。

新しいリソース (p. 6735)

リソース
AWS::IoTEvents::DetectorModel
および AWS::IoTEvents::Input が
追加されました。
AWS::IoTEvents::DetectorModel
DetectorModel リソース
を使用して、ディテクターモ
デルを作成します。
AWS::IoTEvents::Input
Input リソースを使用して
インプットを作成します。
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新しいリソース (p. 6735)

リソース
July 12, 2019
AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
が追加されました。
AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
AWS::CloudWatch::AnomalyDetector
リソースを使用して、特定の
メトリクスと統計の異常検出
バンドを指定します。バン
ドは、メトリクス値の予想さ
れる「通常の」範囲を表しま
す。

更新されたリソース (p. 6735)

リソース
AWS::IoTAnalytics::Channel およ
び AWS::IoTAnalytics::Datastore
が更新されました。
AWS::IoTAnalytics::Channel
ChannelStorage プロパ
ティを使用して、保存され
るチャネルデータを指定しま
す。
AWS::IoTAnalytics::Datastore
DatastoreStorage プロパ
ティを使用して、データスト
アのデータが保存されている
場所を指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

リソース
June 27, 2019
AWS::MediaLive::Channel、AWS::MediaLive::Input、
および
AWS::MediaLive::InputSecurityGroup
が追加されました。
AWS::MediaLive::Channel
AWS::MediaLive::Channel
リソースによってチャンネル
が作成されます。MediaLive
チャネルは、そのチャネル
にアタッチされたインプット
からソースコンテンツを取り
込み、変換 (デコードおよび
エンコード) し、新しいコン
テンツをアウトプットとして
パッケージ化します。
AWS::MediaLive::Input
AWS::MediaLive::Input
リソースによってインプット
が作成されます。MediaLive
インプットには、変換される
ソースコンテンツを指定する
アップストリームシステムに
MediaLive チャネルがどのよ
うに接続されているかを記述
する情報が保持されます。
AWS::MediaLive::InputSecurityGroup
AWS::MediaLive::InputSecurityGroup
リソースによって、インプッ
トセキュリティグループが作
成されます。MediaLive イン
プットセキュリティグループ
は、 MediaLive インプット
に関連付けられています。イ
ンプットセキュリティグルー
プは、外部 IP アドレスが関
連する MediaLive インプッ
トにコンテンツをプッシュで
きるかどうかを制御する IP
アドレスの「許可リスト」で
す。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::EC2::LaunchTemplate。

June 25, 2019

AWS::EC2::LaunchTemplate
SpotOptions プ
ロパティタイプ
で、BlockDurationMinutes
を使用してスポットインス
タンスに必要な期間を指定
し、ValidUntil を使用し
てスポットリクエストの終了
日を指定します。
新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
AWS::SecurityHub::Hub。

June 25, 2019

AWS::SecurityHub::Hub
AWS# SecurityHub# Hub リ
ソースを使用して、AWS ア
カウントでのセキュリティハ
ブサービスの実装を指定しま
す。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
June 20, 2019
AWS::AppStream::Fleet、AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduc
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
ProvisioningPreferences
プロパティを使用して、プロ
ビジョニングされた製品を更
新するときに適用されるユー
ザー定義の設定を行います。
AWS::AppStream::Fleet
IdleDisconnectTimeoutInSeconds
プロパティを使用して、ユー
ザーがストリーミングセッ
ションから切断されてから
DisconnectTimeoutInSeconds
時間間隔が始まるまでにアイ
ドル状態 (非アクティブ) と
なることができる時間を指定
します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
June 20, 2019
AWS::Config::RemediationConfiguration、AWS::ServiceCatalog::StackSetConstrain
AWS::Config::RemediationConfiguration
AWS::Config::RemediationConfiguration
リソースでは、修復アクショ
ン、パラメータ、アクション
を実行するためのデータな
ど、修復設定に関する詳細を
指定します。
AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint
AWS::ServiceCatalog::StackSetConstraint
リソースでは、スタックセッ
ト制約を指定します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
June 13, 2019
AWS::AppMesh::VirtualNode、AWS::CodeBuild::Project、AWS::EC2::Host,
AWS::EC2::Route、AWS::EC2::VPNConnection、AWS::ECS::Cluster,
AWS::ECS::Service、AWS::ECS::TaskDefinition、AWS::EFS::MountTarget、AWS::
AWS::AppMesh::VirtualNode
ServiceDiscovery を使
用して、AWSCloudMap と
DNS のどちらをサービス
検出に使用するかを指定し
ます。AWS Cloud Map を
サービス検出に使用する場合
は、AwsCloudMapServiceDiscovery
を使用して
ServiceName、NamespaceName、
および Attributes
プロパティを指定しま
す。AwsCloudMapInstanceAttribute
を使用し
て、AwsCloudMapServiceDiscovery
のキーと値のペアを指定しま
す。
AWS::CodeBuild::Project
SecondarySourceVersions
プロパティを使用し
て、ProjectSourceVersion
オブジェクトの
配列を指定しま
す。secondarySourceVersions
をビルドレベルで指定する
と、これらのオブジェクトが
secondarySourceVersions
を (プロジェクトレベルで)
引き継ぎます。
AWS::DLM::LifecyclePolicy
PolicyDetails プロパティタイ
プで次のようにします。
• PolicyType プロパティ
を使用して、ポリシーが
管理できる有効なターゲッ
トリソースタイプとアク
ションを決定します。この
フィールドのデフォルトは
EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT
(ただし存在していない場
合) です。
• Parameters プロパティ
を使用して、ポリシーで提
供できる一連のオプション
パラメータを指定します。
Schedule プロパティタイプ
で、VariableTags プロパ
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ティを使用してキー/値のペ
アのコレクションを指定しま
す。値はポリシーの実行時に
動的に決定されます。キー
には任意の有効な Amazon
EC2 タグキーを指定できま
す。値は、$(instanceid) または $(timestamp)
の形式で指定する必要があり
ます。変数タグは、EBS ス
ナップショットの管理 - イン
スタンスポリシーの場合にの
み有効です。
AWS::EC2::Host
HostRecovery プロパティ
を使用して、専用ホストのホ
ストリカバリを有効にするか
無効にするかを指定します。
AWS::EC2::Route
TransitGatewayId プロパ
ティを使用して、トランジッ
トゲートウェイの ID を指定
します。
AWS::EC2::VPNConnection
TransitGatewayId プロパ
ティを使用して、VPN 接続
に関連付けられているトラン
ジットゲートウェイの ID を
指定します。
VpnGatewayId プロパティ
を使用して、VPN 接続の
AWS 側にある仮想プライ
ベートゲートウェイの ID を
指定します。
AWS::ECR::Repository
Tags プロパティを使用し
て、このリソースに適用する
キーと値のペアの配列を指定
します。
AWS::ECS::Cluster
Tags プロパティを使用し
て、メタデータを分類して整
理しやすくするために、クラ
スターに適用します。
AWS::ECS::Service
EnableECSManagedTags
プロパティを使用して、サー
ビス内でタスクの Amazon
ECS マネージドタグを有効
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にするかどうかを指定しま
す。
PropagateTags プロパ
ティを使用して、タグをタ
スク定義またはサービスから
サービス内のタスクに伝搬す
るかどうかを指定します。
Tags プロパティを使用し
て、メタデータを分類して整
理しやすくするために、サー
ビスに適用します。
AWS::ECS::TaskDefinition
ContainerDefinition プロパ
ティタイプでは、次のプロパ
ティを使用できます。
• ResourceRequirements
プロパティは、コンテナに
割り当てるリソースのタイ
プと量を指定します。サ
ポートされている唯一のリ
ソースは GPU です。
• Secrets プロパティを使
用して、コンテナに渡す
シークレットを指定しま
す。
Tags プロパティを使用し
て、メタデータを分類して整
理しやすくするために、タス
ク定義に適用します。
AWS::EFS::FileSystem
LifecyclePolicies プロ
パティを使用して、低頻度
アクセス (IA) ストレージク
ラスにファイルを移行する
EFS ライフサイクル管理で
使用されるポリシーのリスト
を指定します。
AWS::EFS::MountTarget
IpAddress 属性を使用し
て、マウントターゲットの
IPv4 アドレスを返します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
RuleCondition プロパティタ
イプで次のようにします。
• HostHeaderConfig プロ
パティを使用して、ホスト
ヘッダー条件の情報を指定
します。
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• HttpHeaderConfig プロ
パティを使用して、HTTP
ヘッダー条件の情報を指定
します。
• HttpRequestMethodConfig
プロパティを使用し
て、HTTP メソッド条件の
情報を指定します。
• PathPatternConfig プ
ロパティを使用して、ホス
トヘッダー条件の情報を指
定します。
• QueryStringConfig プ
ロパティを使用して、クエ
リ文字列条件の情報を指定
します。
• SourceIpConfig プロパ
ティを使用して、ソース
IP 条件の情報を指定しま
す。
AWS::EMR::Cluster
JobFlowInstancesConfig
プロパティタイプ
で、Ec2SubnetIds プロパ
ティを使用して複数の EC2
サブネット ID を指定しま
す。
AWS::IoTAnalytics::Dataset
データセットコン
テンツが作成される
と、ContentDeliveryRules
プロパティで指定した送信先
に配信されます。
VersioningConfiguration
プロパティを使用して、保持
するデータセットコンテン
ツのバージョンの数を指定
します。指定しない、また
は null に設定されている場
合、最終バージョン、およ
び最後に成功したバージョ
ン (この 2 つが異なる場合)
は、「retentionPeriod」パラ
メータで指定されている期間
保持されます。
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
ExtendedS 3
DestinationConfiguration プ
ロパティタイプで次のように
します。

API バージョン 2010-05-15
6947

AWS CloudFormation ユーザーガイド

• DataFormatConversionConfiguration
プロパティを使用して、
データを Amazon S3 に
書き込む前に JSON 形式
から Parquet 形式または
ORC 形式に変換するため
のシリアライザー、デシリ
アライザー、およびスキー
マを指定します。
• ErrorOutputPrefix
プロパティを使用し
て、Kinesis Data Firehose
が評価して失敗したレコー
ドに (S3 への書き込み前
に) 追加するプレフィック
スを指定します。
• Prefix プロパティは必須
でなくなりました。
S3DestinationConfiguration
プロパティタイプ
で、ErrorOutputPrefix
プロパティを使用し
て、Kinesis Data Firehose
が評価して失敗したレコード
に (S3 への書き込み前に) 追
加するプレフィックスを指定
します。
AWS::S3::Bucket
ObjectLockConfiguration
プロパティを使用して、指定
されたバケットのオブジェク
トロックの設定を行います。
ObjectLockEnabled プロ
パティを使用して、このバ
ケットでオブジェクトロック
設定を有効にするかどうかを
指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
June 13, 2019
AWS::Amplify::App、AWS::Amplify::Branch、AWS::Amplify::Domain、AWS::EC2::C
AWS::Amplify::App
AWS Amplify コンソールで
アプリを作成します。アプリ
はブランチの集合です。
AWS::Amplify::Branch
AWS Amplify コンソールア
プリ内に新しいブランチを作
成します。
AWS::Amplify::Domain
カスタムドメインを AWS
Amplify コンソールアプリに
接続できます。
AWS::EC2::ClientVpnAuthorizationRule
クライアント VPN エンドポ
イントに追加する Ingress 認
可ルールを指定します。認可
ルールは、ネットワークへの
アクセス許可を付与するファ
イアウォールルールとして機
能します。
AWS::EC2::ClientVpnEndpoint
クライアント VPN エンドポ
イントを指定します。クライ
アント VPN エンドポイント
は、クライアント VPN セッ
ションを有効にして管理す
るために作成して設定するリ
ソースです。これは送信先エ
ンドポイントであり、すべ
てのクライアント VPN セッ
ションがそこで終了します。
AWS::EC2::ClientVpnRoute
クライアント VPN エンドポ
イントに追加するネットワー
クルートを指定します。各
クライアント VPN エンドポ
イントには、利用可能な送信
先ネットワークルートを説明
したルートテーブルがあり
ます。ルートテーブル内の
各ルートは、特定のリソー
スまたはネットワークへのト
ラフィックのパスを指定しま
す。
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AWS::EC2::ClientVpnTargetNetworkAssociation
クライアント VPN エンドポ
イントに関連付けるターゲッ
トネットワークを指定しま
す。ターゲットネットワー
クは、VPC のサブネットで
す。同じ VPC の複数のサブ
ネットをクライアント VPN
エンドポイントに関連付ける
ことができます。
AWS::MSK::Cluster
AWS::MSK::Cluster リ
ソースを使用して Amazon
MSK クラスターを作成しま
す。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
June 3, 2019
AWS::SageMaker::NotebookInstance。
AWS::SageMaker::NotebookInstance
AcceleratorTypes プロパ
ティを使用して、このノート
ブックインスタンスに関連付
ける Elastic Inference (EI) イ
ンスタンスタイプのリストを
指定します。
AdditionalCodeRepositories
プロパティを使用して、ノー
トブックインスタンスに関連
付けられた最大 3 つの Git リ
ポジトリの配列を指定しま
す。
DefaultCodeRepository
プロパティを使用して、ノー
トブックインスタンスに関連
付けられている Git リポジト
リをデフォルトコードリポジ
トリとして指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
June 3, 2019
AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate、AWS::Pinpoint::ADMChannel、AWS::Pinpo
AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate
AWS::IoTThingsGraph::FlowTemplate
リソースでは、ワークフロー
テンプレートを指定します。
AWS::Pinpoint::ADMChannel
AWS::Pinpoint::ADMChannel
リソースでは、ADM チャネ
ルを指定します。ADM チャ
ネルを使用すると、Amazon
Device Messaging (ADM)
サービスを介して、Kindle
Fire タブレットなどの
Amazon デバイスで実行され
るアプリにプッシュ通知を送
信できます。
AWS::Pinpoint::APNSChannel
AWS::Pinpoint::APNSChannel
リソースでは、APN チャネ
ルを指定します。APN チャ
ネルを使用すると、プッ
シュ通知メッセージを Apple
プッシュ通知サービス (APN)
に送信できます。
AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel
AWS::Pinpoint::APNSSandboxChannel
リソースでは、APN サンド
ボックスチャネルを指定し
ます。APN サンドボックス
チャネルを使用すると、プッ
シュ通知メッセージを Apple
プッシュ通知サービス (APN)
のサンドボックス環境に送信
できます。
AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel
AWS::Pinpoint::APNSVoipChannel
リソースでは、APN
VoIP チャネルを指定しま
す。APN VoIP チャネルを
使用すると、VoIP 通知メッ
セージを Apple プッシュ通
知サービス (APN) に送信で
きます。
AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel
AWS::Pinpoint::APNSVoipSandboxChannel
リソースでは、APN VoIP サ
ンドボックスチャネルを指
定します。APN VoIP サンド
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ボックスチャネルを使用する
と、VoIP 通知メッセージを
Apple プッシュ通知サービス
(APN) のサンドボックス環境
に送信できます。
AWS::Pinpoint::App
AWS::Pinpoint::App リ
ソースでは、アプリを指定し
ます。
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings
リソースでは、Amazon
Pinpoint アプリの設定を行い
ます。
AWS::Pinpoint::BaiduChannel
AWS::Pinpoint::BaiduChannel
リソースでは、アプリケー
ションの Baidu チャネルの
設定を更新します。
AWS::Pinpoint::Campaign
AWS::Pinpoint::Campaign
リソースでは、キャンペーン
の設定を更新します。
AWS::Pinpoint::EmailChannel
AWS::Pinpoint::EmailChannel
リソースでは、アプリケー
ションの E メールチャネル
の状況と設定を更新します。
AWS::Pinpoint::EventStream
AWS::Pinpoint::EventStream
リソースでは、アプリケー
ションの新しいイベントスト
リームを作成、またはアプリ
ケーションの既存のイベント
ストリームの設定を更新しま
す。
AWS::Pinpoint::GCMChannel
AWS::Pinpoint::GCMChannel
リソースでは、GCM チャネ
ルを指定します。GCM チャ
ネルを使用すると、Firebase
Cloud Messaging (FCM)
サービス (Google Cloud
Messaging (GCM) サービス
の後継) にプッシュ通知メッ
セージを送信できます。
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AWS::Pinpoint::SMSChannel
AWS::Pinpoint::SMSChannel
リソースでは、SMS チャネ
ルを指定します。SMS テキ
ストメッセージを送信するに
は、SMS チャネルを介して
メッセージを送信します。
AWS::Pinpoint::Segment
AWS::Pinpoint::Segment
リソースでは、アプリケー
ションの新しいセグメントを
作成、またはアプリケーショ
ンに関連付けられている既存
のセグメントの構成、ディメ
ンション、およびその他の設
定を更新します。
AWS::Pinpoint::VoiceChannel
AWS::Pinpoint::VoiceChannel
リソースでは、アプリケー
ションの音声チャネルの状況
と設定を更新します。
AWS::SageMaker::CodeRepository
AWS::SageMaker::CodeRepository
リソースでは、SageMaker
アカウントのリソースとし
て Git リポジトリを指定しま
す。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::CodeCommit::Repository
および
AWS::EC2::LaunchTemplate。
Code
Code リソースでは、コミッ
トするコードに関する情報を
提供します。
S3
S3 リソースでは、新しいリ
ポジトリにコミットするコー
ドが含まれている Amazon
S3 バケットに関する情報を
提供します。
AWS::EC2::LaunchTemplate
NetworkInterface プロパティ
で、InterfaceType を使
用してネットワークインター
フェイスのタイプを指定しま
す。

API バージョン 2010-05-15
6953

May 23, 2019

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
May 23, 2019
AWS::Backup::BackupPlan、AWS::Backup::BackupSelection、AWS::Backup::Backu
および
AWS::WAFRegional::RegexPatternSet。
AWS::Backup::BackupPlan
バックアップ計画の表示名
(省略可能) と BackupRule オ
ブジェクトの配列が含まれま
す。各オブジェクトがバック
アップルールを指定します。
バックアップ計画の各ルール
は、個別にスケジュールされ
るタスクです。ルールごとに
異なる範囲のAWS リソース
を選択してバックアップでき
ます。
AWS::Backup::BackupSelection
バックアップ計画に割り当て
る一連のリソースを指定しま
す。
AWS::Backup::BackupVault
バックアップを保存する
論理コンテナを作成しま
す。CreateBackupVault リク
エストは、名前、1 つ以上の
リソースタグ (省略可能)、暗
号化キー、およびリクエスト
ID を含みます。
AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet
AWS::PinpointEmail::ConfigurationSet
リソースでは、Amazon
Pinpoint Email API の設定
セットを指定します。
AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination
AWS::PinpointEmail::ConfigurationSetEventDestination
リソースでは、Amazon
Pinpoint Email API での E
メール送信に関するイベント
の送信先を指定します。
AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool
AWS::PinpointEmail::DedicatedIpPool
リソースでは Amazon
Pinpoint Email API の専用 IP
アドレスのグループを指定し
ます。
AWS::PinpointEmail::Identity
AWS::PinpointEmail::Identity
リソースでは、Amazon
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Pinpoint Email API を通じて
E メールを送信するためのア
イデンティティ (E メールア
ドレスまたはドメイン) を指
定します。
AWS::Transfer::Server
AWS の Secure File Transfer
Protocol (SFTP) に基づいて
Auto Scaling 仮想サーバーを
作成します。
AWS::Transfer::User
ユーザーを作成し、既存の
Secure File Transfer Protocol
(SFTP) サーバーと関連付け
ます。
AWS::WafRegional::GeoMatchSet
AWS::WAFRegional::GeoMatchSet
リソースは、AWS WAF で
検索する 1 つ以上の国を含
みます。
AWS::WafRegional::RateBasedRule
AWS::WAFRegional::RateBasedRule
リソースは通常ルールと同じ
ですが、RateBasedRule で
はさらに追加して、指定され
た IP アドレスから 5 分ごと
に着信するリクエストの数を
カウントします。
AWS::WafRegional::RegexPatternSet
AWS::WAFRegional::RegexPatternSet
リソースは、AWS WAF で
検索する正規表現 (regex) パ
ターンを指定します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
May 17, 2019
AWS::AppSync::GraphQLApi、AWS::Cognito::UserPool、AWS::Glue::Classifier、AW
AWS::Glue::DevEndpoint、AWS::Glue::Job、AWS::Glue::Trigger。
AWS::AppSync::GraphQLApi
AdditionalAuthenticationProviders
プロパティを使用して
GraphqlApi API の追加の認
証プロバイダーのリストを指
定します。
Tags プロパティを使用し
て、この GraphQL API の任
意のタグ (キーと値のペア)
のセットを指定します。
AWS::Cognito::UserPool
PasswordPolicy プ
ロパティタイプ
で、TemporaryPasswordValidityDays
プロパティを使用して一時的
なパスワードの有効な日数を
指定します。ユーザーが有効
な日数以内にサインインしな
い場合、管理者はユーザーの
パスワードをリセットする必
要があります。

Note
ユーザープールの
TemporaryPasswordValidityDays
を設定すると、
このユーザープー
ルの廃止された
UnusedAccountValidityDays
値を設定することは
できなくなります。
AWS::Glue::Classifier
CsvClassifier プロパ
ティを使用して、カンマ区切
り値 (CSV) の分類子を指定
します。
AWS::Glue::Crawler
CrawlerSecurityConfiguration
プロパティを使用して、
このクローラで使用する
SecurityConfiguration
構造の名前を指定します。
Tags プロパティを使用し
て、このクローラリクエス
トで使用するタグを指定し
ます。タグを使用してクロー
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ラへのアクセスを制限できま
す。
AWS::Glue::DevEndpoint
SecurityConfiguration
プロパティを使用して、この
DevEndpoint で使用する
SecurityConfiguration
構造の名前を指定します。
Tags プロパティを使用し
て、この DevEndpoint
で使用するタグを指定し
ます。タグを使用して
DevEndpoint へのアクセス
を制限できます。
AWS::Glue::Job
SecurityConfiguration
プロパティを使用して、
このジョブで使用する
SecurityConfiguration
構造の名前を指定します。
Tags プロパティを使用し
て、このジョブで使用するタ
グを指定します。タグを使用
してジョブへのアクセスを制
限できます。
AWS::Glue::Trigger
Tags プロパティを使用し
て、このトリガーで使用する
タグを指定します。タグを使
用してトリガーへのアクセス
を制限できます。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
May 17, 2019
AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings、AWS::Glue::SecurityConfiguration、
および
AWS::MediaStore::Container。
AWS::Glue::DataCatalogEncryptionSettings
指定したカタログのセキュリ
ティ設定を設定します。設定
が完了すると、以後、指定し
た暗号化がすべてのカタログ
書き込みに適用されます。
AWS::Glue::SecurityConfiguration
新しいセキュリティ設定を作
成します。
AWS::MediaStore::Container
AWS::MediaStore::Container
リソースは、オブジェクトを
保持するストレージコンテナ
を指定します。コンテナは
Amazon S3 のバケットに似
ています。
AWS CloudFormation を使用
してコンテナを作成すると、
テンプレートは 5 つの API
アクションのデータを管理
します。これらのアクション
は、コンテナの作成、アクセ
スのログ記録の設定、デフォ
ルトのコンテナポリシーの更
新、Cross-Origin Resource
Sharing (CORS) ポリシーの
追加、およびオブジェクトラ
イフサイクルポリシーの追加
です。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
May 3, 2019
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
ProvisioningArtifactProperties
プロパティタイプ
で、DisableTemplateValidation
を true に設定する
と、AWS Service Catalog は
指定されたプロビジョニング
アーティファクトの検証を停
止します (アーティファクト
が無効な場合でも)。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
May 3, 2019
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping
および
AWS::ApiGatewayV2::DomainName。
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping
AWS CloudFormation
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping
リソースは、API マッピング
を含みます。
AWS::ApiGatewayV2::DomainName
AWS CloudFormation
AWS::ApiGatewayV2::DomainName
リソースでは、API Gateway
の API のわかりやすいカス
タム URL を指定します。

同時スタックオペレーションの
リソース数の制限 (p. 6735)

CloudFormation では、同時ス
April 30, 2019
タックオペレーションのリソース
数に対してアカウント制限を適用
するようになりました。この制限
はリージョン別に決定されます。
詳細については、「AWS
CloudFormation のクォー
タ (p. 9)」を参照してください。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
April 25, 2019
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
および
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion。
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
FunctionConfiguration
プロパティタイプの
MemorySize プロパティと
Timeout プロパティは必須
でなくなりました。
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion
FunctionConfiguration
プロパティタイプの
MemorySize プロパティと
Timeout プロパティは必須
でなくなりました。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
April 18, 2019
AWS::ECS::TaskDefinition、AWS::ElasticLoadBalancingV
2::TargetGroup。
AWS::ECS::TaskDefinition
ProxyConfiguration プ
ロパティを使用して App
Mesh プロキシの設定の詳細
を指定します。
ContainerDefinition プ
ロパティタイプでは、次のプ
ロパティを使用できます。
• DependsOn プロパティで
は、コンテナの起動と停止
に定義されている依存関係
を指定します。
• StartTimeout プロパ
ティでは、コンテナの依存
関係の解決を断念するまで
の待機時間を指定します。
• StopTimeout プロパティ
では、コンテナが正常に終
了しない場合にコンテナを
強制終了するまでの待機時
間を指定します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
HealthCheckEnabled プ
ロパティを使用して、ヘルス
チェックが有効になっている
かどうかを示します。
Port プロパ
ティ、Protocol プロパ
ティ、および VpcId プロパ
ティは、ターゲットタイプが
instance または ip である
場合にのみ必須となりまし
た。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されまし
April 18, 2019
た :AWS::EC2::CapacityReservation。
AWS::EC2::CapacityReservation
予約容量を作成するには、
AWS::EC2::CapacityReservation
リソースを使用します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
April 4, 2019
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::Batch::JobDefinition
ResourceRequirement プロ
パティタイプを使用してコ
ンテナに割り当てるリソース
のタイプと量を指定します。
現在サポートされている唯一
のリソースタイプは GPU で
す。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
Tags プロパティ
は、TagUpdatesOnProvisionedProduct
の RESOURCE_UPDATE 制約
を ALLOWED に設定してタグ
の更新を許可するためにプロ
ビジョニングされた製品を必
要とします。
Tags プロパティは更新時に
中断する必要がなくなりまし
た。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
April 4, 2019
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint。
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint
AWS::ServiceCatalog::ResourceUpdateConstraint
リソースを使用して
AWS サービスカタログの
RESOURCE_UPDATE 制約
を作成します。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
March 28, 2019
AWS::AppStream::Fleet、AWS::AppStream::ImageBuilder、AWS::AppStream::Stac
および AWS::EKS::Cluster。
AWS::AppStream::Fleet、AWS::AppStream::ImageBuilder、
および AWS::AppStream::Stack
Tags プロパティを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
フリート、スタック、または
Image Builder の 1 つ以上の
タグを追加または上書きしま
す。
AWS::EKS::Cluster
Version プロパティの更新
では置換する必要がなくなり
ました。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
March 27, 2019
AWS::AppMesh::Mesh、AWS::AppMesh::Route、AWS::AppMesh::VirtualNode、AW
および
AWS::AppMesh::VirtualService。
AWS::AppMesh::Mesh
AWS::AppMesh::Mesh リ
ソースはメッシュサービス
を指定します。サービスメッ
シュは、サービス間のネット
ワークトラフィックの論理的
な境界であり、サービスはそ
の中に存在します。
AWS::AppMesh::Route
AWS::AppMesh::Route リ
ソースを使用して仮想ルー
ターに関連付けられている
ルートを指定します。
AWS::AppMesh::VirtualNode
AWS::AppMesh::VirtualNode
リソースを使用して、サービ
スメッシュ内の仮想ノードを
指定します。
AWS::AppMesh::VirtualRouter
AWS::AppMesh::VirtualRouter
リソースを使用して、サービ
スメッシュ内の仮想ルーター
を指定します。
AWS::AppMesh::VirtualService
AWS::AppMesh::VirtualService
リソースを使用して、サービ
スメッシュ内の仮想サービス
を指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
March 15, 2019
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition、AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVer
および
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion。
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
および
AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion
AWS::Greengrass::ConnectorDefinition
リソースおよび
AWS::Greengrass::ConnectorDefinitionVersion
リソースでは、コネクタを作
成して管理します。
AWS::Greengrass::CoreDefinition
および
AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion
AWS::Greengrass::CoreDefinition
リソースおよび
AWS::Greengrass::CoreDefinitionVersion
リソースでは、コアを作成し
て管理します。
AWS::Greengrass::DeviceDefinition
および
AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion
AWS::Greengrass::DeviceDefinitionVersion
リソースおよび
AWS::Greengrass::DeviceDefinition
リソースでは、デバイスを作
成して管理します。
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
および
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion
AWS::Greengrass::FunctionDefinitionVersion
リソースおよび
AWS::Greengrass::FunctionDefinition
リソースでは、関数を作成し
て管理します。
AWS::Greengrass::Group および
AWS::Greengrass::GroupVersion
AWS::Greengrass::GroupVersion
リソースおよび
AWS::Greengrass::Group
リソースでは、Greengrass
グループを作成して管理しま
す。
AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion
および
AWS::Greengrass::LoggerDefinition
AWS::Greengrass::LoggerDefinition
リソースおよび
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AWS::Greengrass::LoggerDefinitionVersion
リソースでは、ログ記録を作
成して管理します。
AWS::Greengrass::ResourceDefinition
および
AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
AWS::Greengrass::ResourceDefinitionVersion
リソースおよび
AWS::Greengrass::ResourceDefinition
リソースでは、ローカルリ
ソース、機械学習リソース、
およびシークレットリソース
を作成して管理します。
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
および
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition
リソースおよび
AWS::Greengrass::SubscriptionDefinitionVersion
リソースでは、サブスクリプ
ションを作成して管理しま
す。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
March 14, 2019
AWS::CodeBuild::Project、AWS::OpsWorksCM::Server、
および
AWS::SageMaker::NotebookInstance。
AWS::CodeBuild::Project
Project Source プ
ロパティタイプ
で、GitSubmodulesConfig
プロパティを使用してプロ
ジェクトの Git サブモジュー
ルに関する情報を取得しま
す。
Project S3Logs プ
ロパティタイプ
で、EncryptionDisabled
プロパティを使用して S3 ビ
ルドログの暗号化を無効にし
ます。
AWS::OpsWorksCM::Server
AssociatePublicIpAddress
プロパティを使用してパブ
リック IP アドレスをサー
バーに関連付けます。
AWS::SageMaker::NotebookInstance
RootAccess プロパティを
使用し、ノートブックイン
スタンスのユーザーに対して
ルートアクセスを有効にす
るか無効にするかを指定しま
す。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
March 7, 2019
た: AWS::StepFunctions::Activity
および
AWS::StepFunctions::StateMachine。
AWS::StepFunctions::Activity
Tags プロパティを使用し
て、Step Functions アクティ
ビティにアタッチするタグ
(キーと値のペア) を指定しま
す。
AWS::StepFunctions::StateMachine
Tags プロパティを使用し
て、Step Functions ステート
マシンにアタッチするタグ
(キーと値のペア) を指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
February 28, 2019
AWS::SageMaker::NotebookInstance。
AWS::SageMaker::NotebookInstance
VolumeSizeInGB
プロパティを使用し
て、SageMaker にプロビ
ジョニングしてアタッチする
永続的な機械学習ストレージ
ボリュームのサイズ (GB) を
指定します。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
February 21, 2019
AWS::ApiGateway::ApiKey、AWS::CodeBuild::Project、AWS::Elasticsearch::Domai
および AWS::RDS::DBInstance。
AWS::ApiGateway::ApiKey
Value プロパティを使用し
て API キーの値を指定しま
す。
AWS::CodeBuild::Project
ProjectCache プロパティタ
イプで、Modes プロパティ
を使用して AWS CodeBuild
プロジェクトで使用するタイ
プのキャッシュを指定できま
す。
AWS::Elasticsearch::Domain
NodeToNodeEncryptionOptions
プロパティを使用して、ノー
ド間の暗号化を有効にするか
どうかを指定します。
AWS::RDS::DBCluster
SourceRegion プロパティ
を使用して、DB クラスター
のレプリケート時にソース
DB クラスターが含まれてい
るAWS リージョンを指定し
ます。
AWS::RDS::DBInstance
UseDefaultProcessorFeatures
プロパティを使用して、DB
インスタンスの DB インスタ
ンスクラスでデフォルトのプ
ロセッサ機能を使用すること
を指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
February 21, 2019
AWS::RAM::ResourceShare、AWS::RoboMaker::Fleet、AWS::RoboMaker::Robot、
および
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion。
AWS::RAM::ResourceShare
AWS::RAM::ResourceShare
リソースでは、Amazon
ResourceShare を作成、更
新、および削除します。
AWS::RoboMaker::Fleet
AWS::RoboMaker::Fleet
リソースでは、AWS
RoboMaker フリートを作成
します。
AWS::RoboMaker::Robot
AWS::RoboMaker::Robot
では、AWS RoboMaker ロ
ボットを作成します。
AWS::RoboMaker::RobotApplication
AWS::RoboMaker::RobotApplication
リソースでは、AWS
RoboMaker ロボットアプリ
ケーションを作成します。
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion
リソースでは、AWS
RoboMaker ロボットアプリ
ケーションのバージョンを作
成します。
AWS::RoboMaker::SimulationApplication
AWS::RoboMaker::SimulationApplication
リソースでは、AWS
RoboMaker シミュレーショ
ンアプリケーションを作成し
ます。
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion
リソースでは、AWS
RoboMaker シミュレーショ
ンアプリケーションのバー
ジョンを作成します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::CodeBuild::Project。

February 15, 2019

AWS::CodeBuild::Project
ProjectTriggers プ
ロパティタイプ
で、WebhookFilters プ
ロパティを使用して新しい
AWS CodeBuild ビルドをト
リガーする Webhook イベン
トを指定できます。
新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
February 15, 2019
AWS::FSx::FileSystem、AWS::KinesisAnalyticsv2::Application、AWS::KinesisAnaly
および
AWS::KinesisAnalyticsv2::ApplicationReferenceDataSource。
AWS::FSx::FileSystem
AWS::FSx::FileSystem
リソースでは、新しい FSx
for Lustre または FSx for
Windows File Server ファイ
ルシステムを作成します。
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application
リソースでは、Amazon
Kinesis Data Analytics アプ
リケーションを作成します。
AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption

AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationCloudWatchLoggingOption
リソースでは、Amazon
CloudWatch ログストリーム
を追加してアプリケーション
の設定エラーをモニタリング
します。
AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput
AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationOutput
リソースでは、SQL ベー
スの Amazon Kinesis Data
Analytics アプリケーション
の出力設定を記述します。
AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
AWS::KinesisAnalyticsV2::ApplicationReferenceDataSource
リソースでは、SQL ベー
スの Amazon Kinesis Data
Analytics アプリケーション
のリファレンスデータソース
を記述します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
February 8, 2019
AWS::OpsWorksCM::Server、AWS::ServiceDiscovery::Instance、
および
AWS::ServiceDiscovery::Service。
AWS::OpsWorksCM::Server
EngineAttributes が更
新され、AWS OpsWorks for
Puppet Enterprise マスター
サーバーを作成するために使
用できる追加の属性を含まれ
ました。
AWS::ServiceDiscovery::Instance
InstanceAttributes プ
ロパティは String map 値
を使用するようになりまし
た。
AWS::ServiceDiscovery::Service
DNSConfig プロパティは必
須でなくなりました。
HealthCheckCustomConfig
プロパティの更新では、置換
が必要になりました。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されまし
February 8, 2019
た。AWS::ApiGatewayV2::Api、
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer、AWS::ApiGatewayV2::Deployment、
AWS::ApiGatewayV2::Integration、AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse、AW
および
AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS::ApiGatewayV2::Api
AWS::ApiGatewayV2::Api
リソースでは、API Gateway
WebSocket API を管理しま
す。
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer
リソースでは、API Gateway
オーソライザー関数を表しま
す。
AWS::ApiGatewayV2::Deployment
AWS::ApiGatewayV2::Deployment
リソースでは、API Gateway
WebSocket API デプロイを
作成します。
AWS::ApiGatewayV2::Integration
AWS::ApiGatewayV2::Integration
リソースでは、API Gateway
ルートで呼び出すターゲット
バックエンドに関する情報を
指定します。
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse
リソースでは、ルートのバッ
クエンドで WebSocket メッ
セージの処理を完了した後で
API Gateway から送信する
レスポンスを指定します。
AWS::ApiGatewayV2::Model
AWS::ApiGatewayV2::Model
リソースでは、API Gateway
WebSocket API のルートリ
クエストまたはレスポンス
ペイロードの構造を定義しま
す。
AWS::ApiGatewayV2::Route
AWS::ApiGatewayV2::Route
リソースでは、WebSocket
メッセージペイロードに存在
する必要がある情報を指定し
ます。
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AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse
リソースでは、API Gateway
WebSocket API にメッセー
ジを送信するクライアントに
送信できるレスポンスを定義
します。
AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS::ApiGatewayV2::Stage
リソースでは、API Gateway
WebSocket API デプロイの
ステージを作成します。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
January 24, 2019
AWS::CodeBuild::Project および
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener。
AWS::CodeBuild::Project
Environment プロ
パティタイプの
ImagePullCredentialsType
プロパティを使用して、ビル
ドのイメージをプルするため
に AWS CodeBuild で使用す
る認証情報のタイプを指定で
きます。
Environment プロ
パティタイプの
RegistryCredential プ
ロパティを使用して、プライ
ベート Docker レジストリへ
のアクセスを提供する認証情
報を提供できます。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Network Load Balancers の
TLS リスナーを作成しま
す。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
AWS::OpsWorksCM::Server。
AWS::OpsWorksCM::Server
AWS::OpsWorksCM::Server
リソースでは、AWS
OpsWorks for Chef
Automate サーバーまたは
AWS OpsWorks for Puppet
Enterprise サーバーを作成し
ます。
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UpdateReplacePolicy 属性を追加
しました (p. 6735)

UpdateReplacePolicy 属性では、 January 23, 2019
スタック更新オペレーションで
リソースを置き換えるときに、リ
ソースの既存の物理インスタンス
を保持したり、必要に応じてバッ
クアップしたりします。
詳細については、「UpdatePolicy
属性」を参照してください。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
January 17, 2019
AWS::Inspector::AssessmentTarget。
AWS::Inspector::AssessmentTarget
ResourceGroupArn プロ
パティは必須でなくなりま
した。指定しない場合は、
現在のリージョンにおける
AWS アカウントのすべての
Amazon EC2 インスタンス
が評価ターゲットに含まれま
す。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
January 10, 2019
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
ProductId プロパティは更
新時に中断する必要がなくな
りました。
ProductName プロパティは
更新時に中断する必要がなく
なりました。
ProductName を指定する
と、この ProductName を
持つ製品が 1 つだけアカウ
ント/リージョンに存在する
場合は、スタックを作成また
は更新するたびに、この名前
が ProductId に正常に解決
されます。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
January 10, 2019
AWS::DocDB::DBCluster、AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup、AWS::DocDB
および
AWS::DocDB::DBSubnetGroup。
AWS::DocDB::DBCluster
AWS::DocDB::DBCluster
リソースでは、Amazon
DocumentDB クラスターを
管理します。
AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup
AWS::DocDB::DBClusterParameterGroup
リソースでは、Amazon
DocumentDB クラスターパ
ラメータグループを管理しま
す。
AWS::DocDB::DBInstance
AWS::DocDB::DBInstance
リソースでは、Amazon
DocumentDB インスタンス
を管理します。
AWS::DocDB::DBSubnetGroup
AWS::DocDB::DBSubnetGroup
リソースでは、Amazon
DocumentDB サブネットグ
ループを記述します。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
January 3, 2019
AWS::AmazonMQ::Broker、AWS::AmazonMQ::Configuration、
および
AWS::SageMaker::Model。
AWS::AmazonMQ::Broker
Tags プロパティでは、コス
ト割り当てのタグ付け用に
キーと値のペアの配列を指定
します。
AWS::AmazonMQ::Configuration
Tags プロパティでは、コス
ト割り当てのタグ付け用に
キーと値のペアの配列を指定
します。
AWS::SageMaker::Model
Containers プロパティで
は、推論パイプラインのコン
テナのリストを指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
January 3, 2019
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation。
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
リソースでは、Amazon
Route 53 リゾルバーの
ルールと、Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
で作成した VPC を関連付け
ます。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た。AWS::AmazonMQ::Broker
AWS::AmazonMQ::Broker
Fn::Getatt 組み込み関数
を使用して、以下の属性を使
用できるようになりました。
• IpAddresses
• MqttEndpoints
• OpenWireEndpoints
• AmqpEndpoints
• StompEndpoints
• WssEndpoints
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
December 13, 2018
AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation、AWS::IoTAnalytics::Channel、AWS::I
および
AWS::IoTAnalytics::Pipeline。
AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation
AWS::AmazonMQ::ConfigurationAssociation
リソースでは、設定をブロー
カーに関連付けるか、指定し
た設定の関連付けに関する情
報を返します。
AWS::IoTAnalytics::Channel
AWS::IoTAnalytics::Channel
リソースでは、チャネル
を作成します。チャネル
は、MQTT トピックから
データを収集し、未処理の
raw メッセージをアーカイブ
してから、データをパイプラ
インに発行します。
AWS::IoTAnalytics::Dataset
AWS::IoTAnalytics::Dataset
リソースでは、データセット
を作成します。データセット
は、データストアからデータ
を取得し、機械学習ツールを
使用してデータの探索および
分析を可能にします。
AWS::IoTAnalytics::Datastore
AWS::IoTAnalytics::Datastore
リソースでは、データストア
を作成します。データストア
は、パイプラインを通して処
理されたチャネルのメッセー
ジを保持します。
AWS::IoTAnalytics::Pipeline
AWS::IoTAnalytics::Pipeline
リソースでは、パイプライン
を作成します。パイプライン
では、1 つ以上のチャネルの
メッセージが消費され、それ
らのメッセージをデータスト
アへの保存前に処理できま
す。
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スタックインスタンスオペレー
ションの制限 (p. 6735)

StackSet では、管理者アカウン
December 13, 2018
トごとに、特定のリージョンで同
時に最大 1500 のスタックインス
タンスオペレーションを実行でき
ます。
詳細については、「AWS
CloudFormation のクォー
タ (p. 9)」を参照してください。

CAPABILITY_AUTO_EXPAND
が利用可能になりまし
た。 (p. 6735)

CAPABILITY_AUTO_EXPAND 機 December 7, 2018
能を使用すると、マクロを含む
スタックテンプレートから直接ス
タックを作成または更新すること
ができます。最初に変更セット内
の変更を確認する必要はありませ
ん。
詳細については、AWS
CloudFormation API Reference
の「CreateStack」、または
「UpdateStack」を参照してくだ
さい。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::CodeBuild::Project。

December 6, 2018

AWS::CodeBuild::Project
• Environment プロパティタ
イプの Certificate プ
ロパティを使用して、ビル
ドプロジェクトで使用する
証明書を指定できます。
• Artifacts プロパ
ティタイプの
ArtifactIdentifier
プロパティを使用して、プ
ロジェクトアーティファク
トを識別できます。
• Source プロパティタイプ
の SourceIdentifier
プロパティを使用して、プ
ロジェクトソースを識別で
きます。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::Lambda::Function。
AWS::Lambda::Function
Layers プロパティを使用し
て、関数の実行環境に追加
する関数レイヤーの Amazon
リソースネーム (ARN) のリ
ストを指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
November 29, 2018
AWS::Lambda::LayerVersion、AWS::Lambda::LayerVersionPermission。
AWS::Lambda::LayerVersion
AWS CloudFormation
AWS::Lambda::LayerVersion
リソースでは、AWS
Lambda のレイヤーバージョ
ンを作成します。
AWS::Lambda::LayerVersionPermission
AWS CloudFormation
AWS::Lambda::LayerVersionPermission
リソースでは、他のアカウ
ントに AWS Lambda のレイ
ヤーバージョンを使用するア
クセス許可を付与します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
November 28, 2018
AWS::DynamoDB::Table、AWS::EC2::Instance、
および
AWS::ServiceDiscovery::Service。
AWS::DynamoDB::Table
BillingMode プロパティを
使用して、読み書きのスルー
プットに対する課金方法と容
量の管理方法を指定します。
ProvisionedThroughput
プロパティは条件付きになり
ました。
GlobalSecondaryIndex
プロパティタイプの
ProvisionedThroughput
プロパティは条件付きになり
ました。
AWS::EC2::Instance
ElasticInferenceAccelerators
プロパティを使用して、イン
スタンスの Elastic Inference
アクセラレーターのリストを
指定します。
LicenseSpecifications
プロパティを使用して、ライ
センス設定のリストをインス
タンスに関連付けます。
AWS::ServiceDiscovery::Service
NamespaceId プロパティを
使用して、サービスの作成に
使用する名前空間の ID を指
定します。
DnsConfig プロパティタイプ
の RoutingPolicy プロパ
ティを使用して、インスタ
ンスの登録およびこのサービ
スの指定を行うときに AWS
Cloud Map で作成するすべ
ての DNS レコードに適用す
るルーティングポリシーを指
定します。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
November 28, 2018
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace。
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace
HttpNamespace リソース
では、Cloud Map 用の HTTP
名前空間を作成します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
November 26, 2018
AWS::EC2::TransitGateway、AWS::EC2::TransitGatewayAttachment、AWS::EC2::T
および
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation。
AWS::EC2::TransitGateway
AWS::EC2::TransitGateway
リソースでは、トランジッ
トゲートウェイ を作成しま
す。
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment
リソースでは、VPC と トラ
ンジットゲートウェイ の間
にアタッチメントを作成しま
す。
AWS::EC2::TransitGatewayRoute
AWS::EC2::TransitGatewayRoute
リソースでは、トランジット
ゲートウェイ ルートテーブ
ルの静的ルートを作成しま
す。
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable
リソースでは、トランジット
ゲートウェイ のルートテー
ブルを作成します。
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation
リソースでは、添付ファイル
を トランジットゲートウェ
イ のルートテーブルに関連
付けます。
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation
リソースでは、添付ファイル
のルート伝播を有効にしま
す。

API バージョン 2010-05-15
6979

AWS CloudFormation ユーザーガイド

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
November 20, 2018
Alexa::ASK::Skill、AWS::AppSync::FunctionConfiguration、AWS::EC2::EC2Fleet、A
および
AWS::Route53Resolver::ResolverRule。
Alexa::ASK::Skill
Alexa::ASK::Skill リ
ソースでは、Alexa スキルを
作成します。
AWS::AppSync::FunctionConfiguration
AWS::AppSync::FunctionConfiguration
リソースでは、AWS
AppSync の appsync データ
ソースで定義された関数を記
述します。
AWS::EC2::EC2Fleet
AWS::EC2::EC2Fleet リ
ソースでは、インスタンスタ
イプ別、AMI 別、アベイラ
ビリティーゾーン別、または
サブネット別に異なる起動仕
様を複数含めることができ
る EC2 フリートを起動しま
す。
AWS::Kinesis::StreamConsumer
AWS::Kinesis::StreamConsumer
リソースでは、Kinesis デー
タストリームにコンシュー
マーを登録します。
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
リソースでは、Amazon
Route 53 のインバウンドエ
ンドポイントまたはアウトバ
ウンドエンドポイントの設定
を指定します。
AWS::Route53Resolver::ResolverRule
AWS::Route53Resolver::ResolverRule
リソースでは、Amazon
Route 53 の VPC から DNS
クエリをルーティングする
方法を指定する、レゾルバー
ルールに関する詳細情報を指
定します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
November 19, 2018
AWS::ApiGateway::Deployment、AWS::ApiGateway::Stage、AWS::AutoScaling::Au
および AWS::SNS::Topic。
AWS::ApiGateway::Deployment
StageDescription プロパティ
タイプの Tags プロパティを
使用して、ステージに関連
付ける AWS CloudFormation
リソースタグを指定します。
AWS::ApiGateway::Stage
Tags プロパティを使用し
て、ステージに関連付ける
AWS CloudFormation リソー
スタグを指定します。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
MixedInstancesPolicy
プロパティを使用して、複
数のインスタンスタイプにわ
たってオンデマンドインスタ
ンスとスポットインスタンス
の組み合わせをプロビジョニ
ングします。Auto Scaling グ
ループを作成するときに、最
上位オブジェクトのパラメー
タとして起動設定またはテン
プレートを指定することも、
混合インスタンスポリシーを
指定することもできますが、
両方を同時に指定することは
できません。
AWS::EC2::EIP
PublicIpv4Pool プロパ
ティを使用して、アドレス
プールからアドレスを選択す
ることを Amazon EC2 に許
可するために、所有するアド
レスプールの ID を指定しま
す。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Action プロパティタイプで
は、次のプロパティを使用で
きます。
• AuthenticateCognitoConfig
プロパティを使用し
て、Amazon Cognito と統
合してユーザーを認証する
ときに使用するリクエスト
パラメータを指定します。
• AuthenticateOidcConfig
プロパティを使用し
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て、OpenID Connect
(OIDC) に準拠している ID
プロバイダー (IdP) を使用
してユーザーを認証すると
きのパラメータをリクエス
トします。
• FixedResponseConfig
プロパティを使用して、カ
スタム HTTP レスポンス
を返すアクションに関する
情報を指定します。
• RedirectConfig プロパ
ティを使用して、リダイレ
クトアクションに関する情
報を指定します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
Actions プロパティタイプで
は、次のプロパティを使用で
きます。
• AuthenticateCognitoConfig
プロパティを使用し
て、Amazon Cognito と統
合してユーザーを認証する
ときに使用するリクエスト
パラメータを指定します。
• AuthenticateOidcConfig
プロパティを使用し
て、OpenID Connect
(OIDC) に準拠している ID
プロバイダー (IdP) を使用
してユーザーを認証すると
きのパラメータをリクエス
トします。
• FixedResponseConfig
プロパティを使用して、カ
スタム HTTP レスポンス
を返すアクションに関する
情報を指定します。
• RedirectConfig プロパ
ティを使用して、リダイレ
クトアクションに関する情
報を指定します。
AWS::EMR::Cluster
HadoopJarStepConfig プ
ロパティタイプを使用し
て、main 関数が実行される
JAR ファイルで構成される
ジョブフローステップを指定
します。
StepConfig プロパティタイ
プを使用して、クラスター
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(ジョブフロー) ステップを指
定します。
KeyValue プロパティタイプ
を使用して、キーと値のペア
を指定します。
JobFlowInstancesConfig
プロパティタイプの
KeepJobFlowAliveWhenNoSteps
プロパティを使用して、すべ
てのステップの完了後にクラ
スターを利用可能にしておく
かどうかを指定します。
AWS::OpsWorks::Layer
VolumeConfiguration プロパ
ティタイプの Encrypted
プロパティを使用し
て、Amazon EBS ボリュー
ムを暗号化するかどうかを指
定します。
AWS::RDS::DBCluster
DeletionProtection プ
ロパティを使用して、DB ク
ラスターで削除保護を有効に
するかどうかを指定します。
この値が true に設定されて
いる場合、データベースは
削除できません。保護されて
いるクラスターでスタックを
削除する場合は、スタック
を削除する前に、この値を
false に更新します。
AWS::RDS::DBInstance
DB インスタンスを削除す
るときに自動バックアップ
を削除 (true) するか、保持
(false) するかを指定するに
は、DeleteAutomatedBackups
プロパティを使用します。デ
フォルト: true。
DeletionProtection プ
ロパティを使用して、DB イ
ンスタンスで削除保護を有
効にするかどうかを指定しま
す。この値が true に設定さ
れている場合、データベース
は削除できません。保護され
ているインスタンスでスタッ
クを削除する場合は、スタッ
クを削除する前に、この値を
false に更新します。
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AWS::S3::Bucket
PublicAccessBlockConfiguration
プロパティを使用し
て、Amazon S3 バケットの
パブリックアクセス設定を指
定します。
AWS::SNS::Topic
KmsMasterKeyId プロパ
ティを使用して、AWS KMS
key 識別子を指定します。
キー ID、キー ARN、キーエ
イリアスのいずれかを指定で
きます。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
AWS::CodePipeline::Pipeline。

November 13, 2018

AWS::CodePipeline::Pipeline
ArtifactStores プ
ロパティを使用して
ArtifactStoreMap マッ
ピングのリストを指定しま
す。パイプラインリージョ
ンと、パイプライン内の
各クロスリージョンのアク
ションに対して、アーティ
ファクトストアが必要で
す。ArtifactStore また
は ArtifactStores のみを
使用できます。両方使用する
ことはできません。
[Actions] (アクション) プロ
パティタイプの Region プ
ロパティを使用して、useast-1 などのアクションの
AWS リージョンを指定しま
す。
スタックドリフト検出の追
加 (p. 6735)

ドリフトの検出により、ス
November 13, 2018
タックの実際の設定が、AWS
CloudFormation 内で定義されて
いる、意図されたテンプレート設
定と異なっていたり、ドリフトし
ていないか確認できます。AWS
CloudFormation でスタック全体
またはスタックのリソース別のド
リフトを検出できます。
詳細については、「スタックとリ
ソースに対するアンマネージド型
設定変更の検出」を参照してくだ
さい。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更
November 9, 2018
新されています:
AWS::ApiGateway::Deployment、AWS::ApiGateway::Stage、AWS::CloudWatch::Al
AWS::IAM::User、AWS::IoT::TopicRule、AWS::KMS::Key、AWS::RDS::DBCluster、
および
AWS::Workspaces::Workspace。
AWS::ApiGateway::Deployment
StageDescription プロパティ
タイプの TracingEnabled
プロパティを使用して、この
ステージで X 線によるアク
ティブなトレースを有効にす
るかどうかを指定します。
AWS::ApiGateway::Stage
TracingEnabled プロパ
ティを使用して、このステー
ジで X 線によるアクティブ
なトレースを有効にするかど
うかを指定します。
AWS::CloudWatch::Alarm
DatapointsToAlarm プロ
パティを使用して、データポ
イントの数にアラームがトリ
ガーされるしきい値を指定し
ます。これは、「N 個中 M
個」のアラームを設定してい
る場合にのみ使用されます。
その場合、この値は M にな
ります。
AWS::EC2::SecurityGroupIngress
SourcePrefixListId
プロパティを使用し
て、Amazon VPC エンドポ
イントの AWS サービスプレ
フィックスを指定します。
AWS::IAM::Role
PermissionsBoundary プ
ロパティを使用して、ロール
にアクセス許可境界を設定す
るために使用されるポリシー
を指定します。
AWS::IAM::User
PermissionsBoundary プ
ロパティを使用して、ユー
ザーにアクセス許可境界を設
定するために使用されるポリ
シーを指定します。

API バージョン 2010-05-15
6985

AWS CloudFormation ユーザーガイド

AWS::IoT::TopicRule
TopicRulePayload
プロパティタイプの
ErrorActions プロパティ
を使用してエラーの発生時に
実行するアクションを指定し
ます。
Action プロパティタイプで
は、次のプロパティを使用で
きます。
• IoTAnalytics プロ
パティを使用してメッ
セージデータを AWS IoT
Analytics チャネルに送信
します。
• StepFunctionsAction
プロパティを使用し
て、Step Functions ステー
トマシンの実行を開始しま
す。
AWS::KMS::Key
待機期間を日数で指定し、
その期間の後に AWS Key
Management Service で
AWS KMS key を削除するに
は、PendingWindowInDays
プロパティを使用します。
AWS::RDS::DBInstance
EnableCloudwatchLogsExports
プロパティで
は、CloudWatch Logs にエ
クスポートするために有効に
する必要があるログタイプの
リストを指定します。
EnableIAMDatabaseAuthentication
プロパティを使用し
て、AWS Identity and
Access Management (IAM)
アカウントのデータベースア
カウントへのマッピングを有
効にします。
EnablePerformanceInsights
プロパティを使用して DB イ
ンスタンスで パフォーマン
スインサイトを有効化しま
す。
PerformanceInsightsKMSKeyId
プロパティを使用し
て、Performance Insights
データを暗号化するため
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の KMS key 識別子を指
定します。KMS key ID
は、AWS KMS 暗号化キー
の Amazon リソースネーム
(ARN)、KMS key 識別子、
または KMS key エイリアス
です。
PerformanceInsightsRetentionPeriod
プロパティを使用して、パ
フォーマンスインサイトデー
タを保持する期間を日数で指
定します。
ProcessorFeatures プロ
パティを使用して、DB イン
スタンスの DB インスタンス
クラスの CPU コア数と、コ
アごとのスレッド数を指定し
ます。
PromotionTier プロパ
ティを使用して、既存のプラ
イマリインスタンスに障害が
発生した後に Aurora レプリ
カをプライマリインスタンス
に昇格させる順序を指定しま
す。
AWS::RDS::DBCluster
EnableCloudwatchLogsExports
プロパティで
は、CloudWatch Logs にエ
クスポートするために有効に
する必要があるログタイプの
リストを指定します。
EnableIAMDatabaseAuthentication
プロパティを使用し
て、AWS Identity and
Access Management (IAM)
アカウントのデータベースア
カウントへのマッピングを有
効にします。
BacktrackWindow プロパ
ティを使用して、ターゲット
のバックトラックウィンドウ
を秒単位で指定します。バッ
クトラックを無効にするに
は 0 を指定します。指定す
る場合、このプロパティには
0～259,200 (72 時間) の数字
1 つを設定する必要がありま
す。
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AWS::Route53::RecordSet
MultiValueAnswer プロ
パティを使用して、ウェ
ブサーバーなどの複数のリ
ソースにトラフィックをほ
ぼランダムにルーティング
します。各リソースに複数
値回答レコードを 1 つ作成
し、MultiValueAnswer に
true を指定します。
AWS::S3::Bucket
RegionalDomainName 属
性と Fn::GetAtt 関数を使用
して、指定したバケットの
リージョンドメイン名を返し
ます。
AWS::Workspaces::Workspace
Tags プロパティを使用し
て、WorkSpace にアタッチ
するタグ (キーと値のペア)
を指定します。
WorkspaceProperties
プロパティを使用し
て、WorkSpace に関する情
報を指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
November 9, 2018
AWS::DLM::LifecyclePolicy、AWS::SecretsManager::ResourcePolicy、AWS::Secret
および
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment。
AWS::DLM::LifecyclePolicy
AWS::DLM::LifecyclePolicy
リソースは、Amazon Data
Lifecycle Manager のライフ
サイクルポリシーを作成しま
す。
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy
リソースでは、リソースベー
スのポリシーを定義し、それ
を Secrets Manager に格納
されているシークレットにア
タッチします。
AWS::SecretsManager::RotationSchedule
AWS::SecretsManager::RotationSchedule
リソースでは、シークレット
のローテーションを設定しま
す。
AWS::SecretsManager::Secret
AWS::SecretsManager::Secret
リソースでは、シークレット
を作成して Secrets Manager
に保存します。
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment
リソースでは、Secrets
Manager シークレットとそ
れに関連付けられているデー
タベースとの間の最終リンク
を完成させます。
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secretsmanager の動的な
参照が利用可能になりまし
た。 (p. 6735)

November 9, 2018
secretsmanager の動的な
参照を使用し、AWS Secrets
Manager に保存されている全体
のシークレットまたはシークレッ
ト値をテンプレートで使用する
ために取得します。シークレッ
トとは、データベース認証情報、
パスワード、サードパーティー
の API キーなどの任意のテキス
トです。secretsmanager の動
的な参照を使用すると、Secrets
Manager や CloudFormation で解
決済みのシークレットの値が記録
または保持されなくなります。
詳細については、「動的な参照を
使用してテンプレート値を指定す
る」を参照してください。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
November 1, 2018
AWS::SSM:MaintenanceWindow。
AWS::SSM:MaintenanceWindow
StartDate および
StartDate プロパティタ
イプを使用して、メンテナ
ンスウィンドウをアクティ
ブまたは非アクティブに
するタイミングを指定しま
す。ScheduleTimezone プ
ロパティタイプを使用して、
スケジュールされたメンテ
ナンスウィンドウの実行の
基準となるタイムゾーンを
Internet Assigned Numbers
Authority (IANA) 形式で指定
します。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
October 25, 2018
AWS::AppSync::DataSource、AWS::AppSync::Resolver、AWS::AutoScalingPlans::
および AWS::IoT1Click::Project。
AWS::AppSync::DataSource
RelationalDatabaseConfig
プロパティタイプ
を使用して、AWS
AppSync データソースの
RelationalDatabaseConfig を
指定します。
HttpConfig プ
ロパティタイプの
AuthorizationConfig プ
ロパティを使用して AWS
AppSync http データソース
の認証タイプと設定を指定し
ます。
AWS::AppSync::Resolver
PipelineConfig プロパ
ティタイプを使用して、関
数と接続するための AWS
AppSync データソースの
PipelineConfig を指定しま
す。
AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
ScalingInstruction プ
ロパティタイプを使用し
て、AWS Auto Scaling ス
ケーリングプランの Amazon
EC2 Auto Scaling グループ
のスケーリング設定の一部と
して予測スケーリングを設定
します。
PredefinedLoadMetricSpecification
プロパティタイプを使用し
て、AWS Auto Scaling で使
用する予測スケーリング用の
事前定義された負荷メトリク
スを指定します。
CustomizedLoadMetricSpecification
プロパティタイプを使用し
て、AWS Auto Scaling で使
用する予測スケーリング用の
カスタマイズされた負荷メト
リクスを指定します。
AWS::Batch::JobDefinition
AWS::Batch::JobDefinition
リソースが、AWS Batch マ
ルチノード並列ジョブをサ
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ポートするように更新されま
した。
AWS::Batch::ComputeEnvironment
AWS::Batch::ComputeEnvironment
リソースが、Amazon EC2
起動テンプレートとプレース
メントグループをサポートす
るように更新されました。
AWS::CloudWatch::Alarm
返されるメトリクスデータを
指定するには、Metrics プ
ロパティを使用します。
MetricName、Namespace、
および Period プロパティ
は省略可能になりました。
AWS::IoT1Click::Placement
PlacementName プロパ
ティはオプションになりまし
た。
AWS::IoT1Click::Project
ProjectName プロパティは
オプションになりました。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
October 25, 2018
AWS::AppStream::DirectoryConfig、AWS::AppStream::Fleet、AWS::AppStream::Im
AWS::AppStream::DirectoryConfig
AWS::AppStream::DirectoryConfig
リソースを使用し
て、Amazon AppStream
2.0 フリートおよび Image
Builder を Microsoft Active
Directory ドメインに参加さ
せるために必要な設定情報を
記述します。
AWS::AppStream::Fleet
AWS::AppStream::Fleet
リソースを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
のフリートを作成します。フ
リートは、指定したイメージ
を実行するストリーミングイ
ンスタンスで構成されていま
す。
AWS::AppStream::ImageBuilder
AWS::AppStream::ImageBuilder
リソースを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
用の Image Builder を作成し
ます。
AWS::AppStream::Stack
AWS::AppStream::Stack
リソースを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
ユーザーに対してストリーミ
ングアプリケーションを開始
するためのスタックを作成し
ます。
AWS::AppStream::StackFleetAssociation
AWS::AppStream::StackFleetAssociation
リソースを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
のスタックをフリートに関連
付けます。
AWS::AppStream::StackUserAssociation
AWS::AppStream::StackUserAssociation
リソースを使用し
て、Amazon AppStream 2.0
用に指定されたスタックを
指定されたユーザーに関連付
けます。ユーザープール内の
ユーザーは、Active Directory
ドメインに参加しているフ
API バージョン 2010-05-15
6993

AWS CloudFormation ユーザーガイド

リートを持つスタックに割り
当てることはできません。
AWS::AppStream::User
AWS::AppStream::User
リソースを使用し、Amazon
AppStream 2.0 のユーザー
プールに新しいユーザーを作
成します。
更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
October 18, 2018
た。AWS::AmazonMQ::Broker、AWS::GuardDuty::Detector、
および
AWS::SSM::PatchBaseline。
AWS::AmazonMQ::Broker
Amazon MQ はエンジンバー
ジョン 5.15.6 および 5.15.0
をサポートするようになりま
した。プロパティの変更は以
下のとおりです。
• EngineVersion プロパ
ティは更新時に一時的な中
断が必要です。
• AutoMinorVersionUpgrade
プロパティは更新時に中断
する必要がなくなりまし
た。
AWS::GuardDuty::Detector
FindingPublishingFrequency
プロパティを使用して、それ
以降の結果の発生に関して送
信される通知の頻度を指定し
ます。
AWS::SSM::PatchBaseline
PatchSource プロパティタ
イプを使用して、ターゲット
インスタンスの更新に使用す
るパッチに関する情報を提供
します。

新しいリソース (p. 6735)

AWS::Events::EventBusPolicy リ
ソースを追加しました。

October 18, 2018

AWS::Events::EventBusPolicy
AWS::Events::EventBusPolicy
リソースを使用して、ユー
ザーのアカウントにイベント
を送信する他の AWS アカウ
ントにアクセス許可を付与し
ます。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されていま
September 20, 2018
す。AWS::ApiGateway::Deployment、AWS::ApiGateway::Method、AWS::ApiGatew
および AWS::RDS::DBCluster。
AWS::ApiGateway::Deployment
DeploymentCanarySettings
プロパティを使用し
て、Canary デプロイの設定
を指定します。
StageDescription プロパティ
タイプでは、次のプロパティ
を使用できます。
• AccessLogSetting プロ
パティを使用して、この段
階でアクセスを記録するた
めの設定を指定します。
• CanarySetting プロパ
ティを使用して、この段階
で Canary デプロイの設定
を指定します。
AWS::ApiGateway::Method
AuthorizationScopes プ
ロパティを使用して、メソッ
ドに設定されている認可ス
コープの一覧を指定します。
Integration プロパティタイプ
では、次のプロパティを使用
できます。:
• connectionType=VPC_LINK
の場合、ConnectionId
プロパティを使用して、
統合に使用される VpcLink
の ID を指定します。
• ConnectionType プロパ
ティを使用して、統合エン
ドポイントへのネットワー
ク接続の種類を指定しま
す。
• TimeoutInMillis プロ
パティを使用して、50～
29,000 ミリ秒のカスタム
タイムアウトを指定しま
す。
AWS::ApiGateway::Stage
AccessLogSetting プロパ
ティを使用して、この段階で
アクセスを記録するための設
定を指定します。
CanarySetting プロパ
ティを使用して、この段階で
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Canary デプロイの設定を指
定します。
AWS::ApiGateway::UsagePlan
ApiStage プロパティタイプ
の Throttle プロパティを
使用して、使用計画の API
ステージのメソッドレベルの
調整情報を含むマップを指定
します。
AWS::CodeBuild::Project
LogsConfig プロパティ
を使用して、プロジェクト
のログを指定します。ログ
は、CloudWatch Logs、特
定の S3 バケットへのアップ
ロード、またはその両方にな
ります。
LogsConfig プロパティタイ
プでは、次のプロパティを使
用できます。
• CloudWatchLogs
プロパティを使用し
て、CloudWatch Logs に
関する詳細を指定します。
• S3Logs プロパティを使用
して、S3 バケットにアッ
プロードされたログに関す
る詳細を指定します。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
Ec2TagSet プロパティを使
用して、EC2 インスタンス
に適用されるタグのグループ
に関する情報を指定します。
デプロイグループには、すべ
てのタググループによって識
別される EC2 インスタンス
のみが含まれます。
OnPremisesInstanceTagSet
プロパティを使用して、オン
プレミスインスタンスに適用
されるタグのグループに関す
る情報を指定します。展開グ
ループには、すべてのタググ
ループによって識別されるオ
ンプレミスインスタンスのみ
が含まれます。
DeliverLogsPermissionArn
および LogGroupName プロ
パティは必須でなくなりまし
た。
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AWS::EC2::FlowLog
LogDestination プロパ
ティを使用して、フローロ
グデータの発行先を指定しま
す。
LogDestinationType プ
ロパティを使用して、フロー
ログデータの発行先のタイ
プを指定します。フローログ
データは CloudWatch Logs
または Amazon S3 に発行で
きます。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotFleetRequestConfigData
プロパティタイプの
InstanceInterruptionBehavior
プロパティを使用して、ス
ポットインスタンスが中断
されたときの動作を指定しま
す。
SpotFleetRequestConfigData
プロパティタイプ
で、LoadBalancersConfig
プロパティを使用して、ス
ポット群のリクエストに添
付する 1 つ以上の Classic
Load Balancer とターゲット
グループを指定します。ス
ポット群は、実行中のスポッ
トインスタンスを、指定され
た Classic Load Balancer と
ターゲットグループに登録し
ます
Placement プロパティタイ
プで、Tenancy プロパティ
を使用してインスタンスの
テナンシーを指定します (イ
ンスタンスが VPC で実行さ
れている場合)。専有テナン
シーを持つインスタンスは、
シングルテナントのハード
ウェアで実行されます。ホス
トテナンシーはスポットイン
スタンスではサポートされて
いません。
AWS::EC2::VPCEndpoint
属性値を返すに
は、Fn::GetAtt 関数で次
の属性を使用します。
• CreationTimestamp を
使用して、VPC エンドポ
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イントが作成された日時を
返します。
• DnsEntries を使用し
て、エンドポイントの
DNS エントリを返しま
す。
• NetworkInterfaceIds
を使用して、エンドポイン
トのネットワークインター
フェイスを返します。
AWS::ECS::Service
ServiceRegistries プロ
パティでは、更新時に置換が
必要になりました。
SchedulingStrategy プ
ロパティを使用して、サービ
スに使用するスケジューリン
グ戦略を指定します。
ServiceRegistry プロパティ
タイプでは、次のプロパティ
を使用できます。
• ContainerName プロパ
ティを使用して、タスク
定義ですでに指定されてい
る、サービスの検出サービ
スに使用されるコンテナ名
の値を指定します。
• ContainerPort プロパ
ティを使用して、タスク
定義ですでに指定されてい
る、サービスの検出サービ
スに使用されるポート値を
指定します。
AWS::ECS::TaskDefinition
LinuxParameters プロパティ
タイプでは、次のプロパティ
を使用できます。
• Tmpfs プロパティを使用
して、コンテナパス、マウ
ントオプション、および
Tmpfs マウントのサイズ
を指定します。
• SharedMemorySize プロ
パティを使用して、/dev/
shm ボリュームのサイズ
(MiB 単位) を指定します。
Volumes プロ
パティタイプの
DockerVolumeConfiguration
プロパティを使用し
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て、Docker ボリュームの設
定を指定します。
ContainerDefinition
プロパティタイプの
RepositoryCredentials
プロパティを使用して、プラ
イベートレジストリ認証用の
リポジトリの認証情報を指定
します。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
NodeGroupConfiguration
プロパティおよび
NumNodeGroups プロパ
ティは、一部の更新オペレー
ションに対して条件付きにな
りました。
NodeGroupConfiguration
プロパティタイプの
NodeGroupId プロパティを
使用して、これらの設定値
が適用されるノードグループ
の Redis 用 ElastiCache が提
供する 4 桁の ID またはユー
ザー指定の ID のいずれかを
指定します。
AWS::RDS::DBCluster
EngineMode プロパティを
使用して、DB クラスターの
DB エンジンモードを指定し
ます。
serverless DB エ
ンジンモードの DB
クラスターに対し
て、ScalingConfiguration
プロパティを使用して、DB
クラスターのスケーリングプ
ロパティを指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
September 20, 2018
AWS::IoT1Click::Device、AWS::IoT1Click::Placement、
および AWS::IoT1Click::Project。
AWS::IoT1Click::Device
AWS::IoT1Click::Device
リソースでは、AWS IoT 1Click 互換デバイスの有効状
態を変更します。
AWS::IoT1Click::Placement
AWS::IoT1Click::Placement
リソースでは、空の AWS
IoT 1-Click の配置を作成し
ます。
AWS::IoT1Click::Project
AWS::IoT1Click::Project
リソースでは、配置テンプ
レートを使用して空のプロ
ジェクトを作成します。

UseOnlineResharding 更新ポ
リシーが利用可能になりまし
た。 (p. 6735)

September 20, 2018
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
リソース全体を置き換えるの
ではなく、シャードを追加また
は削除してレプリケーショング
ループのシャードを変更するに
は、UseOnlineResharding 更
新ポリシーを使用します。
詳細については、
「UseOnlineResharding ポリ
シー」を参照してください。

新しいリソース (p. 6735)

AWS::CloudFormation::Macro リ
ソースを追加しました。

September 6, 2018

AWS::CloudFormation::Macro
AWS::CloudFormation::Macro
リソースでは、AWS
CloudFormation テンプレー
トでカスタム処理を実行する
ためのテンプレートマクロを
作成します。
マクロが利用可能になりまし
た (p. 6735)

検索して置換操作のような単純な September 6, 2018
アクションからテンプレート全体
の広範な変換まで、テンプレート
に対してカスタム処理を実行する
には、マクロを使用します。
詳細については、「AWS
CloudFormation マクロを使用し
たテンプレートのカスタム処理の
実行」を参照してください。
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更新されたリソース (p. 6735)

Logs のプロパティを
AWS::AmazonMQ::Broker に追
加しました。SecondaryArtifacts
プロパティおよび
SecondarySources プロパティを
AWS::CodeBuild::Project に追加
しました。

August 30, 2018

AWS::AmazonMQ::Broker
Logs プロパティを使用し
て、Amazon MQ ブローカー
の一般ログまたは監査ログを
有効にします。
AWS::CodeBuild::Project
Artifacts プロパティタイプの
SecondaryArtifacts プ
ロパティを使用して、ビル
ドプロジェクトのセカンダリ
アーティファクトを指定でき
ます。SecondarySources
プロパティを使用して、ビル
ドプロジェクトの二次入力を
指定できます。
更新されたリソース (p. 6735)

AWS::Glue::Crawler に設
定プロパティを追加しまし
た。AWS::Glue::Classifier
に JsonClassifier および
XMLClassifier の各プロパティを
追加しました。
AWS::Glue::Crawler
Configuration プロパ
ティを使用して、クローラの
設定情報を指定します。この
バージョン付きの JSON 文
字列では、クローラの動作特
性を指定できます。
AWS::Glue::Classifier
JsonClassifier プロパ
ティを使用して、JSON 用の
AWS Glue 分類子を指定しま
す。
XMLClassifier プロパ
ティを使用して、XML コン
テンツ用の AWS Glue 分類
子を指定します。
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AWS CloudFormation
は、PrivateLink によって強化
された VPC エンドポイントを
サポートするようになりまし
た。 (p. 6735)

VPC エンドポイントを使用す
ると、インターネット、NAT
インスタンス、VPN 接続、
または AWS Direct Connect
を経由せずに、VPC と AWS
CloudFormation とをプライベー
トに接続できます。

August 22, 2018

詳細については、「 AWS
CloudFormation の VPC エンドポ
イントの設定」を参照してくださ
い。
動的な参照で Secure String をサ
ポート (p. 6735)

新しい動的な参照を使用して、
August 16, 2018
スタックテンプレート内の
Systems Manager パラメータス
トアの SecureString 型パラメー
タなど、他のサービスで格納お
よび管理されている値を指定しま
す。
詳細については、「動的な参照を
使用してテンプレート値を指定す
る」を参照してください。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
August 15, 2018
AWS::ApiGateway::DomainName、AWS::CertificateManager::Certificate、AWS::EC
および AWS::SQS::Queue。
AWS::ApiGateway::DomainName
Fn::GetAtt 組み込み関数
では、以下の属性を使用しま
す。
• DistributionHostedZoneId
属性は、エッジに最適化
されたエンドポイントの
リージョンに依存しない
Amazon Route 53 ホスト
ゾーン ID を返します。
• RegionalDomainName
属性は、このカスタムド
メイン名のリージョンエン
ドポイントに関連付けられ
ているドメイン名を返しま
す。
• RegionalHostedZoneId
属性は、リージョンエンド
ポイントのリージョン固有
の Amazon Route 53 ホス
トゾーン ID を返します。
AWS::CertificateManager::Certificate
ValidationMethod プロパ
ティを使用して、自分がドメ
インを所有または管理してい
ることを検証するためにパブ
リック証明書を要求している
場合に使用する方法を指定し
ます。
AWS::EC2::VPCPeeringConnection
リクエストしたリージョ
ン以外のリクエストにア
クセプタ VPC がある場合
は、PeerRegion プロパ
ティを使用してアクセプタ
VPC のリージョンコードを
指定します。
AWS::EFS::FileSystem
• ProvisionedThroughputInMibps
プロパティを使用して、作
成しているファイルシステ
ムにプロビジョニングする
スループットを MiB/秒単
位で指定します。
• ThroughputMode プロパ
ティを使用して、作成する
ファイルシステムのスルー
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プットモードを指定しま
す。
AWS::EMR::Cluster
KerberosAttributes プ
ロパティを使用して、セ
キュリティ設定を使用して
Kerberos 認証が有効になっ
ているときの Kerberos 設定
の属性を指定します。
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup
Tags プロパティは更新を中
断する必要がなくなりまし
た。
AWS::SNS::Subscription
• DeliveryPolicy プロパ
ティを使用して、サブスク
リプションの配信ポリシー
の JSON シリアル化を指
定します。
• FilterPolicy プロパ
ティを使用して、サブスク
リプションに割り当てられ
ているフィルタポリシー
JSON を指定します。
• RawMessageDelivery
プロパティを使用し
て、Raw メッセージ配信
をサブスクリプションに対
して有効にするかどうかを
指定します。
• Region プロパティを使用
して、トピックが存在する
リージョンを指定します。
AWS::SQS::Queue
Tags プロパティを使用し
て、このキューにアタッチす
るタグを指定します。
更新されたリソース (p. 6735)

SSESpecification プロパティを
August 9, 2018
AWS::DAX::Cluster に追加しまし
た。
AWS::DAX::Cluster
SSESpecification プロパ
ティを使用して、サーバー側
の暗号化を有効にする設定を
指定します。
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新しいリソース (p. 6735)

AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions
August 9, 2018
リソースを追加しました。
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions
VPC エンドポイントサービ
スに接続するためのサービス
コンシューマーに対するアク
セス許可の付与または取り消
しをします。

更新されたリソース (p. 6735)

AWS::CodeBuild::Project に
August 7, 2018
OverrideArtifactName プロパティ
を追加しました。
AWS::CodeBuild::Project
Artifacts プロパティタイプの
OverrideArtifactName
プロパティを true に設定し
て、アーティファクト名を
buildspec ファイルに指定さ
れている名前で上書きしま
す。buildspec ファイルに指
定されている名前は、ビルド
時に計算され、Shell コマン
ド言語を使用します。たとえ
ば、アーティファクト名に日
付と時刻を追加して常に一意
にできます。

更新されたリソース (p. 6735)

AWS::CodeBuild::Project に
July 26, 2018
EncryptionDisabled プロパティを
追加しました。
AWS::CodeBuild::Project
Artifacts プロパティタイプ
の EncryptionDisabled
プロパティを true に設定
して、ビルド出力アーティ
ファクトの暗号化を無効に
します。このオプション
は、アーティファクトタイ
プが Amazon S3 である場合
にのみ有効です。これが別
のアーティファクトタイプ
で true に設定されている場
合、invalidInputException が
スローされます。
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更新されたリソース (p. 6735)

AWS::Batch::JobDefinition に
July 19, 2018
Timeout プロパティを追加しまし
た。
AWS::Batch::JobDefinition
ジョブのタイムアウト設定を
指定するには、Timeout プ
ロパティタイプを使用しま
す。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
AWS::IAM::ServiceLinkedRole。

July 19, 2018

AWS::IAM::ServiceLinkedRole
AWS::IAM::ServiceLinkedRole
リソースでは、IAM のサー
ビスにリンクされたロール
を作成します。サービスにリ
ンクされたロールは、AWS
サービスに直接リンクされた
一意のタイプの IAM ロール
です。サービスにリンクされ
たロールは、サービスによっ
て事前定義されており、お客
様の代わりにサービスから他
の AWS サービスを呼び出す
必要のあるアクセス権限がす
べて含まれています。
更新されたリソース (p. 6735)

AWS::CloudFront::Distribution
プロパティタイプに
FieldLevelEncryptionId プロパ
ティを追加しました。
AWS::CloudFront::Distribution
CacheBehavior プ
ロパティタイプと
DefaultCacheBehavior
プロパティタイプの
FieldLevelEncryptionId
プロパティを使用して、
キャッシュ動作やデフォル
トのキャッシュ動作で特定
のフィールドのデータを暗号
化するために CloudFront で
使用するフィールドレベルの
暗号化設定の ID を指定しま
す。
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更新されたリソース (p. 6735)

AWS::AppSync::DataSource に
July 12, 2018
HttpConfig プロパティを追加しま
した。
AWS::AppSync::DataSource
AWS AppSync データソー
スの HttpConfig を指定する
には、HttpConfig プロパ
ティタイプを使用します。

更新されたリソース (p. 6735)

AWS::CodeBuild::Project に
ReportBuildStatus プロパティを
追加しました。

July 10, 2018

AWS::CodeBuild::Project
Source プロパティタイプの
ReportBuildStatus プロ
パティを使用して、ビルド
の開始と完了のステータスを
ソースプロバイダーに送信す
るかどうかを指定します。
新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
AWS::CodePipeline::Webhook。

July 5, 2018

AWS::CodePipeline::Webhook
AWS::CodePipeline::Webhook
リソースでは、パイプライン
を外部イベント (GitHub ソー
スリポジトリの変更など) に
接続する Webhook を作成し
ます。これにより、外部イベ
ントが発生するたびにパイプ
ラインが開始されます。
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更新されたリソース (p. 6735)

AWS::EC2::VPCEndpoint に次
June 21, 2018
のプロパティが追加されました:
PrivateDnsEnabled、SecurityGroupIds、SubnetIds、
および VpcEndpointType。
AWS::EC2::VPCEndpoint
PrivateDnsEnabled プロ
パティを使用して、プライ
ベートホストゾーンを指定さ
れた VPC に関連付けるかど
うかを示します。
SecurityGroupIds プロパ
ティを使用して、エンドポイ
ントネットワークインター
フェイスに関連付ける 1 つ
以上のセキュリティグループ
の ID を指定します。
SubnetIds プロパティを使
用して、エンドポイントネッ
トワークインターフェイス
を作成する 1 つ以上のサブ
ネットの ID を指定します。
VpcEndpointType プロパ
ティを使用して、エンドポイ
ントのタイプを指定します。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースが追加されました:
June 21, 2018
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification
および
AWS::EC2::VPCEndpointService。
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification
リソースでは、指定した
VPC エンドポイントまたは
VPC エンドポイントサービ
スの接続通知を作成します。
AWS::EC2::VPCEndpointService
AWS::EC2::VPCEndpointService
リソースでは、サービスコ
ンシューマー (AWS アカウ
ント、IAM ユーザー、IAM
ロール) が接続できる VPC
エンドポイントサービス設定
を作成します。
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更新されたリソース (p. 6735)

AWS::ServiceDiscovery::Service
に次のプロパティを追加しまし
た: HealthCheckCustomConfig。

June 14, 2018

AWS::ServiceDiscovery::Service
オプションのカスタム
ヘルスチェックについ
ての情報を指定するに
は、HealthCheckCustomConfig
プロパティを使用します。
新しいリソース (p. 6735)

次の新しいリソースが
June 14, 2018
リリースされました:
AWS::AmazonMQ::Broker および
AWS::AmazonMQ::Configuration。
AWS::AmazonMQ::Broker
AWS::AmazonMQ::Broker
リソースでは、ブローカー
の作成、設定の変更、指定し
たブローカーのユーザーの変
更、指定したブローカーに関
する情報の戻し、指定したブ
ローカーの削除を行います。
AWS::AmazonMQ::Configuration
AWS::AmazonMQ::Configuration
リソースでは、設定の作成、
指定された設定の更新、指定
の設定に関する情報の戻しを
行います。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースがリ
June 11, 2018
リースされました:
AWS::SSM::ResourceDataSync。
AWS::SSM::ResourceDataSync
AWS::SSM::ResourceDataSync
リソースでは、Systems
Manager インベントリのリ
ソースデータ同期を作成また
は削除します。リソースデー
タ同期を使用して、すべての
Systems Manager マネージ
ドインスタンスから収集され
たインベントリデータを単一
の Amazon S3 バケットに送
信できます。
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新しいリソース (p. 6735)

次のリソースがリリースされまし June 5, 2018
た: AWS::EKS::Cluster。
AWS::EKS::Cluster
AWS::EKS::Cluster リ
ソースでは、Amazon EKS
クラスターを作成します。

更新されたリソース (p. 6735)

AWS::GuardDuty::Master リソー
スで、InvitationId プロパティは
省略可能になりました。
AWS::GuardDuty::Master
InvitationId プロパティ
は省略可能になりました。
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新しいリソース (p. 6735)

次の新しいリソースが
May 31, 2018
リリースされました:
AWS::SageMaker::Endpoint、AWS::SageMaker::EndpointConfig、AWS::SageMake
および
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig。
AWS::SageMaker::Endpoint
トレーニングされたモデル
をホストする SageMaker エ
ンドポイントを作成するに
は、AWS::SageMaker::Endpoint
リソースを使用します。
AWS::SageMaker::EndpointConfig
エンドポイントの
設定を作成するに
は、AWS::SageMaker::EndpointConfig
リソースを使用します。
AWS::SageMaker::Model
Amazon SageMaker エ
ンドポイントでホスト
するモデルを作成するに
は、AWS::SageMaker::Model
リソースを使用します。
AWS::SageMaker::NotebookInstance
Amazon SageMaker
ノートブックインス
タンスを作成するに
は、AWS::SageMaker::NotebookInstance
リソースを使用します。
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
ノートブックインスタ
ンスを作成または起動
時に実行されるシェル
スクリプトを指定するに
は、AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
リソースを使用します。
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新しいリソース (p. 6735)

次の新しいリソースが
May 30, 2018
リリースされました:
AWS::Neptune::DBCluster、AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup、AWS::Nep
および
AWS::Neptune::DBSubnetGroup。
AWS::Neptune::DBCluster
Amazon Neptune DB ク
ラスターを作成するに
は、AWS::Neptune::DBCluster
リソースを使用します。
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup
リソースでは、 DB クラス
ターパラメータグループを作
成します。
AWS::Neptune::DBInstance
Amazon Neptune データベー
スインスタンスを作成するに
は、AWS::Neptune::DBInstance
リソースを使用します。
AWS::Neptune::DBParameterGroup
Amazon Neptune のカ
スタムパラメータグ
ループを作成するに
は、AWS::Neptune::DBParameterGroup
リソースを使用します。
AWS::Neptune::DBSubnetGroup
サブネットを含む Amazon
Neptune データベースサブ
ネットグループを作成するに
は、AWS::Neptune::DBSubnetGroup
リソースを使用しします。

スタックセットでは、カスタ
マイズされた実行ロールがサ
ポートされるようになりまし
た。 (p. 6735)

ターゲットアカウントでカスタ
May 30, 2018
マイズされた実行ロールを使用
して、ユーザーまたはグループが
スタックセットに含めることがで
きるスタックリソースを制御しま
す。
詳細については、「スタックセッ
トオペレーションのアクセス権限
の付与」を参照してください。
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スタックインスタンスの選択的
な更新 (p. 6735)

スタックセットの更新操作中にス May 30, 2018
タックインスタンスを更新するア
カウントとリージョンを指定する
には、オプションの Accounts お
よび Regions パラメータを使用
します。
詳細については、AWS
CloudFormation API リファレン
スの「UpdateStackSet」を参照
してください。
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更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されました:
May 24, 2018
AWS::ApiGateway::RestApi、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup、AWS::AutoSca
AWS::ECS::Service、AWS::ECS::TaskDefinition、AWS::Elasticsearch::Domain、AW
および AWS::SSM::Association。
AWS::ApiGateway::RestApi
指定された RestAPI のア
クセス許可を含むポリシー
ドキュメントを指定するに
は、Policy プロパティを使
用します。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
ServiceLinkedRoleARN
プロパティを使用し
て、Auto Scaling グループ
がユーザーの代わりに他
の AWS のサービスを呼び
出すために使用する、サー
ビスにリンクされたロール
の Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
起動設定の名前を指定するに
は、LaunchConfigurationName
プロパティを使用します。
AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
使用する AWS Microsoft AD
のエディションを指定するに
は、Edition プロパティを
使用します。
AWS::DynamoDB::Table
ポイントインタイムリ
カバリを有効にするた
めの設定を指定するに
は、PointInTimeRecoverySpecification
プロパティを使用します。
AWS::EC2::Instance
Amazon EC2 インスタ
ンスに使用する起動テ
ンプレートを指定するに
は、LaunchTemplate プロ
パティを使用します。
AWS::ECS::Service
サービスレジストリ
の詳細を指定するに
は、ServiceRegistry プ
ロパティタイプを使用しま
す。
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AWS::ECS::TaskDefinition
ヘルスチェックコンテナを指
定するには、HealthCheck
プロパティタイプを使用しま
す。
AWS::Elasticsearch::Domain
ドメインでデータを
暗号化する必要がある
かどうかを指定するに
は、EncryptionAtRestOptions
プロパティタイプを使用しま
す。暗号化する場合は、使用
する AWS Key Management
Service (KMS) キーを指定し
ます。
AWS::IAM::Role
ロールを識別する安定した一
意の文字列を RoleId で返
すには、Fn::GetAtt 属性
を使用します。
指定したロールの最
大セッション時間 (秒
単位) を指定するに
は、MaxSessionDuration
プロパティを使用します。
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Kinesis Data Firehose 配信
ストリームの Splunk 内の
送信先の設定を指定するに
は、SplunkDestinationConfiguration
プロパティを使用します。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
StartingPosition プロパ
ティは必須でなくなりまし
た。
AWS::Logs::MetricFilter
フィルタパターンがログイ
ベントと一致しないとき
に出力する値を指定するに
は、MetricTransformation
プロパティタイプの
DefaultValue プロパティ
を使用します。
AWS::SSM::Association
関連付けリクエストの結果
を保存するための Amazon
S3 バケットを指定するに
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は、OutputLocation プロ
パティを使用します。
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新しいリソース (p. 6735)

次の新しいリソースが
May 24, 2018
リリースされました:
AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare、AWS::ServiceCatalog::CloudForma
および
AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation。
AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare
AWS Service Catalog の指定
されたポートフォリオを共有
するオファーを受け入れるに
は、AWS::ServiceCatalog::AcceptedPortfolioShare
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
AWS Service Catalog
の製品を作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint
AWS Service Catalog の
通知の制約を作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::LaunchNotificationConstraint
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint
AWS Service Catalog の
起動の制約を作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::LaunchRoleConstraint
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint
AWS Service Catalog のテン
プレートの制約を作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::LaunchTemplateConstraint
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::Portfolio
AWS Service Catalog のポー
トフォリオを作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::Portfolio
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation
AWS Service Catalog の
ポートフォリオをプリ
ンシパルに関連付けるに
は、AWS::ServiceCatalog::PortfolioPrincipalAssociation
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation
AWS Service Catalog
のポートフォリオを
製品に関連付けるに
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は、AWS::ServiceCatalog::PortfolioProductAssociation
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare
AWS Service Catalog のポー
トフォリオを共有するに
は、AWS::ServiceCatalog::PortfolioShare
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::TagOption
TagOption を作成するに
は、AWS::ServiceCatalog::TagOption
リソースを使用します。
AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation
TagOption を AWS
Service Catalog のリ
ソースに関連付けるに
は、AWS::ServiceCatalog::TagOptionAssociation
リソースを使用します。
AWSCloudFormation は暗号化を
有効にした S3 バケットを作成す
るようになりました (p. 6735)

アップロードされたスタックテ
May 24, 2018
ンプレートを保存するために
AWSCloudFormation が作成す
る Amazon S3 バケットの場合、
サーバー側の暗号化がデフォルト
で有効になり、バケットに保存さ
れているすべてのオブジェクトが
暗号化されるようになりました。
詳細については、「スタックテン
プレートの選択」を参照してくだ
さい。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースがリリースされまし May 22, 2018
た: AWS::Budgets::Budget。
AWS::Budgets::Budget
予算を作成するに
は、AWS::Budgets::Budget
リソースを使用します。

追加された FIPS エンドポイン
ト (p. 6735)

AWS CloudFormation は現
May 17, 2018
在、US-East-1、US-East-2、USWest-1、および US-West-2 の米
国の FIPS 140-2 検証済み暗号化
モジュールを使用する新しいエン
ドポイントを提供しています。
新しい FIPS 準拠エンドポイン
トの URL については、Amazon
Web Services 全般的なリファレ
ンス の「リージョンとエンドポ
イント」を参照してください。
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次のリソースがリ
May 9, 2018
リースされました:
AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan。
AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
アプリケーションのスケー
ラブルなリソースのスケー
リングプランを作成するに
は、AWS::AutoScalingPlans::ScalingPlan
リソースを使用します。

新しいリソース (p. 6735)

次のリソースがリリースされまし May 8, 2018
た: AWS::GuardDuty::Filter。
AWS::GuardDuty::Filter
GuardDuty 結果の
フィルタを作成するに
は、AWS::GuardDuty::Filter
リソースを使用します。

更新されたリソース (p. 6735)

次のリソースが更新されまし
た: AWS::AppSync::GraphQLApi
および
AWS::GuardDuty::Member。

May 1, 2018

AWS::AppSync::GraphQLApi
OpenIDConnectConfig
プロパティタイプを使用し
て、GraphQL エンドポイン
トで Open ID Connect 準拠
のサービスを使用するための
認証設定を指定します。
AWS::GuardDuty::Member
DisableEmailNotification
プロパティを使用して、メン
バーとして GuardDuty に招
待するアカウントに、メール
通知を送信するかどうかを指
定します。「True」に設定
すると、メール通知は招待者
に送信されません。
新しいリソース (p. 6735)

次のリソースがリ
May 1, 2018
リースされました:
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct。
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
指定された製品を AWS
Service Catalog 用にプ
ロビジョニングするに
は、AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
リソースを使用します。
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以下の表に、2018 年 5 月より前の AWS CloudFormation ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変
更点を示します。
変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2019 年 7 月
22 日

encryptionOptions プロパティを使用して、Amazon MQ
ブローカーの AWS owned key または customer managed
key を指定します。

2010-05-15

スタックセット
の命名規則

2018 年 4 月
10 日

スタックを使用して作成された AWS CloudFormation スタッ
クは、新しい命名規則に従うようになりました。この命名規
則では、スタック名にスタックセット名が含まれます。

2010-05-15

新しいリソース

2018 年 4 月
10 日

AWS::AppSync::ApiKey

2010-05-15

AWS AppSync で GraphQL オペレーションを実行して
いるクライアントに配信できる一意のキーを作成するに
は、AWS::AppSync::ApiKey リソースを使用します。
AWS::AppSync::DataSource
AWS::AppSync::DataSource リソースを使用し
て、AWS AppSync でリゾルバのデータソースを作成し
ます。
AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS AppSync で新しい GraphQL API を作成するに
は、AWS::AppSync::GraphQLApi リソースを使用し
ます。
AWS::AppSync::GraphQLSchema
AWS AppSync の GraphQL API 向けにデータモデルを
作成するには、AWS::AppSync::GraphQLSchema リ
ソースを使用します。
AWS::AppSync::Resolver
スキーマのフィールドにアタッチする論
理的な GraphQL リゾルバを定義するに
は、AWS::AppSync::Resolver リソースを使用しま
す。

更新されたリ
ソース

2018 年 4 月
10 日

AWS::Config::ConfigurationAggregator

新しいリソース

2018 年 4 月
4日

AWS::Config::AggregationAuthorization

2010-05-15

AWS Config 設定アグリゲータに集約する AWS Config
データのリージョンと、AWS Organizations の詳細
を取得するために使用する IAM ロールを指定するに
は、OrganizationAggregationSource プロパティ
タイプを使用します。

AWS Config データを収集するアグリゲー
タアカウントにアクセス権限を付与するに
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

は、AWS::Config::AggregationAuthorization
リソースを使用します。
AWS::Config::ConfigurationAggregator
AWS Config の設定アグリゲータを作成するに
は、AWS::Config::ConfigurationAggregator リ
ソースを使用します。
スタックセッ
トでは、カス
タマイズされた
管理者ロールが
サポートされる
ようになりまし
た。

2018 年 3 月
29 日

同じ管理者アカウント内で特定のスタックセットを管理する
ユーザーやグループを制御するには、カスタマイズされた管
理者ロールを使用します。詳細については、「スタックセッ
トオペレーションのアクセス権限の付与」を参照してくださ
い。

2010-05-15

新しいリソース

2018 年 3 月
29 日

AWS::EC2::LaunchTemplate

2010-05-15

2018 年 3 月
29 日

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

更新されたリ
ソース

Amazon EC2 インスタンスの起動テンプレートを作成
するには、AWS::EC2::LaunchTemplate を使用しま
す。
2010-05-15

インスタンスを起動するために使用する起動テンプレー
トを指定するには、LaunchTemplate プロパティを使
用します。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotFleetRequestConfigData プロパティタイプの
LaunchTemplateConfigs プロパティを使用して、起
動テンプレートと上書きを記述します。

新しい
Fn::Cidr 組み
込み関数

2018 年 3 月
6日

指定された Cidr アドレスブロックを返します。詳細につい
ては、「Fn::Cidr」を参照してください。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

新しいリソース

2018 年 3 月
6日

AWS::ApiGateway::VpcLink

2010-05-15

AWS::ApiGateway::VpcLink リソースを使用し
て、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) のリソースに
アクセスするための AWS::ApiGateway::RestApi の
API ゲートウェイの VPC リンクを指定します。
AWS::GuardDuty::Master
AWS::GuardDuty::Master リソースを使用し
て、GuardDuty マスターアカウントを作成します。
AWS::GuardDuty::Member
AWS::GuardDuty::Member リソースを使用し
て、GuardDuty メンバーアカウントを作成します。
AWS::SES::ConfigurationSet
AWS::SES::ConfigurationSet リソースを使用し
て、送信する E メールに適用できるルールのグループを
作成します。
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination
リソースを使用して、設定セットイベント発行先を指定
します。
AWS::SES::ReceiptFilter
AWS::SES::ReceiptFilter リソースを使用して、IP
アドレスまたは IP アドレス範囲から送信されるメール
を受け入れるか拒否するかを指定します。
AWS::SES::ReceiptRule
AWS::SES::ReceiptRule リソースを使用して、所有
する 1 つ以上の、E メールアドレスやドメインに代わっ
てメールを受信したときに Amazon SES が実行するア
クションを指定します。
AWS::SES::ReceiptRuleSet
AWS::SES::ReceiptRuleSet リソースを使用し
て、Amazon SES の空のルールセットを指定します。
AWS::SES::Template
AWS::SES::Template リソースを使用して、件
名、HTML 部分、およびテキストのみの部分で構成され
る E メールの内容を指定します。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2018 年 3 月
6日

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

2010-05-15

AutoScalingGroupName プロパティを使用して、Auto
Scaling グループの名前を指定します。
AWS::ApiGateway::RestApi
ApiKeySourceType プロパティを使用して、使用量プ
ランに沿ってリクエストを計測するための API キーの
ソースを指定します。
MinimumCompressionSize プロパティを使用し
て、API での圧縮を有効または無効にするために使用さ
れる、null が使用可能な整数を指定します。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration プロパティタ
イプの DisableScaleIn プロパティを使用して、ター
ゲット追跡ポリシーによるスケールインを無効にするか
どうかを指定します。
AWS::EC2::SpotFleet
LaunchSpecifications プロパティタイプの
TagSpecifications プロパティを使用し
て、SpotFleet の作成時に適用するタグを指定します。
AWS::Elasticsearch::Domain
Arn 属性を使用して、Fn::GetAtt でドメインの
Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
DomainArn の Fn::GetAtt 属性は廃止されました。
AWS::RDS::DBCluster
DBClusterIdentifier プロパティを使用して DB ク
ラスター識別子を指定します。
AWS::RDS::DBCluster
DBClusterIdentifier プロパティを使用して DB ク
ラスター識別子を指定します。
AWS::Redshift::Cluster
ClusterIdentifier プロパティを使用してクラス
ターの一意の識別子を指定します。
AWS::Route53::HealthCheck
HealthCheckConfig プロパティタイプの Regions プロ
パティを使用して、指定したエンドポイントを Route 53
ヘルスチェッカーで確認するリージョンを指定します。
AWS::SSM::Document
Tags プロパティを使用して、ドキュメントに適用する
AWS CloudFormation リソースタグを指定します。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2018 年 2 月
19 日

AWS::CodeBuild::Project

2010-05-15

更新されたリ
ソース

2018 年 2 月
8日

AWS::DynamoDB::Table

更新されたリ
ソース

2018 年 2 月
5日

AWS::CodeBuild::Project

Triggers プロパティを使用してプロジェクトのウェ
ブフックの開始を設定し、コード変更がリポジトリ
にプッシュされるたびにソースコードが自動的に再
構築されるようにします。このオプションは、AWS
CloudFormation の GitHub プロジェクトにのみ使用でき
ます。GitHub Enterprise プロジェクトでは使用できませ
ん。
2010-05-15

SSESpecification プロパティを使用して、サーバー
側の暗号化を有効にする設定を指定します。

Source AWS CodeBuild Project Source プロパ
ティタイプでは、次のプロパティを使用できます。
• GitCloneDepth プロパティを使用して、ダウンロー
ドする履歴の深さを指定します。
• InsecureSsl プロパティを使用して、GitHub
Enterprise プロジェクトリポジトリに接続するときに
SSL 警告を無視するかどうかを指定します。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2018 年 1 月
23 日

AWS::AutoScaling::LifecycleHook

2010-05-15

LifecycleHookName プロパティを使用して、ライフ
サイクルフックの名前を指定します。
AWS::DynamoDB::Table
AttributeDefinitions プロパティでは、更新された
ときに置換が必要になりました。
AWS::EC2::Instance
CreditSpecification プロパティを使用して、T2 イ
ンスタンスの CPU 使用率のクレジットオプションを指
定します。
ElasticGpuSpecifications プロパティを使用し
て、アプリケーションのグラフィックスパフォーマン
スを向上させるためにインスタンスにアタッチできる
Elastic GPU、GPU リソースを指定します。
AWS::EC2::VPC
InstanceTenancy プロパティでは、"dedicated" か
ら "default" に更新するときに中断は不要になりまし
た。
AWS::ECS::Service
HealthCheckGracePeriodSeconds プロパティを使
用して、Amazon ECS サービススケジューラが、タスク
が最初に開始された後で異常な Elastic Load Balancing
ターゲットのヘルスチェックを無視する期間 (秒単位) を
指定します。
AWS::IoT::TopicRule
DynamoDBAction プロパティタイプの
RangeKeyField プロパティと RangeKeyValue プロ
パティは必須でなくなりました。
AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
ApplicationOutput プロパティタイプの
LambdaOutput プロパティを使用して、アプリケー
ション出力を設定する際に Lambda 関数を送信先として
識別します。
AWS::Kinesis::Stream
StreamEncryption プロパティを使用して、指定され
たストリームに AWS KMS key を使用してサーバー側の
暗号化を有効化または更新します。
AWS::Lambda::Function
ReservedConcurrentExecutions プロパティを使用
して、その関数用に予約する最大同時実行数を設定しま
す。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

AWS::RDS::DBSubnetGroup
DBSubnetGroupName プロパティを使用して、DB サブ
ネットグループの名前を指定します。
AWS::S3::Bucket
BucketEncryption プロパティを使用して、Amazon
S3 で管理されたキー、または SSE-S3 や AWS KMS
keys (SSE-KMS) バケットとサーバー側暗号化によりデ
フォルトの暗号化を指定します。
ReplicationRule プロパティタイプの
SourceSelectionCriteria プロパティを使用して、
レプリケートするソースオブジェクトを識別する際の追
加のフィルタを指定します。
ReplicationDestination プロパティタイプでは、
次のプロパティを使用できます。
• AccessControlTranslation プロパティを使用し
て、送信先バケットを所有している AWS アカウント
のレプリカの所有権を指定します。
• Account プロパティを使用して、送信先バケット所
有者のアカウント ID を指定します。
• EncryptionConfiguration プロパティを使用し
て、レプリケートされたオブジェクトの送信先である
バケットの暗号化関連情報を指定します。
AWS::SSM::Association
AssociationName プロパティを使用して、SSM ド
キュメントと、ドキュメントを処理する設定エージェン
トを含む EC2 インスタンス間の関連付けの名前を指定
します。
ロールバック
2018 年 1 月
トリガーが
15 日
AWSCloudFormation
コンソールに追
加されました。

ロールバックトリガーを使用すると、スタックの作成および
更新中にアプリケーションの状態を AWS CloudFormation で
モニタリングし、指定したいずれかのアラームのしきい値を
アプリケーションが超過した場合に、そのオペレーション
をロールバックできます。詳細については、「スタックオペ
レーションをモニタリングおよびロールバックする」を参照
してください。

2010-05-15

更新されたリ
ソース

AWS::SSM::Parameter

2010-05-15

2018 年 1 月
12 日

AllowedPattern プロパティを使用して、パラメータ
値を検証するために使用する正規表現を指定します。

API バージョン 2010-05-15
7026

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

新しいリソース

2017 年 5 月
12 日

AWS::Inspector::AsssmentTarget

2010-05-15

AWS::Inspector::AsssmentTarget リソースを使用
して、Amazon Inspector 評価ターゲットを作成します。
AWS::Inspector::AssessmentTemplate
AWS::Inspector::AssessmentTemplate リソース
を使用して、Amazon Inspector 評価テンプレートを作成
します。
AWS::Inspector::ResourceGroup
AWS::Inspector::ResourceGroup リソースを使用
して、Amazon Inspector リソースグループを作成しま
す。これは、Amazon Inspector 評価ターゲットを構成す
る AWS リソースを識別するタグを定義します。
AWS::ServiceDiscovery::Instance
AWS::ServiceDiscovery::Instance リソースを使
用して、Amazon Route 53 が作成するインスタンスに関
する情報を指定します。
AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
AWS::ServiceDiscovery::PrivateDnsNamespace
リソースを使用して、Amazon Route 53 のプライベート
名前空間に関する情報を指定します。
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace
リソースを使用して、Amazon Route 53 のパブリック名
前空間に関する情報を指定します。
AWS::ServiceDiscovery::Service
AWS::ServiceDiscovery::Service リソースを使
用して、インスタンスの登録時に Amazon Route 53 に
よって作成される最大 5 つのレコードとオプションのヘ
ルスチェックのテンプレートを定義します。

更新されたリ
ソース

2017 年 5 月
12 日

AWS::KinesisAnalytics::Application
Input プロパティタイプの
InputProcessingConfiguration プロパティを使
用してレコードをストリームから受信する際に変換しま
す。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2017 年 1 月
12 日

AWS::CodeBuild::Project

2010-05-15

BadgeEnabled プロパティを使用して、プロジェクト
のビルドバッジのパブリックアクセス可能な URL を生
成します。
Cache プロパティを使用して、ビルド依存関係のキャッ
シュ設定を構成します。
VpcConfig プロパティを使用して、AWS CodeBuild が
Amazon VPC のリソースにアクセスできるようにしま
す。
EnvironmentVariable プロパティタイプの Type プ
ロパティを使用して環境変数のタイプを指定します。

新しいリソース

2017 年 11 月 AWS::Cloud9::EnvironmentEC2
30 日
AWS::Cloud9::EnvironmentEC2 リソースを使用し
て、AWS Cloud9 で Amazon EC2 開発環境を作成しま
す。

2010-05-15

更新されたリ
ソース

2017 年 11 月 AWS::ECS::TaskDefinition
29 日
Cpu プロパティを使用して、タスクに必要な CPU ユ
ニットの数を指定します。

2010-05-15

ExecutionRoleArn プロパティを使用して、実行ロー
ルの ARN を指定します。
Memory プロパティを使用して、タスクに必要なメモリ
容量 (MiB) を指定します。
RequiresCompatibilities プロパティを使用して、
タスクに必要な起動タイプを指定します。
AWS::ECS::Service
LaunchType プロパティを使用して、サービスを実行す
る起動タイプを指定します。
NetworkConfiguration プロパティを使用して、サー
ビスのネットワーク構成を指定します。
PlatformVersion プロパティを使用して、サービスを
実行するプラットフォームのバージョンを指定します。

API バージョン 2010-05-15
7028

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

新しいリソース

2017 年 11 月 AWS::GuardDuty::Detector
2010-05-15
28 日
AWS::GuardDuty::Detector リソースを使用して、
単一の Amazon GuardDuty ディテクターを作成します。
AWS::GuardDuty::IPSet
AWS::GuardDuty::IPSet リソースを使用し
て、Amazon GuardDuty IP セットを作成します。
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet リソースを使用
して、ThreatIntelSet を作成します。

更新されたリ
ソース

2017 年 11 月 AWS::CodeDeploy::Application
28 日
ComputePlatform プロパティを使用して、アプリケー
ションをデプロイする CodeDeploy の AWS Lambda コ
ンピューティングプラットフォームを指定します。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

2010-05-15

DeploymentStyle プロパティタイプの
DeploymentType プロパティを使用して、Lambda コ
ンピューティングプラットフォームでの Blue/Green デ
プロイを指定します。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotFleetRequestConfigData プロパティタイプの
SpotPrice プロパティは省略可能になりました。
AWS::Lambda::Alias
RoutingConfig プロパティを使用して、AWS Lambda
関数の 2 つの別のバージョンを指定し、各バージョン
を呼び出すトラフィックの割合を指定できるようにしま
す。
新しい
2017 年 11 月 CodeDeployLambdaAliasUpdate 更新ポリシーを使用し
28 日
CodeDeployLambdaAliasUpdate
て、AWS::Lambda::Alias リソースでのバージョンの変
更新ポリシー
更時に CodeDeploy のデプロイを実行します。詳細について
は、「UpdatePolicy 属性」を参照してください。

2010-05-15

2017 年 11 月 SSM パラメータタイプを使用して、Systems Manager パラ
21 日
メータストア内の既存のパラメータを使用します。注: AWS
CloudFormation は現在 SecureString タイプをサポートし
ていません。詳細については、「SSM パラメータタイプ」
を参照してください。

2010-05-15

新しい SSM パ
ラメータタイプ

ResolvedValue 2017 年 11 月
データ型の新し 21 日
い Parameter
フィールド

2010-05-15
ResolvedValue フィールドは SSM パラメータのスタッ
ク定義に使用される値を返します。詳細については、AWS
CloudFormation API リファレンスの「パラメータ」データ型
を参照してください。
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2017 年 11 月 AWS::ApiGateway::ApiKey
20 日
CustomerId プロパティを使用して、AWS Marketplace
のお客様の識別子を指定します。
GenerateDistinctId プロパティを使用して、キー識
別子が作成された API キーの値と異なるかどうかを指定
します。
AWS::ApiGateway::Authorizer
AuthType プロパティを使用して、機能に影響を与えず
に Swagger インポートおよびエクスポートで使用され
るオプションの顧客定義のフィールドを指定します。
AWS::ApiGateway::DomainName
EndpointConfiguration プロパティを使用し
て、API Gateway ドメイン名のエンドポイントタイプを
指定します。
RegionalCertificateArn プロパティを使用して、
ドメイン名のリージョン別エンドポイントが使用する証
明書を参照します。
AWS::ApiGateway::Method
Integration プロパティタイプおよび
IntegrationResponse プロパティタイプの
ContentHandling プロパティを使用してリクエストペ
イロードのコンテンツタイプの変換の処理方法を指定し
ます。
AWS::ApiGateway::RestApi
EndpointConfiguration プロパティを使用して API
Gateway REST API のエンドポイントタイプを指定しま
す。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget
ScheduledActions プロパティを使用し
て、Application Auto Scaling のスケーラブルなターゲッ
トのスケジュールされたアクションを指定します。
AWS::ECR::Repository
LifecyclePolicy プロパティを使用して、Amazon
ECR リポジトリのライフサイクルポリシーを指定しま
す。
AWS::ECS::TaskDefinition
ContainerDefinition プロパティタイプの
LinuxParameters プロパティを使用して Amazon
ECS コンテナの Linux 固有オプションを指定します。
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AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
AtRestEncryptionEnabled プロパティを使用して、
保管時暗号化を有効にします。
AuthToken プロパティを使用して、パスワード保護さ
れたサーバーへのアクセスに使用されるパスワードを指
定します。
TransitEncryptionEnabled プロパティを使用し
て、転送中の暗号化を有効にします。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
Fn::GetAtt 関数で TargetGroupName 属性を使用し
て、Elastic Load Balancing ターゲットグループの名前
を取得します。
AWS::Elasticsearch::Domain
VPCOptions プロパティを使用して、OpenSearch
Service ドメインの VPC 設定を指定します。
AWS::EMR::Cluster
EbsRootVolumeSize プロパティを使用して、Amazon
EMR クラスターの EBS ルートボリュームのサイズを指
定します。
AWS::RDS::DBInstance
SourceRegion および KmsKeyId プロパティを使用し
て、クロスリージョンソース DB インスタンスから暗号
化されたリードレプリカを作成します。
AWS::Route53::HostedZone
QueryLoggingConfig プロパティを使用して、DNS
クエリログ記録の設定を指定します。
カスタムリソー
ス NoEcho オ
ブジェクトの新
しい Response
フィールド

2017 年 11 月 オプションの NoEcho フィールドを使用して、カスタムリ
20 日
ソースの出力をマスクできるようになりました。詳細につい
ては、「カスタムリソースの応答オブジェクト」を参照して
ください。

スタックセット
でスタックイン
スタンスの上書
きが追加されま
した。

2017 年 11 月 AWS CloudFormation スタックセットでは、アカウントおよ
17 日
びリージョン別にスタックインスタンスのパラメータ値を上
書きできます。スタックインスタンスの作成時、または既存
のスタックインスタンスの更新時にパラメータ値を上書きで
きます。詳細については、スタックインスタンスのパラメー
タを上書きする参照してください。

2010-05-15

対応する noEcho パラメータは、send メソッドでサポート
されています。詳細については、「cfn 応答モジュール」を
参照してください。
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2017 年 11 月 AWS::StepFunctions::StateMachine
15 日
AWS::StepFunctions::StateMachine を使用し
て、ステートマシンの作成時に StateMachineName を
指定します。DefinitionString および RoleArn の
両方が、ステートマシンを置き換えることなく更新され
ます。

2010-05-15

StackSet はス
タックセット
ごとに最大 500
のスタックイ
ンスタンスをサ
ポートするよう
になりました。

2017 年 11 月 スタックセットごとに最大 500 のスタックインスタンスを作
6日
成できるようになりました。AWS CloudFormation の制限の
詳細については、「AWS CloudFormation の制限」を参照し
てください。

2010-05-15

新しいリソース

2017 年 11 月 AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
2010-05-15
2日
AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity
リソースを使用して、CloudFront ディストリビューショ
ンのオリジンと関連づける、Amazon CloudFront オリジ
ンアクセスアイデンティティを指定します。
AWS::CloudFront::StreamingDistribution
CloudFront の Adobe Real-Time Messaging
Protocol (RTMP) ストリーミング配信を指定するに
は、AWS::CloudFront::StreamingDistribution
リソースを使用します。
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2017 年 11 月 AWS::ApiGateway::Deployment
2日
StageDescription プロパティタイプの StageName
プロパティは廃止されました。
AWS::ApiGateway::Method

API
バー
ジョン
2010-05-15

OperationName プロパティを使用して、API Gateway
メソッドに分かりやすい名前を割り当てます。
RequestValidatorId プロパティを使用してメソッド
にリクエスト検証元を関連付けます。
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
LifecycleHookSpecificationList プロパティを使
用して、Auto Scaling がインスタンスを起動または終了
するときに実行するアクションを指定します。
AWS::CloudFront::Distribution
Tags プロパティを使用して、CloudFront ディストリ
ビューションに関連付ける任意のタグのセット (– キー
と値のペア) を指定します。
CacheBehavior プロパティタイプおよび
DefaultCacheBehavior プロパティタイプの
LambdaFunctionAssociations プロパティを使用し
て、CloudFront ディストリビューションに関連付ける
Lambda 関数を指定します。
CustomOriginConfig プロパティタイプの
OriginKeepaliveTimeout プロパティを使用
してカスタムキープアライブタイムアウトを指定
し、OriginReadTimeout プロパティを使用してカス
タムオリジンの読み取りタイムアウトを指定します。
DistributionConfig プロパティタイプの
IPV6Enabled プロパティを使用して、ディストリ
ビューションの IPv6 アドレスを持つ IPv6 DNS リクエ
ストに CloudFront が応答するかどうかを指定します。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
LoadBalancerInfo プロパティタイプの
TargetGroupInfoList プロパティを使用して、デプ
ロイで使用する Elastic Load Balancing のターゲットグ
ループに関する情報を指定します。
AWS::EC2::SecurityGroup、AWS::EC2::SecurityGroupEgress、
および AWS::EC2::SecurityGroupIngress
Description プロパティを使用して、セキュリティグ
ループルールの説明を指定します。
AWS::EC2::Subnet
Ipv6CidrBlock プロパティで No interruption 更
新がサポートされるようになりました。
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AWS::EC2::VPNGateway
AmazonSideAsn プロパティを使用して、BGP セッ
ションの Amazon 側のプライベート自律システム番号
(ASN) を指定します。
AWS::EC2::VPNConnection
VpnTunnelOptionsSpecifications プロパティを使
用して VPN 接続のトンネルオプションを設定します。
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate および
AWS::ElasticBeanstalk::Environment
ConfigurationOptionSetting プロパティタ
イプおよび OptionSetting プロパティタイプの
ResourceName プロパティを使用して、時間ベースの
スケーリング設定オプションのリソース名を指定しま
す。
AWS::EMR::Cluster
CustomAmiId プロパティを使用してクラスターのカス
タム Amazon Linux AMI を指定します。
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Arn 関数の Fn::GetAtt 属性を使用して、配信スト
リームの Amazon リソースネーム (ARN) を取得しま
す。
AWS::KMS::Key
Tags プロパティを使用して、customer managed key に
関連付ける任意のタグのセット (– キーと値のペア) を指
定します。
AWS::OpsWorks::Layer および AWS::OpsWorks::Stack
Tags プロパティを使用して、AWS OpsWorks レイ
ヤーまたはスタックに関連付ける任意のタグのセット (–
キーと値のペア) を指定します。
AWS::RDS::OptionGroup
OptionConfiguration プロパティタイプの
OptionVersion プロパティを使用してオプションの
バージョンを指定します。
AWS::S3::Bucket
AnalyticsConfigurations プロパティを使用し
て、Amazon S3 バケットの分析フィルターを設定しま
す。
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2017 年 10 月 AWS::Glue::Classifier
24 日
AWS::Glue::Classifier リソースを使用して、AWS
Glue 分類子を作成します。
AWS::Glue::Connection
AWS::Glue::Connection リソースを使用してデータ
ソースへの AWS Glue 接続を指定します。
AWS::Glue::Crawler
AWS Glue クローラを指定するに
は、AWS::Glue::Crawler リソースを使用します。
AWS::Glue::Database
AWS::Glue::Database リソースを使用して AWS
Glue データベースを作成します。
AWS::Glue::DevEndpoint
リモートデバッグ ETL スクリプトの開発エンドポイン
トを指定するには、AWS::Glue::DevEndpoint リ
ソースを使用します。
AWS::Glue::Job
AWS::Glue::Job リソースを使用してデータカタログ
に AWS Glue ジョブを指定します。
AWS::Glue::Partition
AWS::Glue::Partition リソースを使用して、テーブ
ルデータのスライスを表す AWS Glue パーティションを
作成します。
AWS::Glue::Table
AWS::Glue::Table リソースを使用して AWS Glue
テーブルを作成します。
AWS::Glue::Trigger
AWS::Glue::Trigger リソースを使用して AWS Glue
ジョブを実行するトリガーを指定します。
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2017 年 10 月 AWS::SSM::MaintenanceWindow
11 日
AWS::SSM::MaintenanceWindow リソースを使用し
て、AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを
作成します。
AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::SSM::MaintenanceWindowTarget リソースを
使用して、ターゲットをメンテナンスウィンドウに登録
します。
AWS::SSM::MaintenanceWindowTask
AWS::SSM::MaintenanceWindowTask リソースを使
用して、メンテナンスウィンドウのタスクを定義しま
す。
AWS::SSM::PatchBaseline
AWS::SSM::PatchBaseline リソースを使用し
て、Systems Manager パッチベースラインを定義しま
す。
新しいリソース

2017 年 10 月 AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
2010-05-15
10 日
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
リソースを使用して、Elastic Load Balancing リスナー
の証明書を指定します。

新しいリソース

2017 年 9 月
27 日

AWS::Athena::NamedQuery
AWS::Athena::NamedQuery リソースを使用して
Amazon Athena クエリを作成します。
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2017 年 9 月
27 日

AWS::EC2::NatGateway

2010-05-15

Tags プロパティを使用して、NAT ゲートウェイのリ
ソースタグを指定します。
AWS::ElasticBeanstalk::Application
ResourceLifecycleConfig プロパティを使用して、
アプリケーションに属するリソースのライフサイクル設
定と、そのライフサイクル設定を適用するために Elastic
Beanstalk が引き受けるサービスロールを定義します。
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate および
AWS::ElasticBeanstalk::Environment
PlatformArn プロパティを使用して、Elastic
Beanstalk のカスタムプラットフォームを指定します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
TargetDescription プロパティタイプの
AvailabilityZone プロパティを使用して、IP アドレ
スを登録するアベイラビリティーゾーンを指定します。
AWS::Events::Rule
Target プロパティタイプの以下のプロパティを使用し
て、イベントの入力変換や、Amazon ECS タスクおよび
Kinesis ストリームのターゲットの設定を行います。
• EcsParameters
• InputTransformer
• KinesisParameters
• RunCommandParameters
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
ストリームタイプを指定するには
DeliveryStreamType プロパティ、配信スト
リームのソースとして使用される Kinesis ストリー
ムのストリームとロールの ARN を指定するには
KinesisStreamSourceConfiguration プロパティ
を使用します。
AWS::RDS::DBInstance
Engine プロパティで、oracle-se または oraclese1 を指定した場合は、oracle-se2 に更新することが
できます。データベースインスタンスを置き換える必要
はありません。
AWS::S3::Bucket
AccelerateConfiguration プロパティを使用し
て、Amazon S3 バケットの Transfer Acceleration 状態
を設定します。
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スタックの削除
保護を追加しま
した。

2017 年 9 月
26 日

スタックの削除保護を有効にすると、スタックが誤って削除
されるのを防ぐことができます。削除保護が有効になってい
るスタックを削除することはできません。詳細については、
「スタックの削除保護」を参照してください。

2010-05-15

1.4-22 以降の
バージョンか
ら、デフォルト
の umask 値を
変更しました。

2017 年 ９ 月
14 日

cfn-hup.conf 設定ファイルの umask パラメータのデフォルト
値が 022 に設定されました。詳細については、「cfn-hup」
を参照してください。

更新されたリ
ソース

2017 年 9 月
7日

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

2010-05-15

SubnetMappings プロパティを使用して、ロードバラ
ンサーにアタッチするサブネットの ID を指定します。
Type プロパティを使用して、作成するロードバラン
サーのタイプを指定します。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
TargetType プロパティを使用して、このターゲットグ
ループのターゲットの登録タイプを指定します。

AWS
2017 年 8 月
CloudFormationAPI
31 日
に追加された
ロールバックト
リガー

ロールバックトリガーを使用すると、スタックの作成およ
び更新中にアプリケーションの状態を AWS CloudFormation
でモニタリングし、指定したいずれかのアラームの
しきい値をアプリケーションが超過した場合に、そ
のオペレーションをロールバックできます。詳細につ
いては、AWS CloudFormation API リファレンスの「
RollbackConfiguration」を参照してください。

cfn-hup.conf
ファイルの新し
い umask パラ
メータ

2017 年 8 月
31 日

cfn-hup.conf 設定ファイルで umask パラメータを使用し
て、cfn-hup デーモン (バージョン 1.4-21) によって使用され
るファイルのアクセス許可を管理します。詳細については、
「cfn-hup」を参照してください。

VPC サイズ設
定のサポートに
ついて更新され
たリソース

2017 年 8 月
29 日

AWS::EC2::VPCCidrBlock
CidrBlock プロパティを使用して、IPv4 CIDR ブロッ
クを VPC に関連付けます。
AWS::EC2::VPC
CidrBlockAssociations 関数で Fn::GetAtt 属性
を使用して、VPC の IPv4 CIDR ブロック関連付け ID の
リストを取得します。
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2017 年 8 月
23 日

AWS::S3::Bucket

2010-05-15

Rule プロパティタイプの TagFilters プロパティを使
用して、Amazon S3 バケット内のオブジェクトのサブ
セットを識別するために使用するタグを指定します。
MetricsConfiguration プロパティを使用し
て、Amazon S3 バケットからの CloudWatch リクエス
トメトリクスのメトリクス設定を指定します。
AWS::IoT::TopicRule
Action プロパティタイプの DynamoDBv2Action プロ
パティを使用して、DynamoDB テーブルにデータを書
き込む AWS IoT アクションを定義します。
Action プロパティタイプで、DynamoDBAction
プロパティが HashKeyType プロパティおよび
RangeKeyType プロパティをサポートするようになり
ました。
AWS::Lambda::Permission
EventSourceToken プロパティを使用して、関数を呼
び出すプリンシパルによって指定される必要のある一意
のトークンを指定します。

新しい擬似パラ
メータ

2017 年 8 月
23 日

AWS::Partition 擬似パラメータを使用して、リソースが
あるパーティションを返します。

2010-05-15

AWS::URLSuffix 擬似パラメータを使用して、ドメインの
サフィックスを返します。
詳細については、「擬似パラメータのリファレンス」を参照
してください。
DAX サポート
の新しいリソー
ス

2017 年 8 月
22 日

AWS::DAX::Cluster
AWS::DAX::Cluster リソースを使用して、Amazon
DynamoDB で使用する DAX クラスターを作成します。
AWS::DAX::ParameterGroup
AWS::DAX::ParameterGroup リソースを使用し
て、Amazon DynamoDB で使用するパラメータグループ
を作成します。
AWS::DAX::SubnetGroup
AWS::DAX::SubnetGroup リソースを使用して、DAX
(DynamoDB Accelerator) で使用するサブネットグルー
プを作成します。
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新しいリソース

2017 年 8 月
18 日

AWS::ApiGateway::DocumentationPart および
AWS::ApiGateway::DocumentationPart

2010-05-15

AWS::ApiGateway::DocumentationPart および
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion リ
ソースを使用して、API Gateway API のドキュメントを
作成します。
AWS::ApiGateway::GatewayResponse
AWS::ApiGateway::GatewayResponse リソースを
使用して、API Gateway API のカスタムレスポンスを作
成します。
AWS::ApiGateway::RequestValidator
AWS::ApiGateway::RequestValidator リソースを
使用して、API Gateway API への受信リクエストの検証
ルールを設定します。
AWS::EC2::NetworkInterfacePermission
AWS::EC2::NetworkInterfacePermission リソー
スを使用して、AWS アカウントにネットワークイン
ターフェイスに対するアクセス権限を付与します。
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2017 年 8 月
18 日

AWS::ApiGateway::Stage

2010-05-15

DocumentationVersion プロパティを使用して、API
ドキュメントのバージョニングが有効なスナップショッ
トを指定します。
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingConfiguration プロパティを使用
して、Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリ
シー設定を指定します。
AWS::CloudTrail::Trail
EventSelectors プロパティを使用して、Amazon S3
データイベントをサポートします。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
LoadBalancerInfo および DeploymentStyle プロ
パティを使用して、インプレースデプロイ用の Elastic
Load Balancing ロードバランサーを指定します。
AutoRollbackConfiguration プロパティを使用し
て、デプロイの自動ロールバックを設定します。
AWS::EC2::SpotFleet
SpotFleetRequestConfigData プロパティタイプの
ReplaceUnhealthyInstances プロパティを使用して
スポットフリートで異常なインスタンスを置き換えるか
どうかを指定し、Type プロパティを使用してリクエス
トのタイプを指定します。
AWS::EC2::Subnet
AssignIpv6AddressOnCreation および
Ipv6CidrBlock プロパティを使用して、IPv6 CIDR ブ
ロックを関連付けたサブネットを作成します。
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
ExtendedS3DestinationConfiguration プロパ
ティを使用して、Amazon S3 のターゲットを設定しま
す。
各ターゲット設定内で ProcessingConfiguration サ
ブプロパティを使用して、受信ソースデータを変換して
からターゲットに配信する Lambda 関数を呼び出しま
す。
AWS::RDS::DBCluster および AWS::RDS::DBInstance
デフォルトの DeletionPolicy は、Snapshot リソー
スの場合も、AWS::RDS::DBCluster プロパティを
指定しない AWS::RDS::DBInstance リソースの場
合も、DBClusterIdentifier になりました。AWS
CloudFormation でリソースを削除する方法の詳細につ
いては、「DeletionPolicy 属性」を参照してください。
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AWS::S3::Bucket
Rule プロパティタイプの
AbortIncompleteMultipartUpload プロパティを使
用して、Amazon S3 バケットへの不完全なマルチパー
トアップロードを中止するライフサイクルルールを指定
します。
AWS::SQS::Queue
KmsMasterKeyId および
KmsDataKeyReusePeriodSeconds プロパティを使用
して、Amazon SQS のサーバー側暗号化を設定します。
以下のリソースの Arn 組み込み関数に Fn::GetAtt 属性を
追加しました。
• AWS::CloudTrail::Trail.また、SnsTopicArn も追加しまし
た。
• AWS::CloudWatch::Alarm
• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::ECS::Cluster
• AWS::IoT::Policy
• AWS::IoT::TopicRule
• AWS::Logs::Destination
CodePipeline
アーティファク
トでのスタック
タグのサポート

2017 年 8 月
18 日

テンプレート設定ファイルでスタックのタグを指定し
て、CodePipeline パイプラインのアーティファクトとして使
用できるようになりました。指定したタグは、テンプレート
設定ファイルを使用して作成したスタックに適用されます。
詳細については、「AWS CloudFormation アーティファク
ト」を参照してください。

2010-05-15

暗号化された
ファイルシステ
ムの作成

2017 年 8 月
14 日

AWS::EFS::FileSystem

2010-05-15

Encrypted プロパティを使用して、Amazon EFS ファ
イルシステムを作成中に暗号化します。
KmsKeyId プロパティを使用して、暗号化されたファ
イルシステムの保護に使用するカスタムの customer
managed key をオプションで指定します。
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AWS Batch 対
応の新しいリ
ソース

2017 年 8 月
8日

AWS::Batch::ComputeEnvironment

2010-05-15

AWS::Batch::ComputeEnvironment リソースを使用
して、AWS Batch コンピューティング環境を定義しま
す。
AWS::Batch::JobDefinition
AWS::Batch::JobDefinition リソースを使用し
て、AWS Batch ジョブ定義のパラメータを指定しま
す。
AWS::Batch::JobQueue
AWS::Batch::JobQueue リソースを使用して、AWS
Batch ジョブキューを定義します。

Amazon Kinesis 2017 年 7 月
Data Analytics
28 日
対応の新しいリ
ソース

AWS::KinesisAnalytics::Application

2010-05-15

AWS::KinesisAnalytics::Application リソース
を使用して Amazon Kinesis Data Analytics アプリケー
ションを作成します。
AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput
AWS::KinesisAnalytics::ApplicationOutput リ
ソースを使用して、外部ターゲットを Amazon Kinesis
Data Analytics アプリケーションに追加します。
AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
AWS::KinesisAnalytics::ApplicationReferenceDataSource
リソースを使用して、リファレンスデータソースを既存
の Amazon Kinesis Data Analytics アプリケーションに
追加します。

StackSets を使
用して、アカウ
ントとリージョ
ンのスタックを
一元管理しま
す。

2017 年 7 月
25 日

StackSets を使用すると、1 回のオペレーションで、複数の
2010-05-15
アカウントとリージョンでスタックを作成、更新、または削
除することができます。管理者アカウントを使用して、AWS
CloudFormation テンプレートを定義および管理し、指定の
リージョンの選択されたターゲットアカウントにスタック
をプロビジョニングする基盤としてテンプレートを使用しま
す。StackSets の詳細については、「AWS CloudFormation
StackSets の操作」を参照してください。

クライアントの
リクエストトー
クンでスタック
イベントを表示
する

2017 年 14 月 コンソールで、スタックオペレーションは、クライアン
7日
トのリクエストトークンの [イベント] タブに表示されま
す。指定されたスタックオペレーションでトリガーされ
るイベントはすべて、同一クライアントのリクエストトー
クンに割り当てられ、オペレーションの追跡に使用できま
す。詳細については、「AWS マネジメントコンソールでの
AWS CloudFormation スタックデータとリソースの表示」と
「StackEvent」 (AWS CloudFormation API Reference) を参
照してください。
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スタックのク
イック作成リン
クを使用する

2017 年 14 月 クイック作成リンクを使用すると、スタックを作成して、す 2010-05-15
7日
ぐに作業を開始できます。テンプレート URL、スタック名、
テンプレートパラメータを使用して、事前に [Create Stack
Wizard (スタック作成ウィザード)] ページを 1 つ設定しま
す。詳細については、「スタックのクイック作成リンクを作
成する」を参照してください。

AWS Database
Migration
Service 対応の
新しいリソース

2017 年 7 月
12 日

AWS::DMS::Certificate
AWS::DMS::Certificate リソースを使用して、AWS
DMS エンドポイントとレプリケーションインスタンス
間の接続を暗号化する SSL 証明書を作成します。
AWS::DMS::Endpoint
AWS::DMS::Endpoint リソースを使用して、AWS
DMS エンドポイントを作成します。
AWS::DMS::EventSubscription
AWS::DMS::EventSubscription リソースを使用し
て、Amazon Simple Notification Service を通じて AWS
DMS イベントの通知を取得します。
AWS::DMS::ReplicationInstance
AWS::DMS::ReplicationInstance リソースを使用
して、AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成
します。
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup リソースを
使用して、AWS DMS レプリケーションのサブネットグ
ループを作成します。
AWS::DMS::ReplicationTask
AWS::DMS::ReplicationTask リソースを使用し
て、AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。
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新しいリソース

2017 年 7 月
5日

AWS::CloudWatch::Dashboard

2010-05-15

AWS::CloudWatch::Dashboard リソースを使用し
て、CloudWatch コンソールのカスタム CloudWatch
ダッシュボードを指定します。
AWS::ApiGateway::DomainName
AWS::ApiGateway::DomainName リソースを使用し
て、Amazon API Gateway にデプロイされた API のわか
りやすいカスタム URL を指定します。
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway リソース
を使用して、VPC の Egress-Only インターネットゲー
トウェイを作成します。
InstanceFleetConfig
InstanceFleetConfig リソースを使用して、Amazon
EMR クラスターのスポットインスタンスフリートを設
定します。
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ソース

2017 年 7 月
5日

AWS::ApiGateway::RestApi

2010-05-15

BinaryMediaTypes プロパティを使用して、サポート
されているバイナリメディアタイプを指定します。
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration プ
ロパティを使用して、ターゲットの追跡スケーリングポ
リシー設定を指定します。
AWS::CloudTrail::Trail
TrailName プロパティを使用して、AWS CloudTrail リ
ソースのカスタム名を指定します。
Tags プロパティを使用して、リソースタグを指定しま
す。
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
AlarmConfiguration プロパティを使用して、デプロ
イグループのアラームを設定します。
TriggerConfigurations プロパティを使用して、デ
プロイグループの通知トリガーを設定します。
AWS::EMR::Cluster
JobFlowInsancesConfig プロパティタイ
プの CoreInstanceFleet プロパティと
MasterInstanceFleet プロパティを使用し
て、Amazon EMR クラスターのスポットインスタンス
フリートを設定します。
AWS::DynamoDB::Table
TimeToLiveSpecification プロパティを使用し
て、Amazon DynamoDB テーブルの有効期限 (TTL) 設定
を指定します。
Tags プロパティを使用して、DynamoDB テーブルのリ
ソースタグを指定します。
AWS::EC2::Instance
IamInstanceProfile プロパティで No
interruption 更新がサポートされるようになりまし
た。
AWS::EC2::Route
EgressOnlyInternetGatewayId プロパティを使用
して、EC2 ルートの Egress-Only インターネットゲート
ウェイを指定します。
AWS::Kinesis::Stream
RetentionPeriodHours プロパティを使用して、
シャードに保存されたデータレコードがアクセス可能な
状態で維持される時間数を指定します。
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AWS::RDS::DBCluster
ReplicationSourceIdentifier プロパティを使用
して、別の DB クラスターまたは Amazon RDS MySQL
DB インスタンスのリードレプリカとして DB クラス
ターを作成します。
AWS::Redshift::Cluster
LoggingProperties プロパティを使用して、監査ロ
グファイルを作成し、Amazon S3 に保存します。
新しいリソース

2017 年 6 月
6日

AWS::EMR::SecurityConfiguration
AWS::EMR::SecurityConfiguration リソースを使
用して、サービスに保存されてクラスターの作成時に指
定できるセキュリティ設定を作成します。
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2017 年 6 月
6日

AWS::AutoScaling::LifecycleHook

2010-05-15

NotificationTargetARN および RoleARN プロパ
ティは省略可能になりました。
AWS::CloudWatch::Alarm
これで EvaluateLowSampleCountPercentile
リソースの作成時に
ExtendedStatistic、TreatMissingData、および
AWS::CloudWatch::Alarm プロパティを使用できる
ようになりました。
AWS::EC2::SpotFleet
AWS CloudFormation では、スポットフリートのプロパ
ティに対する可変の変更がサポートされています。
SpotFleetRequestConfigData プロパティの以下の
プロパティで Replacement 更新がサポートされていま
す。
• AllocationStrategy
• IamFleetRole
• LaunchSpecifications
• SpotPrice
• TerminateInstancesWithExpiration
• ValidFrom
• ValidUntil
SpotFleetRequestConfigData プロパティの以下の
プロパティで No interruption 更新がサポートされ
ています。
• ExcessCapacityTerminationPolicy
• TargetCapacity
AWS::EMR::InstanceGroupConfig
AWS CloudFormation で Amazon EMR タスクインスタ
ンスグループの Auto Scaling がサポートされるようにな
りました。
AWS::Events::Rule
RoleArn プロパティは Rule リソースでは廃止されま
した。
Target プロパティタイプの RoleArn プロパティを使
用して、ターゲットに使用する IAM ロールを指定しま
す。
AWS::Kinesis::Stream
ShardCount プロパティで No interruption 更新が
サポートされるようになりました。
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AWS::Lambda::Function

TracingConfig プロパティを使用して、Lambda 関数
の追跡設定を設定します。
AWS::Redshift::Cluster、AWS::Redshift::ClusterParameterGroup、AWS::Redshift::Cl
および AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Tags プロパティを使用して、リソースタグを指定しま
す。
AWS::RDS::DBCluster
ReadEndpoint.Address 組み込み関数に
Fn::GetAtt 属性を追加しました。
AWS::S3::Bucket
Arn 組み込み関数に Fn::GetAtt 属性を追加しまし
た。
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新しいリソース

2017 年 5 月
11 日

以下の新しいリソースで Elastic Load Balancing (ELB)
Application Load Balancer での AWS WAF の使用がサポート
されています。

2010-05-15

AWS::WAFRegional::ByteMatchSet
AWS::WAFRegional::ByteMatchSet リソースを使用
して、調査するウェブリクエストの一部を識別します。
AWS::WAFRegional::IPSet
AWS::WAFRegional::IPSet リソースを使用して、リ
クエストの送信元 IP アドレスに基づいて許可またはブ
ロックするウェブリクエストを指定します。
AWS::WAFRegional::Rule
AWS::WAFRegional::Rule リソース
を使用して、許可、ブロック、またはカ
ウントするウェブリクエストを識別する
IPSet、ByteMatchSet、SqlInjectionMatchSet
オブジェクトの組み合わせを指定します。
AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet
AWS::WAFRegional::SizeConstraintSet リソース
を使用して、ウェブリクエストのサイズをチェックする
のに使用するサイズ制約と、チェックするリクエストの
部分を指定します。
AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet
AWS::WAFRegional::SqlInjectionMatchSet リ
ソースを使用して、ウェブリクエストの特定の部分で悪
意のある SQL コードを含むリクエストを許可、ブロッ
ク、またはカウントします。
AWS::WAFRegional::WebACL
AWS::WAFRegional::WebACL リソースを使用して、
許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエスト
を識別します。
AWS::WAFRegional::WebACLAssociation
AWS::WAFRegional::WebACLAssociation リソー
スを使用して、ウェブアクセスコントロールグループ
(ACL) をリソースと関連付けます。
AWS::WAFRegional::XssMatchSet
AWS::WAFRegional::XssMatchSet リソースを使用
して、AWS WAF でクロスサイトスクリプト攻撃を調べ
るウェブリクエストの一部と、調査のヘッダーの名前を
指定します。
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新しいリソース

2017 年 4 月
28 日

AWS::Cognito::IdentityPool

2010-05-15

AWS::Cognito::IdentityPool リソースを使用し
て、Amazon Cognito ID プールを作成します。
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment リ
ソースを使用して、Amazon Cognito ID プールのロール
設定を管理します。
AWS::Cognito::UserPool
AWS::Cognito::UserPool リソースを使用し
て、Amazon Cognito ユーザープールを作成します。
AWS::Cognito::UserPoolClient
AWS::Cognito::UserPoolClient リソースを使用し
て、ユーザープールクライアントを作成します。
AWS::Cognito::UserPoolGroup
AWS::Cognito::UserPoolGroup リソースを使用し
て、Amazon Cognito ユーザープールでユーザーグルー
プを作成します。
AWS::Cognito::UserPoolUser
AWS::Cognito::UserPoolUser リソースを使用し
て、Amazon Cognito ユーザープールユーザーを作成し
ます。
AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment
AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment
リソースを使用して、Amazon Cognito ユーザープール
グループにユーザーをアタッチします。
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ソース

2017 年 4 月
28 日

SourceDetails

2010-05-15

MaximumExecutionFrequency リソースの
AWS::Config::ConfigRule サブプロパティを使用し
て、定期的トリガーを使用するカスタムルールの評価を
実行します。
AWS::EC2::Volume
現在 CloudFormation で Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) の Elastic Volumes をサポートしていま
す。現在 VolumeType、Size、および Iops の 3 つの
プロパティで No interruption 更新をサポートして
います。
AWS::EC2::SecurityGroup
GroupName プロパティを使用して、Amazon EC2 セ
キュリティグループの名前を指定します。
AWS::ECS::Service
AWS::ECS::Service に
は、PlacementConstraints、PlacementStrategies、
および ServiceName という 3 つの新しいプロパティが
あります。
AWS::ECS::TaskDefinition
PlacementConstraints プロパティを使用して、サー
ビスにおけるタスクの配置制約事項を定義します。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
ConfigurationEndPoint.Address 属性および
ConfigurationEndPoint.Port 属性が Fn::GetAtt
組み込み関数に追加されました。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
IpAddressType プロパティを使用して、ロードバラン
サーのサブネットによって使用される IP アドレスのタ
イプを指定します。
AWS::EMR::Cluster
AWS CloudFormation では Amazon EMR クラスターの
Auto Scaling がサポートされるようになりました。
AWS::IAM::ManagedPolicy
ManagedPolicyName プロパティを使用して、IAM 管
理ポリシーのカスタム名を指定します。
AWS::Lambda::Function
Tags プロパティを使用して、Lambda 関数にタグを追
加します。
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AWS::OpsWorks::Instance
Fn::GetAtt 組み込み関数に次の属性が追加されまし
た。AvailabilityZone、PrivateDnsName、PrivateIp、
および PublicDnsName。
AWS::OpsWorks::UserProfile
SshUsername プロパティを使用して、ユーザーの SSH
名を指定します。
SshUsername 組み込み関数に Fn::GetAtt 属性を追
加しました。
AWS::Redshift::Cluster
IamRoles プロパティを使用して、Amazon Redshift
クラスターが他の AWS サービスにアクセスするた
めに使用可能な 1 つ以上の AWS Identity and Access
Management ロールのリストを提供します。
AWS
CloudFormation
デザイナー を
使用して YAML
および JSON
でテンプレート
を編集する

2017 年 4 月
6日

デザイナー を使用して AWS CloudFormation テンプレート
を作成すると、統合エディタで YAML と JSON の両方のテ
ンプレートを編集できるようになります。テンプレート作
成言語に応じて、JSON テンプレートを YAML に変換する
こともでき、その逆も可能です。詳細については、「AWS
CloudFormation デザイナーとは」を参照してください

2010-05-15

新しいリソース

2017 年 4 月
6日

AWS::SSM::Parameter

2010-05-15

AWS::SSM::Parameter リソースを使用して、パラ
メータストアに SSM パラメータを作成します。

AWS::Include 2017 年 3 月
28 日
変換

AWS::Include 変換を使用して、Amazon S3 バケットに保
存された再利用可能なスニペットを参照します。詳細につい
ては、「AWS::Include Transform」を参照してください。

2010-05-15

Amazon VPC
を別のアカウン
トにピア接続す
る

2017 年 3 月
28 日

これで、AWS CloudFormation を使用して Amazon VPC を
別の AWS アカウントの VPC とピア接続することができま
す。詳細については、「別の AWS アカウントで Amazon
VPC とピア接続する」を参照してください。

2010-05-15

新しいリソース

2017 年 3 月
28 日

AWS::ApiGateway::UsagePlanKey

2010-05-15

AWS::ApiGateway::UsagePlanKey リソースを使用
して、使用量プランキーを関連付けてその使用量プラン
が適用されるユーザーを決定します。
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ソース

2017 年 3 月
28 日

AWS::EC2::VPCPeeringConnection

2010-05-15

PeerOwnerId プロパティおよび PeerRoleArn プロパ
ティを使用して、別の AWS アカウントの VPC にピア
接続します。
詳細については、「別の AWS アカウントで Amazon
VPC とピア接続する」を参照してください。
AWS::IAM::InstanceProfile
InstanceProfileName を使用してインスタンスプロ
ファイルを設定します。
AWS::Lambda::Function
DeadLetterConfig プロパティを使用して、AWS
Lambda が処理できないイベントの対処方法を設定しま
す。
Node.js v0.10 は Runtime プロパティでサポートされな
くなりました。
AWS::Route53::HealthCheck

HealthCheckConfig HealthCheckConfig
プロパティには次の 7 つの新しいリ
ソースサブプロパティがあります:
AlarmIdentifier、ChildHealthChecks、EnableSNI、HealthThreshol
および MeasureLatency。
AWS::SQS::Queue
ContentBasedDeduplication および FifoQueue
プロパティを使用して、先入れ先出し (FIFO) Amazon
Simple Queue Service キューを作成します。
AWS::S3::Bucket
Amazon S3 バケットの IPv6 ドメイン名を指定できるよ
うになりました。
新しいリソース

2017 年 2 月
10 日

AWS::StepFunctions::Activity

2010-05-15

AWS::StepFunctions::Activity リソースを使用し
て AWS Step Functions アクティビティを作成します。
AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS::StepFunctions::StateMachine リソースを
使用して、Step Functions ステートマシンを作成しま
す。

新しい組み込み
関数

2017 年 1 月
17 日

Fn::Split 関数を使用して、文字列を文字列値のリストに
分割します。詳細については、「Fn::Split」を参照してくだ
さい。
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API
バー
ジョン

インポートをリ
ストするための
コンソールのサ
ポート

2017 年 1 月
17 日

AWS CloudFormation コンソールを使用して、エクスポート
された出力値をインポートしているすべてのスタックを表示
します。詳細については、「エクスポートされた出力値をイ
ンポートするスタックのリスト」を参照してください。

2010-05-15

更新されたリ
ソース

2017 年 1 月
17 日

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

2010-05-15

LoadBalancerNames プロパティは、Auto Scaling グ
ループを置き換えることなく更新できます。
AWS::ECS::TaskDefinition
NetworkMode プロパティおよび MemoryReservation
プロパティを追加しました。
AWS::RDS::DBCluster
AWS CloudFormation は Tags プロパティの更新をサ
ポートします。
AWS::RDS::DBInstance
Timezone プロパティを追加しました。
FirehoseAction
Separator プロパティを追加しました。
AWS::OpsWorks::Instance
PublicIp 組み込み関数の Fn::GetAtt 属性を追加し
ました。

新しいリソース

2016 年 12 月 AWS::CodeBuild::Project
2010-05-15
01 日
AWS::CodeBuild::Project リソースを使用し、AWS
CodeBuild によるソースコードの構築を定義する AWS
CodeBuild プロジェクトを作成します。
AWS::SSM::Association
AWS::SSM::Association リソースを使用して
Amazon EC2 Systems Manager ドキュメントを EC2 イ
ンスタンスと関連付けます。
AWS::EC2::SubnetCidrBlock
AWS::EC2::SubnetCidrBlock リソースを使用し、単
独の IPv6 CIDR ブロックを Amazon VPC サブネットと
関連付けます。
AWS::EC2::VPCCidrBlock
AWS::EC2::VPCCidrBlock リソースを使用し
て、Amazon が提供する単独の IPv6 CIDR ブロックを
Amazon VPC VPC と関連付けます。

API バージョン 2010-05-15
7055

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更
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IPv6 サポート
の更新されたリ
ソース

2016 年 12 月 AWS::EC2::Instance
01 日
Ipv6AddressCount および Ipv6Addresses プロパ
ティを追加しました。
AWS::EC2::NetworkAclEntry

API
バー
ジョン
2010-05-15

Ipv6CidrBlock プロパティを追加しました。
AWS::EC2::NetworkInterface
Ipv6AddressCount および Ipv6Addresses プロパ
ティを追加しました。
AWS::EC2::Route
DestinationIpv6CidrBlock プロパティを追加しま
した。
AWS::EC2::SecurityGroupEgress
CidrIpv6 プロパティを追加しました。
AWS::EC2::SecurityGroupIngress
CidrIpv6 プロパティを追加しました。
AWS::EC2::SpotFleet
特定のネットワークインターフェイスを起動するための
Ipv6AddressCount プロパティと Ipv6Addresses プ
ロパティが追加されました。
AWS::EC2::Subnet
Ipv6CidrBlocks 関数の Fn::GetAtt 属性を追加しま
した。
AWS::EC2::VPC
Ipv6CidrBlocks 関数の Fn::GetAtt 属性を追加しま
した。
AWS::SSM::Document
DocumentType プロパティを追加しました。
リソース仕様

2016 年 11 月 AWS CloudFormation リソース仕様を使用して、AWS
22 日
CloudFormation テンプレートの作成に役立つツールを構
築します。仕様は、機械による読み取りが可能な JSON
形式のテキストファイルです。詳細については、「AWS
CloudFormation リソース仕様」を参照してください。
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説明

新しいリソース

2016 年 11 月 AWS::OpsWorks::UserProfile
22 日
AWS::OpsWorks::UserProfile リソースを使用し
て、AWS OpsWorks スタックのインスタンスにアクセ
スする必要があるユーザー用の SSH アクセスを設定し
ます。

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::OpsWorks::Volume
AWS::OpsWorks::Volume リソースを使用して、AWS
OpsWorks スタックに Amazon Elastic Block Store ボ
リュームを登録します。
更新されたリ
ソース

2016 年 11 月 AWS::OpsWorks::App
22 日
DataSources プロパティを追加しました。
AWS::OpsWorks::Instance

2010-05-15

BlockDeviceMappings、AgentVersion、ElasticIps、Hostname、Tenan
および Volumes プロパティを追加しました。
AWS::OpsWorks::Layer
CustomJson および VolumeConfigurations プロパ
ティを追加しました。
AWS::OpsWorks::Stack

ElasticIps、EcsClusterArn、RdsDbInstances、CloneAppIds、CloneP
および SourceStackId プロパティを追加しました。
AWS::RDS::DBInstance
CopyTagsToSnapshot プロパティを追加しました。
リストのイン
ポート

2016 年 11 月 エクスポートされた出力値のインポートをリストして、どの
22 日
AWS CloudFormation スタックが値をインポートしているか
を追跡します。詳細については、「エクスポートされた出力
値をインポートするスタックのリスト」を参照してくださ
い。

変換

2016 年 11 月 サーバーレスアプリケーション用の AWS SAM 構文を処理す 2010-05-15
17 日
るために AWS CloudFormation で使用する AWS Serverless
Application Model (AWS SAM) を指定します。詳細について
は、「変換」を参照してください。

新しいリソース

2016 年 11 月 AWS::SNS::Subscription
17 日
AWS::SNS::Subscription リソースを使用して、エ
ンドポイントを Amazon Simple Notification Service ト
ピックにサブスクライブします。

API バージョン 2010-05-15
7057

2010-05-15

2010-05-15

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2016 年 11 月 AWS::Lambda::Function
2010-05-15
17 日
Environment プロパティを使用して、AWS Lambda 関
数がアクセスできるキーと値のペア (環境変数) を指定し
ます。
KmsKeyArn プロパティを使用して、AWS Lambda が環
境変数を暗号化および復号するために使用する KMS key
を指定します。

新しい CLI コマ
ンド

2016 年 11 月 S3 バケットへのローカルアーティファクトのアップロード
17 日
aws cloudformation package コマンドを使用し
て、AWS CloudFormation テンプレート内で S3 バケッ
トを参照するローカルアーティファクトをアップロード
します。

2010-05-15

変換を伴うテンプレートの迅速なデプロイ
aws cloudformation deploy コマンドを使用して、
変更セットの作成および実行アクションを単一のコマン
ドに結合します。このコマンドは、変換を含むスタック
をすばやく作成または更新する際に便利です。
更新されたリ
ソース

2016 年 11 月 AWS::CloudFront::Distribution
03 日
DistributionConfig プロパティの場合は、HttpVersion
プロパティを使用して Amazon CloudFront との通信に
閲覧者が使用できる最新の HTTP バージョンを指定しま
す。

2010-05-15

ForwardedValues プロパティの場合
は、QueryStringCacheKeys プロパティを使用して
キャッシュするコンテンツを決定するために CloudFront
で使用するクエリ文字列パラメータを指定します。
スタックのエク
スポートのリス
ト

2016 年 11 月 AWS CloudFormation コンソール、API、または AWS CLI を
03 日
使用して、リージョンでのすべてのエクスポートされた出力
値のリストを表示します。詳細については、「スタックの出
力値のエクスポート」を参照してください。

2010-05-15

スタックを使用
した継続的な配
信

2016 年 11 月 AWS CodePipeline を使用して、AWS CloudFormation ス
03 日
タックを使用した継続的な配信ワークフローを構築します。
詳細については、「CodePipeline を使用した継続的デリバ
リー」を参照してください。

2010-05-15

ロールバック中
のリソースのス
キップ

2016 年 11 月 UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態のスタックがあ
03 日
る場合、ContinueUpdateRollback アクション
で ResourcesToSkip パラメータを指定して、AWS
CloudFormation がロールバックできないリソースをスキッ
プします。詳細については、「トラブルシューティング」セ
クションの「更新のロールバックの失敗」を参照してくださ
い。

2010-05-15

API バージョン 2010-05-15
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API
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変更セットの機
能強化

2016 年 11 月 変更セットを使用して新しいスタックを作成できます。
03 日

更新されたリ
ソース

2016 年 10 月 AWS::ElastiCache::CacheCluster
2010-05-15
12 日
クラスターを置き換えずに CacheNodeType プロパティ
を更新します。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

2010-05-15

複数のノードグループ (シャード) を含めることができ、
それぞれにプライマリクラスターとリードレプリカのあ
る Redis (有効なクラスターモード) レプリケーショング
ループを作成できます。
AWS::ElastiCache::SubnetGroup
CacheSubnetGroupName プロパティを使用し
て、Amazon ElastiCache サブネットグループの名前を
指定します。
新しいリソース

2016 年 10 月 AWS::ApiGateway::UsagePlan
06 日
AWS::ApiGateway::UsagePlan リソースを使用し
て、デプロイした Amazon API Gateway API の使用プラ
ンを指定します。
AWS::CodeCommit::Repository
AWS::CodeCommit::Repository リソースを使用し
て、Amazon Web Services がホストする CodeCommit
リポジトリを作成します。
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更新されたリ
ソース

2016 年 10 月 AWS::ApiGateway::Authorizer
06 日
ProviderARNs プロパティを使用して、Amazon
Cognito ユーザープールを Amazon API Gateway API 認
証として使用します。
AWS::ApiGateway::Deployment

API
バー
ジョン
2010-05-15

StageName プロパティは必要なくなりました。
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
GetAtt 関数で、LoadBalancerArns 属性を使用して
ターゲットグループにトラフィックをルーティングする
ロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN) を
取得します。
AWS::RDS::DBInstance
Domain、および DomainIAMRoleName プロパティを使
用して、ユーザーが RDS DB インスタンスに接続すると
きに Windows 認証を使用します。
AWS::EC2::SecurityGroupEgress
DestinationPrefixListId プロパティを使用し
て、Amazon VPC エンドポイントの AWS サービスプレ
フィックスを指定します。
クロススタック
参照の拡張

2016 年 10 月 組み込み関数を使用してエクスポートの Name 値をカスタマ
06 日
イズするか、ImportValue 関数の値を参照します。

2010-05-15

AWS
CloudFormation
サービスロール

2016 年 ９ 月
26 日

AWS CloudFormation スタックオペレーションに AWS
Identity and Access Management (IAM) サービスロールを使
用します。AWS CloudFormation はユーザーに代わってス
タックリソースを呼び出すためにロールの認証情報を使用
します。詳細については、「AWS CloudFormation サービス
ロール」を参照してください。

2010-05-15

新機能

2016 年 ９ 月
19 日

Export 出力フィールドと Fn::ImportValue 組み込み関
数を使用して、別のスタックのリソースの出力を参照する
スタックを作成できます。詳細については、「Outputs」、
「Fn::ImportValue」、および「チュートリアル: 別の AWS
CloudFormation スタックのリソース出力を参照する」を参
照してください。

2010-05-15

YAML サポート

2016 年 ９ 月
19 日

AWS CloudFormation テンプレートの記述に YAML 形式を使
用できます。YAML では、たとえばテンプレートにコメント
を追加したり、組み込み関数の短縮形を使用することもでき
ます。詳細については、「AWS CloudFormation テンプレー
ト形式」を参照してください。

2010-05-15

新しい組み込み
関数

2016 年 ９ 月
19 日

Fn::Sub 関数を使用して、入力文字列の変数を指定した値
に置き換えます。詳細については、「Fn::Sub」を参照して
ください。

2010-05-15

API バージョン 2010-05-15
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新しいリソース

2016 年 ９ 月
19 日

AWS::KMS::Alias

2016 年 ９ 月
19 日

AWS::EC2::SpotFleet

更新されたリ
ソース

API
バー
ジョン

AWS::KMS::Alias リソースを使用して、AWS KMS
key のエイリアスを作成します。
2010-05-15

LaunchSpecifications プロパティでは、特定
のインスタンスタイプの入札価格を指定するために
SpotPrice プロパティを使用します。
AWS::ECS::Cluster
ClusterName プロパティを使用して、Amazon Elastic
Container Service クラスターの名前を指定します。
AWS::ECS::TaskDefinition
TaskRoleArn プロパティを使用して、Amazon Elastic
Container Service コンテナがユーザーに代わって
AWS 呼び出しに使用する AWS Identity and Access
Management ロールを指定します。
Family プロパティを使用して、特定のファミリーのタ
スク定義を登録します。
AWS::Elasticsearch::Domain
使用する OpenSearch のバージョンを指定するため
に、ElasticsearchVersion プロパティを使用しま
す。

新しいリソース

2016 年 8 月
11 日

複数のアベイラビリティーゾーン内で受信アプリケーショ
ントラフィックを EC2 インスタンスなどの複数のター
ゲットに配信するためには、次の Elastic Load Balancing
Application Load Balancer リソースを使用します:

2010-05-15

• AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
更新されたリ
ソース

2016 年 8 月
11 日

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
1 つまたは複数の Application Load Balancer ターゲット
グループに Auto Scaling グループを関連付けるために
は、TargetGroupARNs プロパティを使用します。
AWS::ECS::Service
LoadBalancers プロパティをロードするために
は、Amazon Elastic Container Service サービスを
Application Load Balancer ターゲットグループに関連付
けるために TargetGroupArn プロパティを使用しま
す。
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API
バー
ジョン

新しいリソース

2016 年 8 月
09 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
た。

2010-05-15

AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget および
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy
ターゲット リソースをいつどのようにスケールするかを
定義するには、Application Auto Scaling スケーリングポ
リシーを使用します。
AWS::CertificateManager::Certificate
安全な接続を有効にするには、他の AWS サービスで
使用できる AWS Certificate Manager 証明書を設定しま
す。
更新されたリ
ソース

2016 年 8 月
09 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::CloudFront::Distribution
ディストリビューション設定 ViewerCertificate プ
ロパティについては、AWS Certificate Manager 証明書
を指定できます。ディストリビューション設定 Origin
プロパティについては、カスタムオリジンのカスタム
ヘッダーと SSL プロトコルを指定できます。
AWS::EFS::FileSystem
Amazon Elastic File Systemファイルシステムにパ
フォーマンス モードを指定できます。
新しいリソース

2016 年 7 月
20 日

AWS IoT
AWS IoT を使用して、AWS IoT ポリシー、X.509 証明
書、ポリシーとプリンシパル (X.509 証明書または他の
認証情報) の関連付け、AWS IoT モノ、プリンシパルと
モノの間の関連付け、または AWS IoT ルールを宣言し
ます。
• AWS::IoT::Certificate
• AWS::IoT::Policy
• AWS::IoT::PolicyPrincipalAttachment
• AWS::IoT::Thing
• AWS::IoT::ThingPrincipalAttachment
• AWS::IoT::TopicRule
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更新されたリ
ソース

2016 年 7 月
20 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::IAM::Group、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User
AWS Identity and Access Management (IAM) リソースの
カスタム名を指定するには名前のプロパティを使用しま
す。
AWS::ApiGateway::Method
Integration プロパティで
は、PassthroughBehavior プロパティを使用してい
つ Amazon API Gateway がリクエストを対象バックエン
ドに渡すかを指定できます。
AWS::ApiGateway::Model および AWS::ApiGateway::RestApi
Schema と Body プロパティの JSON オブジェクトを指
定できます。
Auto Scaling
グループの
UpdatePolicy

2016 年 6 月
9日

UpdatePolicy 属性で
は、AutoScalingReplacingUpdate プロパティを使用し
て、Auto Scaling グループを更新する場合に Auto Scaling グ
ループおよびそこに含まれるインスタンスを置き換えるかど
うかを指定します。置き換え中は、更新が失敗した場合に
AWS CloudFormation が元の Auto Scaling グループにロール
バックできるように、新しい Auto Scaling グループが正常に
作成されるまで古いグループは AWS CloudFormation によっ
て維持されます。詳細については、「UpdatePolicy 属性」を
参照してください。

2010-05-15

新しいリソース

2016 年 6 月
9日

AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
た。

2010-05-15

AWS::EC2::FlowLog
指定されたネットワークインターフェイス、サブネッ
ト、または VPC の IP トラフィックをキャプチャする
Amazon Elastic Compute Cloud フローログを作成しま
す。
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
Amazon Simple Storage Service、Amazon Redshift、ま
たは Amazon OpenSearch Service などの送信先にリア
ルタイムでストリーミングデータを送信する配信スト
リームを作成します。
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更新されたリ
ソース

2016 年 6 月
9日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::Kinesis::Stream
Name プロパティを使用して、Amazon Kinesis ストリー
ムの名前を指定します。
AWS::Lambda::Function
Code プロパティでは、ZipFile ランタイム環境で
nodejs4.3 プロパティおよび cfn 応答モジュールを使
用できます。
AWS::SNS::Topic
AWS CloudFormation で Amazon Simple Notification
Service トピックリソースの更新が有効になりました。
新しいリソース

2016 年 4 月
25 日

AWS::EC2::Host リソースを使用してEC2 インスタンスの起
動用に完全に専用の物理サーバーを割り当てます。

2010-05-15

更新されたリ
ソース

2016 年 4 月
25 日

AWS::EC2::Instance

2010-05-15

Affinity および HostId の各プロパティを使用し
て、Amazon Elastic Compute Cloud の専用ホストにイ
ンスタンスを起動します。
AWS::ECS::Service
DeploymentConfiguration プロパティを使用して、
デプロイメント中に実行できるタスクの数を設定しま
す。
AWS::ECS::TaskDefinition
AWS CloudFormation に、追加の Amazon Elastic
Container Service のコンテナ定義プロパティのサポート
が追加されました。
AWS::GameLift::Fleet
MaxSize および MinSize の各プロパティを使用し
て、Amazon GameLift フリートで許可される EC2 イン
スタンスの最大数と最小数を指定します。
AWS::Lambda::Function
FunctionName プロパティを使用して、AWS Lambda
関数の名前を指定します。Python 2.7 を使用してインラ
イン関数を指定することもできます。
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新しいリソース

2016 年 4 月
18 日

Amazon API Gateway

2010-05-15

Amazon API Gateway リソースを使用して、規模にかか
わらず API を発行、保守、監視します。EC2 インスタ
ンスを実行するアプリケーションや AWS Lambda で実
行されるコードなどのバックエンドサービスにアクセス
するためにクライアントが呼び出す API を作成できま
す。
• AWS::ApiGateway::Account
• AWS::ApiGateway::ApiKey
• AWS::ApiGateway::Authorizer
• AWS::ApiGateway::BasePathMapping
• AWS::ApiGateway::ClientCertificate
• AWS::ApiGateway::Deployment
• AWS::ApiGateway::Method
• AWS::ApiGateway::Model
• AWS::ApiGateway::Resource
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::ApiGateway::Stage
AWS::Events::Rule
アカウントの AWS リソースの変化 (イベント) を監視
する Amazon CloudWatch Events ルールを作成できま
す。受信イベントがルールで示された条件に一致する場
合、Amazon CloudWatch Events は AWS Lambda 関数
や Amazon Simple Notification Service トピックなどの
指定されたターゲットにメッセージを送信してアクティ
ベートします。
AWS::WAF::SizeConstraintSet および
AWS::WAF::XssMatchSet
2 つの AWS WAF ルールを使用して、ウェブリクエスト
のサイズを確認したり、クロスサイトスクリプト攻撃を
防いだりできます。

新しいリソース

2016 年 3 月
31 日

AWS::Lambda::Alias リソースを使用して、AWS Lambda 関
数のエイリアスと AWS::Lambda::Version リソースを作成
し、関数のバージョンを作成します。
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リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2016 年 3 月
31 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::EMR::Cluster および
AWS::EMR::InstanceGroupConfig
EbsConfiguration プロパティを使用して、Amazon
EMR クラスターの Amazon Elastic Block Store ストレー
ジボリュームまたはインスタンスグループを設定しま
す。
AWS::Lambda::Function
VpcConfig プロパティを使用して、AWS Lambda 関数
を有効化し VPC のリソースにアクセスします。
AWS::S3::Bucket
Amazon Simple Storage Service ライフサイクルルール
で、オブジェクトを指定のストレージクラスに移行する
際に、複数の移行ルールを指定できます。
変更セット

2016 年 3 月
29 日

スタックを更新する前に、変更セットを使用して、変更が実
行中のリソースに与える可能性のある影響を確認できます。
詳細については、「変更セットを使用したスタックの更新」
を参照してください。

2010-05-15

新しいリソース

2016 年 3 月
15 日

AWS::GameLift::Alias、AWS::GameLift::Build、および
AWS::GameLift::Fleet の各リソースを使用してAWS でマル
チプレイヤーゲームサーバーをデプロイします。

2010-05-15

新しいリソース

2016 年 2 月
26 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
た。

2010-05-15

AWS::ECR::Repository
ユーザーが Docker イメージをプル/プッシュできる
Amazon Elastic Container Registry リポジトリを作成し
ます。
AWS::EC2::NatGateway
ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを使用し
て、プライベートサブネットの EC2 インスタンスから
インターネットに接続できるようにします。
AWS::Elasticsearch::Domain
OpenSearch Service リクエストを処理する
OpenSearch Service エンジンインスタンスを含む
Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) ド
メインを作成します。
AWS::EMR::Cluster、AWS::EMR::InstanceGroupConfig、AWS::EMR::Step
Amazon EMR リソースを使用して大量のデータの分析
と処理を行います。クラスターを作成し、そのクラス
ターでジョブを実行できます。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

更新されたリ
ソース

2016 年 2 月
26 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::CloudTrail::Trail
IsMultiRegionTrail プロパティを使用して、スタッ
クを作成する特定のリージョンまたはすべてのリージョ
ンで AWS CloudTrail 証跡を作成するかどうかを指定し
ます。
AWS::Config::ConfigurationRecorder
記録グループの場
合、IncludeGlobalResourceTypes プロパティを使
用してすべてのグローバルリソースタイプを記録しま
す。
AWS::RDS::DBCluster
KmsKeyId プロパティと StorageEncrypted プロパ
ティを使用してクラスターのデータベースインスタンス
を暗号化します。
リソースの保持

2016 年 2 月
26 日

DELETE_FAILED 状態のスタックについて
は、RetainResources パラメータを使用して AWS
CloudFormation で削除できないリソースを保持します。詳
細については、「スタックの削除の失敗」を参照してくださ
い。

2010-05-15

スタックタグの
更新

2016 年 2 月
26 日

スタックを更新する際にスタックタグを追加、変更、または
削除できます。詳細については、「AWS CloudFormation ス
タックの更新」を参照してください。

2010-05-15

失敗した更新
ロールバックの
ロールバックを
続ける

2016 年 1 月
25 日

UPDATE_ROLLBACK_FAILED 状態のスタックの場合、更新
のロールバックを続けて動作状態のスタックを取得すること
ができます。そのようにして、スタックを元の設定に戻し、
もう一度更新を試行することができます。詳細については、
「更新のロールバックを続ける」を参照してください。

2010-05-15

アジアパシ
フィック (ソウ
ル) リージョン
で使用可能な新
しいサンプルテ
ンプレート。

2016 年 1 月
7日

次の AWS CloudFormation サンプルテンプレートのコレク
ションは、ap-northeast-2 リージョン用です。

2010-05-15

• サンプルソリューション
• アプリケーションフレームワーク
• サービス
詳細については、「サンプルテンプレート」を参照してくだ
さい。
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リリース日

説明

新しいリソース

2015 年 12 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
28 日
た。

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::DirectoryService::MicrosoftAD
Microsoft Active Directory リソースを使用して、AWS に
Microsoft Active Directory ディレクトリを作成します。
AWS::Logs::Destination および AWS::Logs::LogStream

Amazon CloudWatch Logs リソースを使用して、それぞ
れログデータをリアルタイムで処理するための宛先とロ
グストリームを作成するための宛先を作成します。
AWS::WAF::ByteMatchSet、AWS::WAF::IPSet、AWS::WAF::Rule、AWS::WAF::SqlI
および AWS::WAF::WebACL
AWS WAF リソースを使用して、コンテンツへのウェブ
リクエストを制御およびモニタリングします。
リソースの更新

2015 年 12 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
28 日
た。

2010-05-15

AWS::CloudFront::Distribution
ディストリビューション設定の場合、WebACLId プロパ
ティを使用して AWS WAF ウェブアクセスコントロール
リスト (ACL) と Amazon CloudFront ディストリビュー
ションを関連付けます。キャッシュ動作とデフォルトの
キャッシュ動作の場合、デフォルト値と最大有効期限
(TTL) 値を指定できます。
AWS::DynamoDB::Table
Amazon DynamoDB テーブルを置き換えなくても、グ
ローバルセカンダリインデックスを作成、更新、または
削除できます。
AWS::S3::Bucket
ReplicationConfiguration プロパティを使用し
て、レプリケーションするオブジェクトとそれらの保存
場所を指定します。
NotificationConfiguration プロパティ内のプロパ
ティを使用してフィルタを指定し、指定したオブジェク
トに Amazon Simple Storage Service が通知を送信する
ようにします。
パラメータのグ
ループ化とソー
ト

2015 年 12 月 AWS::CloudFormation::Interface メタデータキーを使用し
3日
て、ユーザーがテンプレートでスタックを作成または更新し
たときに AWS CloudFormation コンソールでパラメータのグ
ループ化とソートを行います。

2010-05-15

更新ポリシー属
性

2015 年 12 月 Auto Scaling 更新ポリシー属性の場
3日
合、MinSuccessfulInstancesPercent プロパティを使
用して、更新が成功した場合に成功のシグナルを送信する必
要があるインスタンスの割合を指定します。

2010-05-15
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変更

リリース日

説明

新しいリソース

2015 年 12 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
3日
た。

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::CodePipeline::Pipeline および
AWS::CodePipeline::CustomActionType
CodePipeline リソースを使用して、リリースプロセスで
ソフトウェアの変更がどのように行われるかを記述する
パイプラインを作成します。
AWS::Config::ConfigurationRecorder、AWS::Config::DeliveryChannel、
および AWS::Config::ConfigRule
AWS Config リソースを使用して、特定のAWS リソース
の設定変更をモニタリングします。
AWS::KMS::Key
AWS Key Management Service (AWS KMS) リソースを
使用して、ユーザーが少量のデータの暗号化に使用で
きる customer managed keys を AWS KMS で作成しま
す。
AWS::SSM::Document
Amazon EC2 Systems Manager を使用して、インスタ
ンス上設定を指定するドキュメントを作成します。
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変更

リリース日

説明

リソースの更新

2015 年 12 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
3日
た。

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
EBS ボリュームが暗号化されているかどうかを指定しま
す。
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
2 つのポリシータイプ (シンプルおよびステップ
スケーリング) を使用して、Amazon CloudWatch
(CloudWatch) アラームを超過したときの Auto Scaling
グループのスケーリング方法を指定できます。
AWS::CloudTrail::Trail
CloudWatch プロパティを使用して、CloudWatch ログ
グループにログを送信します。証跡にタグを追加し、ロ
グの暗号化に使用する AWS KMS key を指定できます。
AWS::CodeDeploy::Application、AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig、
および AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
ApplicationName、DeploymentConfigName、DeploymentGroupName
の各プロパティを使用して、CodeDeploy リソースのカ
スタム名を指定します。
AWS::DynamoDB::Table
StreamSpecification プロパティを使用し
て、Amazon DynamoDB (DynamoDB) テーブルに保存
された項目の変更をキャプチャする設定を指定します。
AWS::EC2::Instance
SsmAssociations プロパティを使用して、Amazon
EC2 Systems Manager ドキュメントとインスタンスを
関連付けます。
AWS::EC2::SpotFleet
AllocationStrategy プロパティを使用して、スポッ
トプール間でターゲット容量を割り当てる方法を指定し
ます。ExcessCapacityTerminationPolicy プロパ
ティを使用して、ターゲット容量がスポットフリートの
サイズを下回った場合にインスタンスを削除する方法を
指定します。
AWS::Redshift::Cluster
KmsKeyId プロパティを使用して、Amazon Redshift ク
ラスター内のデータを暗号化するための AWS KMS key
を指定します。
AWS::WorkSpaces::Workspace
暗号化プロパティを使用して、ボリュームに保存された
データを暗号化します。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

リソースの更新

2015 年 11 月 AWS::EC2::Volume リソースの場合、ボリュームのデータに
4日
整合性がなくなると、AutoEnableIO プロパティを使用し
て I/O オペレーションを自動的に再開します。

2010-05-15

新しいリソース

2015 年 10 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
1日
た。

2010-05-15

AWS::CodeDeploy::Application、AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup、
および AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig
CodeDeploy を使用してデプロイ環境を作成し、EC2 ま
たはオンプレミスのインスタンスに適用します。
AWS::DirectoryService::SimpleAD
Simple Active Directory を使用して AWS Directory
Service Simple AD を作成します。これは、Microsoft
Active Directory 互換のディレクトリです。
AWS::EC2::PlacementGroup
プレイスメントグループを使用して、レイテンシーの小
さいネットワークでインスタンスのクラスターを作成し
ます。
AWS::EC2::SpotFleet
スポットフリートを使用して、中断可能なタスクを実行
するスポットインスタンス群を起動します。
AWS::Lambda::EventSourceMapping
イベントソースマッピングリソースを使用して、AWS
Lambda (Lambda) 関数のイベントのソースとしてスト
リームを指定します。
AWS::Lambda::Permission
Lambda アクセス許可を使用して、Lambda 関数のポリ
シーにステートメントを追加します。
AWS::Logs::SubscriptionFilter
サブスクリプションフィルタを使用して、Kinesis スト
リームに配信されるログイベントを定義します。
AWS::RDS::DBCluster および
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup
クラスターとクラスターパラメータグループのリソース
を使用して、Amazon Aurora DB クラスターを作成しま
す。
AWS::WorkSpaces::Workspace
WorkSpaces を使用してクラウドベースのデスクトップ
体験を作成します。
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リリース日

説明

リソースの更新

2015 年 10 月 AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
1日
た。

API
バー
ジョン
2010-05-15

AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
Fn::GetAtt 組み込み関数を使用して、読み取り専用レ
プリカのアドレスとポートの一覧を取得します。
AWS::OpsWorks::Stack
AgentVersion プロパティを使用して、特定の AWS
OpsWorks エージェントを指定します。
AWS::OpsWorks::App
Environment プロパティを使用して、AWS OpsWorks
アプリケーション用の環境変数を指定します。
AWS::S3::Bucket
NotificationConfiguration プロパティについて
は、Lambda 関数と Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) キューの通知設定を設定できます。
IAM 条件キー

2015 年 10 月 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーで
1日
は、AWS CloudFormation 固有の条件キーを使用して、IAM
ポリシーがいつ有効にするかを指定します。詳細について
は、AWS Identity and Access Management によるアクセス
の制御をご参照ください。

2010-05-15

AWS
CloudFormation
デザイナー

2015 年 10 月 AWS CloudFormation デザイナー を使用して、ドラッグアン
1日
ドドロップインターフェイスでテンプレートの作成と変更を
行います。

2010-05-15

新しいリソース

2015 年 8 月
24 日

2010-05-15

AWS::EC2::VPCEndpoint リソースを使用して、VPC と
AWS の別のサービス間でプライベート接続を確立します。
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リリース日

説明

API
バー
ジョン

リソースの更新

2015 年 8 月
24 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Tags プロパティを使用して、AWS Elastic Beanstalk
(Elastic Beanstalk) 環境のタグ (キーと値のペア) を指定
します。
AWS::Lambda::Function
Code プロパティの場合、ZipFile プロパティを使用
して Lambda 関数のソースコードをテンプレートで直
接記述します。現在、ZipFile プロパティを使用でき
るのは nodejs ランタイム環境の場合のみです。ただ
し、java8、nodejs など、すべてのランタイム環境で
S3 バケット内のファイルを指すことができます。
AWS::OpsWorks::Instance
EbsOptimized プロパティを使用して、インスタンス
が Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) I/O 用に最
適化されているかどうかを示します。
AWS::RDS::DBInstance
SourceDBInstanceIdentifier プロパティでは、別
のリージョンにあるデータベースインスタンスを指定し
て、クロスリージョンリードレプリカを作成できます。
Amazon S3 テ
ンプレートの
URL

2015 年 8 月
24 日

バージョニングが有効なバケットの場合は、ス
タックの作成時または更新時に、Amazon S3 テ
ンプレートの URL にバージョン ID を指定で
きます (例: https://s3.amazonaws.com/
templates/myTemplate.template?
versionId=123ab1cdeKdOW5IH4GAcYbEngcpTJTDW)。

新しいリソース

2015 年 8 月
3日

AWS::EFS::FileSystem リソースを使用して Amazon
2010-05-15
Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムを作成
し、AWS::EFS::MountTarget リソースを使用してファイルシ
ステムのマウントポイントを作成します。

アクセス権限の
条件の変更

2015 年 6 月
11 日

AWS::RDS::DBInstance リソースを作成または更新する場合
は、ec2:DescribeAccountAttributes アクションを呼
び出すためのアクセス許可も必要になりました。
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説明

API
バー
ジョン

新しいリソース

2015 年 6 月
11 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
た。

2010-05-15

AWS::DataPipeline::Pipeline
データパイプラインを使用して、データの移動と変換を
自動化します。
Amazon Elastic Container Service リソース
AWS::ECS::Service、AWS::ECS::Cluster、および
AWS::ECS::TaskDefinition の各リソースを使用し
て、EC2 インスタンスのクラスターで Docker コンテナ
を作成します。
AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
レプリケーショングループを使用して、1 個の読み書き
可能なプライマリクラスターと、最大 5 個の読み取り専
用セカンダリクラスターで構成されるノードの集合を作
成します。
AWS::IAM::ManagedPolicy
管理ポリシーを使用し、AWS ユーザー、グループ、
ロールに権限を適用するために使用できる IAM アカウン
トのポリシーを作成します。
AWS::Lambda::Function
イベントに応答してコードを実行する Lambda 機能を使
用します。
AWS::RDS::OptionGroup
オプショングループは、Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) データベースの作成と管理に役
立ちます。
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リリース日

説明

API
バー
ジョン

リソースの更新

2015 年 6 月
11 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::EC2::Subnet
MapPublicIpOnLaunch プロパティを使用して、サブ
ネット内のインスタンスにパブリック IP アドレスを自
動的に割り当てます。
AWS::ElastiCache::CacheCluster
SnapshotName プロパティを使用して、新しい Redis
キャッシュクラスターにスナップショットデータを復元
します。
AWS::IAM::User
LoginProfile プロパティに
は、PasswordResetRequired プロパティを使用して
AWS Management Console へのログイン時にユーザー
に新しいパスワードの設定を求めます。
AWS::OpsWorks::Layer
LifecycleEventConfiguration プロパティを使用
して、AWS OpsWorks Layer のライフサイクルイベント
を設定します。
AWS::S3::Bucket
LifecycleConfiguration プロパティに
は、NoncurrentVersionExpirationInDays プロパ
ティと NoncurrentVersionTransition プロパティ
を使用して以前のオブジェクトバージョンのライフサイ
クルルールを指定します。
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リリース日

説明

API
バー
ジョン

新しいパラメー
タタイプ

2015 年 5 月
19 日

AWS CloudFormation コンソールを使用してスタックを作成
または更新するときはいつでも、ID、名前、または Name タ
グ値によって AWS 固有のパラメータタイプ値を検索するこ
とができます。

2010-05-15

AWS CloudFormation には、次の AWS 固有のパラメータタ
イプのサポートも追加されました。詳細については、「パラ
メータ」を参照してください。
• AWS::EC2::AvailabilityZone::Name
• List<AWS::EC2::AvailabilityZone::Name>
• AWS::EC2::Instance::Id
• List<AWS::EC2::Instance::Id>
• AWS::EC2::Image::Id
• List<AWS::EC2::Image::Id>
• AWS::EC2::SecurityGroup::GroupName
• List<AWS::EC2::SecurityGroup::GroupName>
• AWS::EC2::Volume::Id
• List<AWS::EC2::Volume::Id>
• AWS::Route53::HostedZone::Id
• List<AWS::Route53::HostedZone::Id>
新しいリソース

2015 年 4 月
16 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが追加されまし
た。
AWS::AutoScaling::LifecycleHook
Auto Scaling のライフサイクルフックを使用して、イン
スタンスを起動または終了した後のインスタンスの状態
を管理します。
AWS::RDS::EventSubscription
イベントサブスクリプションを使用して、Amazon RDS
イベントに関する通知を受け取ります。
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リソースの更新

2015 年 4 月
16 日

AWS CloudFormation では、次のリソースが更新されまし
た。

2010-05-15

AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
NotificationConfigurations プロパティを使用し
て、複数の通知を指定します。
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
PlacementTenancy プロパティを使用して、インスタ
ンスのテナンシーを指定します。
ClassicLinkVPCId プロパティと
ClassicLinkVPCSecurityGroups プロパティを使用
して、EC2-Classic インスタンスを ClassicLink が有効
な VPC にリンクします。
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
MinAdjustmentStep プロパティを使用して、スケー
リングイベント中に追加または削除されるインスタンス
の最小数を指定します。
AWS::CloudFront::Distribution
ビューア証明書の場合、MinimumProtocolVersion
プロパティを使用して最小バージョンのプロトコルを指
定します。キャッシュ動作の場合、CachedMethods プ
ロパティを使用して Amazon CloudFront (CloudFront)
キャッシュが応答するメソッドを指定します。オリジン
の場合、OriginPath を使用して CloudFront がコンテ
ンツの要求に使用するパスを指定します。
AWS::ElastiCache::CacheCluster
Memcached キャッシュクラスターの場合、AZMode プ
ロパティと PreferredAvailabilityZones プロパ
ティを使用して複数のアベイラビリティーゾーン (AZ)
のノードを指定します。
AWS::EC2::Volume
KmsKeyId プロパティを使用して、暗号化されたボ
リュームの customer managed key を指定します。
AWS::OpsWorks::Instance
TimeBasedAutoScaling プロパティを使用して、指定
したスケジュールに基づいて自動的にインスタンスをス
ケールします。
AWS::OpsWorks::Layer
LoadBasedAutoScaling プロパティを使用して、負荷
ベースのスケーリングポリシーを指定します。ボリュー
ム構成の場合、VolumeType プロパティと Iops プロパ
ティを使用してそれぞれボリュームの種類と 1 秒あたり
の数値の I/O オペレーションを指定します。
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AWS::RDS::DBInstance
CharacterSetName プロパティを使用して、サポート
されるデータベースエンジンの文字セットを指定しま
す。
StorageEncrypted プロパティを使用してデータ
ベースインスタンスが暗号化されるかどうかを示
し、KmsKeyId を使用して暗号化されたデータベースイ
ンスタンスの customer managed key を指定します。
AWS::Route53::HealthCheck
HealthCheckTags プロパティを使用して、タグをヘル
スチェックと関連付けます。
AWS::Route53::HostedZone
VPCs プロパティを使用して、プライベートホストゾー
ンを作成します。
HostedZoneTags プロパティを使用して、タグをホス
トゾーンと関連付けます。
新しいテンプ
レートセクショ
ン

2015 年 4 月
16 日

テンプレートに Metadata セクションを追加して、設計や実
装の詳細など、テンプレートを記述する任意の JSON オブ
ジェクトを含めます。

2010-05-15

リソースの更新

2015 年 4 月
8日

AWS::CloudFormation::CustomResource リソースで
は、 Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を
ServiceToken プロパティに指定できます。

2010-05-15

Amazon RDS
の更新

2014 年 12 月 AWS CloudFormation は RDS DB インスタンスに 2 つ
24 日
の新しいプロパティを追加します。オプショングルー
プを DB インスタンスと関連付け、DB インスタンスの
ストレージタイプを指定できます。詳細については、
「AWS::RDS::DBInstance」を参照してください。

2010-05-15

Elastic Load
Balancing の更
新

2014 年 12 月 ConnectionSettings プロパティを使用して、接続のアイ
24 日
ドル状態を保持する期間を指定できます。詳細については、
「AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer」を参照してく
ださい。

2010-05-15

Route 53 の更
新

2014 年 11 月 Route 53 ホストゾーン、ヘルスチェック、フェイルオーバー 2010-05-15
6日
レコードセット、および 位置情報レコードセットをプロビ
ジョニングして管理できるようになりました。

Auto Scaling
ローリング更新
の拡張

2014 年 11 月 更新中に、WaitOnResourceSignals フラグを使用して
6日
AWS CloudFormation がインスタンスを待機して成功シグ
ナルを送信をするよう指示できます。こうすると、AWS
CloudFormation は現在のバッチの準備が整うまでインス
タンスの次のバッチを更新しません。詳細については、
「UpdatePolicy 属性」を参照してください。

2010-05-15

新しい VPC
Fn:GetAtt 属性

2014 年 11 月 VPC ID がある場合、その VPC のデフォルトのセキュリティ
6日
グループとネットワーク ACL を取得できます。詳細につい
ては、「Fn::GetAtt」を参照してください。

2010-05-15
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新しいAWS 固
有のパラメータ
タイプ

2014 年 11 月 AWS CloudFormation テンプレートで AWS 固有パラメータ
6日
タイプを指定できます。AWS CloudFormation コンソールで
は、これらのパラメータタイプに対する有効値のドロップ
ダウンリストが表示されます。API または CLI を使用する
と、AWS CloudFormation はスタックを作成する前にすばや
くこれらのパラメータタイプの値を検証します。詳細につい
ては、「パラメータ」を参照してください。

2010-05-15

CreationPolicy
属性

2014 年 11 月 CreationPolicy 属性を使用して、スタックの作成に進む前
6日
に、アプリケーションが EC2 インスタンスで準備ができる
まで待つように AWS CloudFormation に指示できます。待機
条件および待機条件ハンドルの代わりに、作成ポリシーを使
用できます。詳細については、CreationPolicy 属性を参照し
てください。

2010-05-15

Amazon
CloudFront で
転送された値

2014 年 9 月
29 日

キャッシュ動作については、オリジンにヘッダーを転送でき
ます。See ForwardedValues.

2010-05-15

AWS
OpsWorks の更
新

2014 年 9 月
29 日

Chef 11.10 では、ChefConfiguration プロパティ
を使用して Berkshelf を有効にできます。または AWS
OpsWorks スタックで AWS OpsWorks 組み込みのセ
キュリティグループを使用できます。詳細については、
「AWS::OpsWorks::Stack」を参照してください。

2010-05-15

Elastic Load
Balancing のタ
グ指定のサポー
ト

2014 年 9 月
29 日

AWS CloudFormation は Elastic Load Balancing ロー
ドバランサーにスタックレベルのタグをつけます。ま
た、ロードバランサーに独自のタグを追加できます。
「AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer」を参照してく
ださい。

2010-05-15

Amazon Simple
Notification
Service トピッ
クのポリシー更
新

2014 年 9 月
29 日

これで、Amazon SNS トピックポリシーを更新できます。詳 2010-05-15
細については、「AWS::SNS::TopicPolicy」を参照してくだ
さい。

RDS DB インス
タンスの更新

2014 年 9 月
5日

AWS::RDS::DBInstance リソースの PubliclyAccessible
プロパティを使用して、DB インスタンスをインターネット
に接続するかどうかを指定できます。

2010-05-15

UpdatePolicy 属 2014年９月
性の更新
05日

スケジュールされたアクションが関連付けられている Auto
Scaling グループに更新ポリシーを指定できます。詳細につ
いては、「UpdatePolicy 属性」を参照してください。

2010-05-15

Amazon
CloudWatch サ
ポート

AWS CloudFormation を使用して Amazon CloudWatch
Logs (CloudWatch Logs) ロググループおよびメトリッ
クスフィルタをプロビジョニングし、管理できます。
詳細については、「AWS::Logs::LogGroup」または
「AWS::Logs::MetricFilter」を参照してください。

2010-05-15

2014 年 7 月
10 日

説明
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Amazon
CloudFront
ディストリ
ビューション設
定の更新

2014 年 6 月
17 日

追加の CloudFront ディストリビューション設定プロパティ
を指定できます:

2010-05-15

• カスタムエラーレスポンスは、4xx および 5xx HTTP ス
テータスコードのカスタムエラーメッセージを定義しま
す。
• 価格クラスは、CloudFront サービスに支払う上限価格を定
義します。
• 制限により、コンテンツを参照できるユーザーを定義しま
す。
• ビューア証明書は、ビューアが HTTPS を使用するときに
使用する証明書を指定します。
• キャッシュ動作については、許可される HTTP メソッドを
指定し、Cookie を転送するかどうかを示すことができま
す。
詳細については、「AWS::CloudFront::Distribution」を参照し
てください。

EC2 インスタ
ンスの更新

2014 年 6 月
17 日

インスタンスのオペレーティングシステムのシャットダウン
コマンドを呼び出すときにインスタンスが停止するか終了す
るかを指定できます。詳細については、AWS::EC2::Instance
を参照してください。

2010-05-15

EBS ボリュー
ムの更新

2014 年 6 月
17 日

サポートされているインスタンスタイプの暗号化されて
いる EBS ボリュームを使用できます。詳細については、
「AWS::EC2::Volume」を参照してください。

2010-05-15

新しい Amazon
VPC ピア接続

2014 年 6 月
17 日

AWS CloudFormation を使用して Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) ピア接続を作成できます。この接続
は、2 つの VPC 間のネットワーク接続を確立します。詳細
については、「AWS::EC2::VPCPeeringConnection」を参照
してください。

2010-05-15

Amazon EC2
Auto Scaling グ
ループの更新

2014 年 6 月
17 日

Amazon EC2 Auto Scaling グループのインスタ
ンスを起動する、既存のクラスタープレイスメ
ントグループを指定できます。詳細については、
「AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup」を参照してくださ
い。

2010-05-15

AWS CloudTrail
サポート

2014 年 6 月
17 日

AWS CloudFormation は AWS CloudTrail をサポートしま
す。AWS アカウントから行われた API 呼び出しをキャプ
チャし、指定された場所にログを発行できます。詳細につい
ては、「AWS::CloudTrail::Trail」を参照してください。

2010-05-15
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スタック更新の
強化

2014 年 5 月
12 日

AWS CloudFormation は、スタックを更新するための追加機
能をサポートします:

2010-05-15

• スタックのテンプレートを再送信しないで、AWS
CloudFormation スタックパラメータを更新できます。
• AWS CloudFormation スタックの Amazon SNS 通知ト
ピックを追加または削除できます。
詳細については、「AWS CloudFormation スタックの更新」
を参照してください。
Amazon Kinesis 2014 年 5 月
サポート
6日

AWS CloudFormation を使用して、データソースのデータ
レコードをキャプチャおよびトランスポートする Amazon
Kinesis ストリームを作成できます。詳細については、
「AWS::Kinesis::Stream」を参照してください。

2010-05-15

新しい S3 バ
ケットのプロパ
ティ

AWS CloudFormation は追加の S3 バケットプロパティをサ
ポートします。

2010-05-15

2014 年 5 月
5日

• Cross-Origin Resource Sharing (CORS) は、バケット内の
オブジェクトの Cross-Origin Resource Sharing を定義し
ます。
• ライフサイクルは、Amazon S3 がオブジェクトをその存
続期間にわたってどのように管理するかを定義します。
• アクセスログ作成ポリシーは、バケットに対するリクエス
トについての情報をキャプチャします。
• 通知は、どのイベントをレポートし、どの Amazon SNS
トピックにメッセージを送信するかを定義します。
• バージョニングは、バケット内のすべてのオブジェクトの
複数のバリアントを有効にします。
• リダイレクトとルーティングルールは、バケットのウェブ
サイトエンドポイントに対して作成されたリクエストのリ
ダイレクト動作を管理します。
詳細については、「AWS::S3::Bucket」を参照してくださ
い。

Amazon EC2
Auto Scaling サ
ポート

2014 年 5 月
5日

AWS CloudFormation は、Auto Scaling グループに対す
るメトリクス収集をサポートします。詳細については、
「AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup」を参照してくださ
い。

2010-05-15

Fn::If の更新

2014 年 5 月
5日

テンプレートの出力セクションで Fn::If 組み込み関数を使
用できます。詳細については、「条件関数」を参照してくだ
さい。

2010-05-15

API バージョン 2010-05-15
7081

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

AWS CloudTrail 2014 年 4 月
による API ログ 2 日
作成

AWS CloudTrail (CloudTrail) を使用して、AWS
CloudFormation リクエストのログを作成できま
す。CloudTrail で、自分のアカウントに対する AWS
CloudFormation API 呼び出しの履歴を取得できます。
詳細については、「AWS CloudTrail を使用した AWS
CloudFormation API コールのログ記録」を参照してくださ
い。

2010-05-15

Elastic Load
Balancing の更
新

2014 年 3 月
20 日

ロードバランサーへのリクエストについての情報をキャプ
チャするためのアクセスログ作成ポリシーを指定できます。
インスタンスが登録解除されているか正常でなくなってい
るときに実行中のリクエストの処理方法を指定する接続ス
トリーミングポリシーも指定できます。詳細については、
「AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer」を参照してく
ださい。

2010-05-15

AWS
OpsWorks のサ
ポート

2014 年 3 月
3日

AWS CloudFormation を使用して、AWS OpsWorks スタッ
クをプロビジョニングおよび管理できます。詳細について
は、「AWS::OpsWorks::Stack」または「AWS OpsWorks テ
ンプレートスニペット」を参照してください。

2010-05-15

Amazon S3 テ
ンプレートサイ
ズ制限の引き上
げ

2014 年 2 月
18 日

Amazon S3では、テンプレートのサイズを最大 460,800 バイ 2010-05-15
トまで指定できます。

Amazon
Redshift サポー
ト

2014 年 2 月
10 日

AWS CloudFormation を使用して、Amazon Redshift クラス
ターをプロビジョニングおよび管理できます。詳細につい
ては、「Amazon Redshift テンプレートスニペット」または
「AWS::Redshift::Cluster」を参照してください。

2010-05-15

S3 バケットと
バケットポリ
シーの更新

2014 年 2 月
10 日

S3 バケットとバケットポリシーリソースのいくつ
かのプロパティを更新できます。詳細については、
「AWS::S3::Bucket」または「AWS::S3::BucketPolicy」を参
照してください。

2010-05-15

Elastic
Beanstalk 環境
およびアプリ
ケーションバー
ジョンの更新

2014 年 2 月
10 日

Elastic Beanstalk 環境設定およびアプリケーショ
ンバージョンを更新できます。詳細について
は、「AWS::ElasticBeanstalk::Environment」、
「AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate」、または
「AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion」を参照してく
ださい。

2010-05-15

Amazon SQS
の更新

2014 年 1 月
29 日2014 年
1月3日

Amazon SQS キューに対してデッドレターキューを指定でき 2010-05-15
ます。詳細については、「AWS::SQS::Queue」を参照して
ください。

Auto Scaling の
スケジュールさ
れたアクション

2014 年 1 月
27 日2014 年
1月3日

スケジュールに基づいて、Auto Scaling グループ内の
EC2 インスタンスの数を拡張できます。スケジュー
ルを使用することで、予測可能な負荷の変化に応じて
アプリケーションを拡張できます。詳細については、
「AWS::AutoScaling::ScheduledAction」を参照してくださ
い。
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DynamoDB セ
カンダリイン
デックス

2014 年 1 月
27 日2014 年
1月3日

DynamoDB データベースのローカルおよびグローバルの
セカンダリインデックスを作成できます。セカンダリイン
デックスを使用することで、プライマリキー以外の属性を
持つデータに効率的にアクセスできます。詳細については、
「AWS::DynamoDB::Table」を参照してください。

2010-05-15

Auto Scaling の
更新

2014 年 1 月 Auto Scaling グループのインスタンス ID を指定したり、設
2 日2014 年 1 定を起動したりすることができます。追加の Auto Scaling ブ
月3日
ロックデバイスプロパティを指定することもできます。詳細
については、「AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup」また
は「AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration」を参照してく
ださい。

2010-05-15

Amazon SQS
の更新

2014 年 1 月 SQS キューを更新し、追加のプロパティを指定できます。
2 日2014 年 1 詳細については、「AWS::SQS::Queue」を参照してくださ
月3日
い。

2010-05-15

制限の緩和

2014 年 1 月 AWS CloudFormation テンプレートでは、最大で 60 個のパ
2 日2014 年 1 ラメータおよび 60 個の出力を指定できます
月3日

2010-05-15

新しいコンソー
ル

2013 年 12 月 新しい AWS CloudFormation コンソールでは、スタックイベ
19 日2013 年 ントの自動更新やスタックパラメータのアルファベット順の
12 月 5 日
並べ替えなどの機能が追加されています。

2010-05-15

クロスゾーン負
荷分散

2013 年 12 月 クロスゾーン負荷分散を使用すると、すべてのアベイラビ
19 日2013 年 リティーゾーン (AZ) 間でバックエンドインスタンスへの
12 月 5 日
トラフィックをルーティングできます。詳細については、
「AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer」を参照してく
ださい。

2010-05-15

AWS Elastic
Beanstalk 環境
枠

2013 年 12 月 AWS Elastic Beanstalk プロビジョニングリソースがウェ
19 日2013 年 ブサーバーをサポートするか、バックグラウンドプロセ
12 月 5 日
スタスクを処理するかを指定できます。詳細については、
「AWS::ElasticBeanstalk::Environment」を参照してくださ
い。

2010-05-15

リソース名

2013 年 12 月 次のリソースに名前 (物理 ID) を割り当てることができます:
19 日2013 年
• ElastiCache クラスター
12 月 5 日
• Elastic Load Balancing ロードバランサー

2010-05-15

• RDS DB インスタンス
詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
VPN サポート

2013 年 11 月 仮想プライベートゲートウェイ (VGW) による
22 日2013 年 VPC のルーティングテーブルへのルートの伝達
6 月 11 日
を有効にすることができます。詳細については、
「AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation」を参照して
ください。
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条件付きのリ
ソースの作成と
プロパティの割
り当て

2013 年 11 月 入力パラメータを使用して、AWS CloudFormation テンプ
8日
レート内で条件を定義することによって、指定スタックリ
ソースの作成と設定を制御できます。たとえば、条件を使用
して、本稼働環境用のスタックリソースを作成することがで
きます。同じテンプレートを使用して、より少ない容量のス
タックリソースをテスト環境用に作成できます。詳細につい
ては、「条件関数」を参照してください。

2010-05-15

誤ってスタック
リソースを更新
することの回避

2013 年 11 月 スタックリソースへの意図しない変更によって発生する可能
8日
性があるスタックの更新を阻止できます。たとえば、ほとん
ど更新されないデータベース層を持つスタックがある場合
は、ほとんどのユーザーがそのデータベース層を更新できな
いようにするスタックポリシーを設定できます。詳細につい
ては、「スタックのリソースが更新されないようにする」を
参照してください。

2010-05-15

リソースの名前
付け

2013 年 11 月 AWS CloudFormation によって生成された物理 ID を使用す
8日
る代わりに、特定のリソースに名前を割り当てることができ
ます。次の AWS CloudFormation リソースが名前付けをサ
ポートしています

2010-05-15

• CloudWatch アラーム
• DynamoDB テーブル
• Elastic Beanstalk アプリケーションおよび環境
• S3 バケット
• SNS トピック
• Amazon SQS キュー
詳細については、「Name タイプ」を参照してください。
カスタムリソー
スタイプの割り
当て

2013 年 11 月 テンプレートで、AWS CloudFormation カスタムリソー
8日
ス (AWS::CloudFormation::CustomResource) に
独自のリソースタイプを指定できます。独自のカスタ
ムリソースタイプ名を使用すると、スタック内にある
カスタムリソースのタイプをすばやく識別できます。た
とえば、"Type": "Custom::MyCustomResource"
と指定することができます。詳細については、
「AWS::CloudFormation::CustomResource」を参照してくだ
さい。

2010-05-15

擬似パラメータ
の追加

2013 年 11 月 AWS::AccountID 擬似パラメータを参照することに
8日
よって、AWS CloudFormation テンプレート内の AWS
AccountID を参照できるようになりました。詳細について
は、「擬似パラメータのリファレンス」を参照してくださ
い。

2010-05-15

IAM ポリシーで
のスタックの指
定

2013 年 11 月 IAM ユーザー、グループ、またはロールに、特定の AWS
8日
CloudFormation スタックの操作を許可または拒否できま
す。たとえば、特定のスタック ID に対するスタック削除ア
クションを拒否できます。詳細については、AWS Identity
and Access Management によるアクセスの制御をご参照く
ださい。

2010-05-15
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

フェデレーショ
ンのサポート

2013 年 10 月 AWS CloudFormation では、IAM ロールの一時的なセキュリ
14 日
ティ認証情報がサポートされています。これにより、AWS
Management Console へのフェデレーションやシングルサイ
ンオンなどのシナリオが可能になります。また、IAM ロール
を使用することで、長期的なセキュリティ認証情報を埋め込
まなくても、EC2 インスタンスから AWS CloudFormation
への呼び出しを行うことができます。AWS CloudFormation
と IAM の詳細については、「AWS Identity and Access
Management によるアクセスの制御」を参照してください。

2010-05-15

Amazon RDS
リードレプリカ
のサポート

2013 年 9 月
24 日

ソース DB インスタンスから Amazon RDS リー
ドレプリカを作成できるようになりました。詳細
については、AWS::RDS::DBInstance リソースの
SourceDBInstanceIdentifier プロパティを参照して
ください。

2010-05-15

パブリック
IP アドレスを
Auto Scaling グ
ループ内のイン
スタンスに関連
付けます。

2013 年 9 月
19 日

パブリック IP アドレスを Auto Scaling グループ内のインス
タンスに関連付けられるようになりました。詳細について
は、「AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration」を参照して
ください。

2010-05-15

追加の VPC の
サポート

2013 年 9 月
17 日

VPC および VPN 機能をサポートするために、AWS
CloudFormation にいくつかの機能強化が追加されます。

2010-05-15

• パブリック IP アドレスおよび複数のプライベート IP
アドレスを Amazon EC2 ネットワークインターフェ
イスに関連付けることができます。詳細については、
「AWS::EC2::NetworkInterface」を参照してください。プ
ライマリプライベート IP アドレスを Elastic IP アドレス
(EIP) に関連付けることもできます。
• DNS サポートを有効にし、DNS ホスト名を指定できま
す。詳細については、「AWS::EC2::VPC」を参照してく
ださい。
• 仮想プライベートゲートウェイと VPN ゲートウェイと
の間の静的ルートを指定できます。詳細については、
「AWS::EC2::VPNConnectionRoute」を参照してくださ
い。
Redis および
VPC セキュ
リティグルー
プが Amazon
ElastiCache を
サポートしま
す。

2013 年 9 月
3日

Amazon ElastiCache (ElastiCache) クラスターのキャッシュ
エンジンとして Redis を指定できるようになりました。ま
た、VPC セキュリティグループを ElastiCache クラスター
に割り当てることもできるようになりました。詳細について
は、「AWS::ElastiCache::CacheCluster」を参照してくださ
い。
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API
バー
ジョン

並列的なスタッ
クの作成、更
新、および削除
と、ネストされ
たスタックの更
新

2013 年 8 月
12 日

AWS CloudFormation は、リソースの作成、更新、および
削除を並行して行うことができるようになり、操作のパ
フォーマンスが向上しました。最上位のテンプレートを更
新すると、変更されたネストされているスタックも AWS
CloudFormation によって自動的に更新されます。詳細につ
いては、「AWS CloudFormation スタックの更新」を参照し
てください。

2010-05-15

VPC セキュリ
ティグループ
が、RDS DB イ
ンスタンスで設
定できるように
なりました

2013 年 2 月
28 日

AWS CloudFormation で VPC セキュリティグループを
RDS DB インスタンスに割り当てることができるように
なりました。詳細については、AWS::RDS::DBInstance の
VPCSecurityGroups プロパティを参照してください。

2010-05-15

Amazon EC2
Auto Scaling グ
ループのローリ
ングデプロイ

2013 年 2 月
20 日

AWS CloudFormation は、Amazon EC2 Auto Scaling グルー
プに対する更新ポリシーをサポートするようになりました。
このポリシーは、Amazon EC2 Auto Scaling グループがイン
スタンスを追加または削除するときに、Amazon EC2 Auto
Scaling グループ内のインスタンスがどのように置き換えら
れたり変更されたりするかを指定します。スタック作成時ま
たはスタック更新中に、これらの設定を変更できます。

2010-05-15

詳細と例については、「UpdatePolicy 属性」を参照してくだ
さい。
スタック更新の
キャンセルおよ
びロールバック
アクション

2013 年 2 月
20 日

AWS CloudFormation は、スタック更新をキャンセルする機 2010-05-15
能をサポートしています。更新リクエストが行われるとき
に、スタックは UPDATE_IN_PROGRESS 状態である必要が
あります。詳細については、以下の各トピックを参照してく
ださい。
• スタック更新のキャンセル
• aws cloudformation cancel-update-stack
• AWS CloudFormation API リファレンスの
「CancelUpdateStack」

Amazon EC2
Auto Scaling グ
ループの EBS
最適化インスタ
ンス

2013 年 2 月
20 日

自動スケーリングされているインスタンスの Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS) への専用のスループット用
に、Amazon EC2 Auto Scaling グループ内の EBS 最適化イ
ンスタンスをプロビジョニングできるようになりました。実
装は、以前にリリースされた、最適化された Amazon EBS
EC2 インスタンスのサポートでの実装に似ています。
詳細については、AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration の
新しい EbsOptimized プロパティを参照してください。
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リリース日

説明

新規ドキュメン
ト

2012 年 12 月 AWS::EC2::Instance では、EC2 インスタンスの
21 日
ブロックデバイスマッピングを設定できるよう
に、BlockDeviceMappings プロパティが提供されるよう
になりました。

API
バー
ジョン
2010-05-15

この変更により、2 つの新しいタイプが追加されました。
• BlockDeviceMapping
• Block Device
新規ドキュメン
ト

2012 年 12 月 最近設計し直された AWS マネジメントコンソールを使用し
21 日
てスタックを作成および表示する手順を記述するために、新
しいセクションが追加されました。それらは次のとおりで
す。

2010-05-15

• AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成
• AWS CloudFormation スタックのデータやリソースを
AWS マネジメントコンソールで表示する
新規ドキュメン
ト

2012 年 11 月 カスタムリソースについての情報は、以下のトピックに記載
15 日
されています。

2010-05-15

• カスタムリソース
• AWS::CloudFormation::CustomResource
• カスタムリソースリファレンス
更新版

2012 年 11 月 AWS CloudFormation は、RDS DB インスタンスのた
2010-05-15
15 日
めのプロビジョニングされる 1 秒あたりの I/O 操作
(IOPS) の指定をサポートするようになりました。この値
は、AWS::RDS::DBInstance の新しい Iops プロパティを使
用して、1000～10,000 の範囲で設定できます (1000 IOPS 単
位)。
RDS DB インスタンスに対する IOPS の指定の詳細について
は、Amazon Relational Database Service ユーザーガイドの
「プロビジョンド IOPS」を参照してください。

API バージョン 2010-05-15
7087

AWS CloudFormation ユーザーガイド
以前の更新

変更

リリース日
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API
バー
ジョン

新規のドキュメ
ントおよび更新
されたドキュメ
ント

2012 年 8 月
27 日

AWS マネジメントコンソールの使用と AWS
CloudFormation コマンドラインインターフェイス (CLI) の
使用に関する具体的な情報をより明確に提供するために、ト
ピックが再編成されました。

2010-05-15

AWS CloudFormation スタックへのタグ付けについての情報
が追加されました (新しいガイドや、更新されたリファレン
ストピックなど)。
• コンソールの使用に関する新しいトピック: AWS
CloudFormation スタックオプションの設定。
• AWS CloudFormation API リファレンス内のタグに関す
る新しい情報。「CreateStack」、「Stack」、および
「Tag」。
Windows スタックの操作に関する新しい情報:
• Microsoft Windows Amazon マシンイメージ (AMI) と AWS
CloudFormation テンプレート
• AWS CloudFormation Windows スタックをブートストラッ
プする
新しいトピック: AWS CloudFormation テンプレートでの正
規表現の使用。
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説明

API
バー
ジョン

新機能

2012 年 4 月
25 日

AWS CloudFormation が Amazon EC2 での Virtual Private
Cloud (VPC) セキュリティを完全にサポートするようになり
ました。1 つの AWS CloudFormation テンプレートを使用し
て VPC 全体を作成し、すべてのタイプの VPC リソース (サ
ブネット、ゲートウェイ、ネットワーク ACL、ルートテーブ
ルなど) を設定できるようになりました。

2010-05-15

新しい VPC 機能のデモンストレーションを行う次のような
テンプレートをダウンロードすることができます。
• 単一サブネット、単一インスタンスの例
• Elastic Load Balancing (ELB) および Auto Scaling グルー
プを持つ複数のサブネット
以下のリソースタイプのドキュメントが更新されました。
• AWS::EC2::SecurityGroup
• AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS::EC2::SecurityGroupEgress
• AWS::EC2::Instance
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
• AWS::EC2::EIP
• AWS::EC2::EIPAssociation
• AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
新しいリソースタイプがドキュメントに追加されました。
• AWS::EC2::VPC
• AWS::EC2::InternetGateway
• AWS::EC2::DHCPOptions
• AWS::EC2::DHCPOptions
• AWS::EC2::RouteTable
• AWS::EC2::NetworkAcl
• AWS::EC2::NetworkAclEntry
• AWS::EC2::Subnet
• AWS::EC2::VPNGateway
• AWS::EC2::CustomerGateway
新機能

2012 年 4 月
13 日

AWS CloudFormation で、スタックの更新時にスタック
の要素を追加または削除できるようになりました。AWS
CloudFormation スタックの更新が更新され、ウォークス
ルーに新しいセクションとしてスタックのリソースの変更が
追加されました。このセクションでは、スタック更新時のリ
ソースの追加および削除の方法が説明されています。
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API
バー
ジョン

新機能

2012 年 2 月
2日

AWS CloudFormation で、既存の Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) 内のリソースがサポートされるように
なりました。このリリースでは、次の操作を行うことができ
ます:

2010-05-15

• 既存の Amazon VPC で EC2 専用インスタンスを起動しま
す。詳細については、「AWS::EC2::Instance」を参照して
ください。
• 既存の Amazon VPC 内に存在する EC2 インスタンスの
SourceDestCheck 属性を設定します。詳細については、
「AWS::EC2::Instance」を参照してください。
• 既存の Amazon VPC 内に Elastic IP アドレスを作成しま
す。詳細については、「AWS::EC2::EIP」を参照してくだ
さい。
• AWS CloudFormation を使用して、既存の VPC 内に
Amazon VPC セキュリティグループおよび Ingress/
Egress ルールを作成します。詳細については、
「AWS::EC2::SecurityGroup」を参照してください。
• AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
リソースの VPCZoneIdentifier プロパティ
を設定して、Auto Scaling グループを既存の
Amazon VPC と関連付けます。詳細については、
「AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup」を参照してくだ
さい。
• Elastic Load Balancing ロードバランサーを Amazon
VPC サブネットにアタッチし、ロードバランサーのセ
キュリティグループを作成します。詳細については、
「AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer」を参照して
ください。
• 既存の Amazon VPC で RDS DB インスタンスを作成しま
す。詳細については、「AWS::RDS::DBInstance」を参照
してください。
新機能

2012 年 2 月
2日

既存のスタック内の以下のリソースのプロパティを更新でき
るようになりました:
• AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS::EC2::SecurityGroupEgress
• AWS::EC2::EIPAssociation
• AWS::RDS::DBSubnetGroup
• AWS::RDS::DBSecurityGroup
• AWS::RDS::DBSecurityGroupIngress
• AWS::Route53::RecordSetGroup
更新可能なリソースの完全なリストと、スタックを更新する
ときの考慮事項の詳細については、「AWS CloudFormation
スタックの更新」を参照してください。
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変更

リリース日

説明

API
バー
ジョン

ガイドの構成変
更

2012 年 2 月
2日

既存のセクションが新しいセクションに再編成されました:
「AWS CloudFormation のテンプレートの使用」と「スタッ
クの管理」。「テンプレートリファレンス」を目次の先頭に
移動しました。「AWS CloudFormation スタックのコスト見
積り」を「開始方法」セクションに移動しました。

2010-05-15

新しいコンテン
ツ

2012 年 2 月
2日

3 つの新しいセクションを追加しました。

2010-05-15

新機能

2011 年 5 月
26 日

AWS CloudFormation は、aws cloudformation liststacks コマンドを提供するようになりました。これによっ
て、スタックのステータスによってフィルターされたスタッ
クを一覧表示できます。削除されたスタックは、削除され
てから最大 90 日間、リストに表示されます。 詳細について
は、「スタックの情報とリストの取得」を参照してくださ
い。

新機能

2011 年 5 月
26 日

aws cloudformation describe-stack-resources お 2010-05-15
よび aws cloudformation get-template コマンドを使
用すると、削除されたスタックから、削除後 90 日間は情報
を取得できるようになりました。 詳細については、「リソー
スのリスト表示」と「テンプレートの取得」を参照してくだ
さい。

新しいリンク

2011 年 3 月
1日

AWS CloudFormation エンドポイント情報が、AWS General
Reference に配置されるようになりました。詳細について
は、 アマゾン ウェブ サービス全般のリファレンスの「リー
ジョンとエンドポイント」を参照してください。

2010-05-15

初回リリース

2011 年 2 月
25 日

これは、AWS CloudFormation の最初の一般リリースです。

2010-05-15

• 「ウォークスルー: スタックの更新」は、LAMP スタック
の更新手順を説明するチュートリアルです。
• 「 AWSCloudFormation による Amazon EC2 へのアプリ
ケーションのデプロイ」では AWS CloudFormation ヘル
パースクリプトを通じてテンプレートに保存されているメ
タデータを使用し、アプリケーションをデプロイする方法
について説明します。
• 「CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス」
は、AWS CloudFormation ヘルパースクリプト (cfninit、cfn-get-metadata、cfn-signal、および cfn-hup) の参考
資料を提供します。.
2010-05-15

AWS CloudFormation ヘルパースクリプトのリリー
ス履歴
次の表は、AWS CloudFormation ヘルパースクリプトを含む、aws-cfn-bootstrap パッケージの変更点を示
しています。
また、以下のリンクでヘルパースクリプトの最新バージョンをダウンロードすることもできます。これら
のリンクにより、以下の表に示すヘルパースクリプトの最新バージョンにリダイレクトされます。
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• TAR.GZ
• ZIP
• EXE (32 ビット Windows)
• EXE (64 ビット Windows)

Note
ヘルパースクリプトのバージョン 2.0-1 以上は、Python 3.4 以上をサポートしています。以前の
バージョンの Python をサポートするヘルパースクリプトが必要な場合は、「CloudFormation ヘ
ルパースクリプト 1.4 のリリース履歴」を参照してください。
バージョン

リリース日

説明の変更

パッケージのダウンロー
ド

2.0-6 (最
新、推奨)

2021/3/17

バグ修正:

• TAR.GZ

2.0-5

2021 年 3
月5日

• パスを含むエンドポイント URL
• Elastic Beanstalk の統合

• Windows インストーラーに Python 3.9.2 DLL
を追加しました
• C++ Redistributable を 14.28.29910 に更新し
ました

2.0-4

2.0-3

2.0-2

2.0-1

• ZIP
• EXE (32 ビット
Windows)
• EXE (64 ビット
Windows)
• TAR.GZ
• ZIP
• EXE (32 ビット
Windows)
• EXE (64 ビット
Windows)

2021 年 2
月3日

Visual Studio C++ 2010 の再頒布可能パッケー
ジを更新しました。

• TAR.GZ

2021 年 1
月8日

新しい C++ 再頒布可能が既にインストールされ
ている場合でも、Windows インストーラは成功
します。

• TAR.GZ

9/14/2020

cfn-hup のデフォルトおよびユーザー指定の
間隔の精度は、プラスまたはマイナス 30 秒で
す。

• TAR.GZ

• Python 3.4 以上のみサポート

• TAR.GZ

• Windows 版は Microsoft Windows 2012 以降
をサポートしています。
• Microsoft Windows では、現在 1.4-15 から
1.4-30 までのバージョンのヘルパースクリプ
トがインストールされている場合、バージョ
ン 2.0-0.1 以上をインストールする前に以前
のバージョンをアンインストールする必要が
あります。

• ZIP

2020 年 6
月 24 日
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• ZIP
• EXE (32 ビット
Windows)
• EXE (64 ビット
Windows)
• ZIP

• ZIP
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CloudFormationヘルパースクリプト1.4のリリース履
歴
以下の表では、Python バージョン 2.7 および 2.6 をサポートするヘルパースクリプトの以前のバージョン
にアクセスできます。これは、下位互換性のために用意されています。Python 3.4 以上が必要なヘルパー
スクリプトの最新バージョンを使用することをお勧めします。

Note
AWS CloudFormation ヘルパースクリプトは Amazon Linux AMI イメージにプレインストール
されています。表に示されているダウンロードパッケージは、その他の Linux/Unix ディストリ
ビューションおよび Microsoft Windows (2008 以降) に適用されます。ヘルパースクリプトの使用
方法については、「CloudFormation ヘルパースクリプトリファレンス (p. 6709)」を参照してくだ
さい。
Version

リリース日

説明の変更

パッケージのダウンロー
ド

1.4-34

9/14/2020

cfn-hup のデフォルトおよびユーザー指定の
間隔の精度は、プラスまたはマイナス 30 秒で
す。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-33

2020 年 5
月 28 日

Python 2.6 および 2.7 をサポートします。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-32

• EC2 インスタンスメタデータサービスバー
ジョン 2 (IMDSv2) のサポートが追加されま
した。
• Python 2.6 をサポートしていません。
• yum リポジトリを介してのみ、手動インス
トールが可能です。

1.4-31

2018 年 9
月 10 日

• より新しい AWS リージョンのサポートを拡
張しました。
• Windows インストーラを使用していると
きに、特定の古いバージョンの aws-cfnbootstrap を削除する問題を修正しまし
た。
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• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)
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Version

リリース日

説明の変更

パッケージのダウンロー
ド

1.4-30

2018/03/21

• 特定のネットワークエラーに対する再試行回
数を追加しました。

• RPM

• cfn-hup ログ記録を強化しました。

• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-29

2018 年 2
月 12 日

より新しい AWS リージョンのサポートを拡張
しました。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-27

2018 年 1
月 24 日

より新しい AWS リージョンのサポートを拡張
しました。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-24、
1.4-26

2017 年 10
月 12 日

古いバージョンの Python を使用しているお客
様向けに、互換性の問題を修正しました。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-23

2017 年 10
月3日

• 日時のシリアル化の問題を修正しました。

• RPM

• 非 ASCII 文字のログ記録の問題を修正しまし
た。

• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)
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Version

リリース日

説明の変更

パッケージのダウンロー
ド

1.4-22

2017 年 9
月 14 日

umask のデフォルト値を 0 から 0022 に変更し
ました。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-21

2017 年 8
月 31 日

cfn-hup デーモンの umask パラメータが追加さ
れました。デフォルト値は 0 です。

• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)

1.4-20

2017 年 8
月2日

• /var/lib/cfn-hup/data ディレクトリに
対して 0700 アクセス許可を設定します。
• /var/lib/cfn-init ディレクトリに対して
0700 アクセス許可を設定します。
• metadata_db.json と resume_db.json
ファイルを更新するたびに、グループとワー
ルドのすべてのアクセス許可を必ず削除しま
す。

1.4-19

2017 年 7
月 20 日

• metadata_db および resume_db ファイル
に保存されるデータ形式を、シェルフから
JSON に変更しました。
• /var/lib/cfn-init ディレクトリに対して
0600 アクセス許可を設定します。
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• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)
• RPM
• RPM (ソースファイル)
• TAR.GZ
• ZIP
• MSI (32 ビット
Windows)
• MSI (64 ビット
Windows)
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AWS の用語集
最新の AWS の用語については、『AWS General Reference』の「AWS の用語集」を参照してください。
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