
Amazon ECR
ユーザーガイド

API バージョン 2015-09-21



Amazon ECR ユーザーガイド

Amazon ECR: ユーザーガイド
Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、顧客に混乱を招く可能性がある態様、または Amazon の信用を傷つけ
たり、失わせたりする態様において、Amazon のものではない製品またはサービスに関連して使用してはなりませ
ん。Amazon が所有しない商標はすべてそれぞれの所有者に所属します。所有者は必ずしも Amazon との提携や関連
があるわけではありません。また、Amazon の支援を受けているとはかぎりません。



Amazon ECR ユーザーガイド

Table of Contents
Amazon ECR とは .............................................................................................................................. 1

Amazon ECR のコンポーネント ................................................................................................... 1
Amazon ECR の機能 .................................................................................................................. 2
Amazon ECR の開始方法 ............................................................................................................ 2
Amazon ECR の料金表 ............................................................................................................... 2

セットアップ ..................................................................................................................................... 3
AWS アカウントにサインアップする ............................................................................................. 3
管理ユーザーを作成する .............................................................................................................. 3

はじめに ............................................................................................................................................ 5
AWS CLI を使用する場合 .................................................................................................................... 7

前提条件 .................................................................................................................................... 7
AWS CLI をインストールする .............................................................................................. 7
Docker をインストールする ................................................................................................. 7

ステップ 1: Docker イメージを作成する ........................................................................................ 8
ステップ 2: デフォルトレジストリに対して認証する ...................................................................... 10
ステップ 3: レポジトリを作成する .............................................................................................. 10
ステップ 4: イメージを Amazon ECR にプッシュする ................................................................... 11
ステップ 5: Amazon ECR からイメージをプルする ........................................................................ 11
ステップ 6: イメージを削除する ................................................................................................. 12
ステップ 7: リポジトリを削除する .............................................................................................. 12

プライベートレジストリ .................................................................................................................... 13
レジストリの概念 ...................................................................................................................... 13
レジストリの認証 ...................................................................................................................... 13

Amazon ECR 認証情報ヘルパーを使用する .......................................................................... 14
認可トークンを使用する .................................................................................................... 14
HTTP API 認証を使用する ................................................................................................. 14

レジストリ設定 ......................................................................................................................... 15
レジストリ許可 ......................................................................................................................... 15

レジストリの許可ステートメントの設定 ............................................................................... 16
レジストリの許可ステートメントの削除 ............................................................................... 18
レジストリポリシーの例 .................................................................................................... 19

プライベートリポジトリ .................................................................................................................... 21
リポジトリの概念 ...................................................................................................................... 21
リポジトリの作成 ...................................................................................................................... 21
リポジトリの詳細の表示 ............................................................................................................ 22
リポジトリの編集 ...................................................................................................................... 23
リポジトリの削除 ...................................................................................................................... 24
リポジトリポリシー .................................................................................................................. 24

レポジトリポリシーと IAM ポリシー ................................................................................... 24
リポジトリポリシーステートメントを設定する ...................................................................... 25
リポジトリポリシーステートメントを削除する ...................................................................... 26
リポジトリポリシーの例 .................................................................................................... 27

リポジトリのタグ付け ............................................................................................................... 30
タグの基本 ....................................................................................................................... 30
リソースのタグ付け .......................................................................................................... 30
タグの制限 ....................................................................................................................... 31
請求用のリソースにタグを付ける ........................................................................................ 31
コンソールでのタグの処理 ................................................................................................. 31
AWS CLI または API を使用してタグを操作する ................................................................... 32

プライベートイメージ ....................................................................................................................... 34
イメージのプッシュ .................................................................................................................. 34

必要な IAM 許可 ............................................................................................................... 34
Docker イメージをプッシュする .......................................................................................... 35
マルチアーキテクチャイメージのプッシュ ............................................................................ 36

API バージョン 2015-09-21
iii



Amazon ECR ユーザーガイド

Helm チャートをプッシュする ............................................................................................ 38
イメージの詳細を表示する ......................................................................................................... 39
イメージのプル ......................................................................................................................... 40
プルスルーキャッシュルールの使用 ............................................................................................. 41

プルスルーキャッシュを使用するための考慮事項 ................................................................... 41
必要な IAM 許可 ............................................................................................................... 42
プルスルーキャッシュルールの作成 ..................................................................................... 43
プルスルーキャッシュイメージの使用 .................................................................................. 44
プルスルーキャッシュルールの削除 ..................................................................................... 45

イメージの削除 ......................................................................................................................... 46
イメージにもう一度タグを付ける ................................................................................................ 47
イメージレプリケーション ......................................................................................................... 48

プライベートイメージのレプリケーションに関する考慮事項 ................................................... 49
レプリケーションの設定 .................................................................................................... 50
レプリケーションステータスの表示 ..................................................................................... 51
レプリケーションの例 ....................................................................................................... 52

ライフサイクルポリシー ............................................................................................................ 54
ライフサイクルポリシーの機能 ........................................................................................... 54
ライフサイクルポリシーのテンプレート ............................................................................... 55
ライフサイクルポリシーのパラメータ .................................................................................. 56
ライフサイクルポリシーのプレビューを作成する ................................................................... 58
ライフサイクルポリシーの作成 ........................................................................................... 59
ライフサイクルポリシーの例 .............................................................................................. 60

イメージタグの変更可能性 ......................................................................................................... 66
イメージスキャン ...................................................................................................................... 67

フィルターの使用 .............................................................................................................. 67
拡張スキャン .................................................................................................................... 68
ベーシックスキャン .......................................................................................................... 75

コンテナイメージマニフェストの形式 .......................................................................................... 78
Amazon ECR イメージマニフェストの変換 .......................................................................... 79

Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用 .......................................................................... 79
必要な IAM 許可 ............................................................................................................... 80
タスク定義での Amazon ECR イメージの指定 ...................................................................... 81

Amazon EKS での Amazon ECR イメージの使用 .......................................................................... 81
Amazon EKS を使用して Amazon ECR でホストされる Helm チャートをインストールする ......... 82

Amazon Linux コンテナイメージ ................................................................................................. 83
セキュリティ .................................................................................................................................... 85

Identity and Access Management ................................................................................................ 85
対象者 ............................................................................................................................. 86
アイデンティティを使用した認証 ........................................................................................ 86
ポリシーを使用したアクセスの管理 ..................................................................................... 88
Amazon Elastic Container Registry と IAM が連動するしくみ .................................................. 90
Amazon ECR の AWS 管理ポリシー ................................................................................... 93
サービスリンクロールの使用 .............................................................................................. 98
サービス間の混乱した代理の防止 ...................................................................................... 102
アイデンティティベースポリシーの例 ................................................................................ 103
タグベースのアクセスコントロールを使用する .................................................................... 106
トラブルシューティング ................................................................................................... 107

データ保護 ............................................................................................................................. 109
保管中の暗号化 ............................................................................................................... 109

コンプライアンス検証 .............................................................................................................. 114
インフラストラクチャセキュリティ ........................................................................................... 115

インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) .................................................... 115
モニタリング .................................................................................................................................. 122

サービスクォータの可視化とアラームの設定 ............................................................................... 122
使用量メトリクス .................................................................................................................... 123
使用状況レポート .................................................................................................................... 124

API バージョン 2015-09-21
iv



Amazon ECR ユーザーガイド

リポジトリメトリクス .............................................................................................................. 124
CloudWatch メトリクスの有効化 ....................................................................................... 125
使用できるメトリクスとディメンション ............................................................................. 125
Amazon ECR メトリクスの表示 ........................................................................................ 125

イベントと EventBridge ........................................................................................................... 126
Amazon ECR のサンプルイベント ..................................................................................... 126

AWS CloudTrail を使用したアクションのログ記録 ....................................................................... 128
CloudTrail の Amazon ECR 情報 ....................................................................................... 129
Amazon ECR ログファイルエントリの理解 ......................................................................... 129

Service Quotas ............................................................................................................................... 137
AWS Management Console での Amazon ECR サービスクォータの管理 ......................................... 140

API 使用量メトリクスをモニタリングするための CloudWatch アラームの作成 ......................... 140
トラブルシューティング ................................................................................................................... 142

Docker デバッグ出力の有効化 ................................................................................................... 142
AWS CloudTrail の有効化 ......................................................................................................... 142
Amazon ECR のパフォーマンスを最適化する .............................................................................. 142
Amazon ECR 使用時の Docker コマンドのエラーのトラブルシューティング .................................... 143

Amazon ECR レポジトリからイメージをプルするときのエラー: "ファイルシステムの検証に失
敗しました" または "404: イメージが見つかりません" ........................................................... 144
Amazon ECR からイメージをプルする際のエラー: "ファイルシステムレイヤーの検証に失敗し
ました" .......................................................................................................................... 144
プルスルーキャッシュルールを使用してプルするとエラーが発生する ..................................... 145
レポジトリへのプッシュの際の HTTP 403 エラー、または "基本的な認証情報がありません" エ
ラー .............................................................................................................................. 146

Amazon ECR エラーメッセージのトラブルシューティング ........................................................... 146
HTTP 429: リクエストが多すぎる、または ThrottleException ................................................. 146
HTTP 403: "ユーザー [arn] は [operation] の実行を許可されていません" ................................... 147
HTTP 404: "レポジトリは存在しません" エラー ................................................................... 147

イメージスキャニングの問題のトラブルシューティング ................................................................ 147
スキャンステータス SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED を理解する ........................................... 148

ドキュメント履歴 ............................................................................................................................ 149
AWS 用語集 ................................................................................................................................... 152

API バージョン 2015-09-21
v



Amazon ECR ユーザーガイド
Amazon ECR のコンポーネント

Amazon Elastic Container Registry と
は

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備え
た AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。Amazon ECR は、AWS IAM を使用する
リソースベースの許可を持つプライベートリポジトリをサポートします。これは、指定されたユーザー
または Amazon EC2 インスタンスがコンテナリポジトリとイメージにアクセスできるようにするためで
す。任意の CLI を使用して、Docker イメージ、Open Container Initiative (OCI) イメージ、および OCI 互
換アーティファクトをプッシュ、プル、管理することが可能です。

Note

Amazon ECR は、パブリックコンテナイメージリポジトリもサポートしています。詳細について
は、Amazon ECR Public ユーザーガイドの「Amazon Elastic Container レジストリとは」を参照
してください。

AWS コンテナサービスチームは、GitHub でパブリックロードマップを維持しています。これには、チー
ムが取り組んでいる内容に関する情報が含まれており、AWS のすべてのお客様が直接フィードバックを提
供することができます。詳細については、AWS Containers Roadmap を参照してください。

Amazon ECR のコンポーネント
Amazon ECR には、次のコンポーネントが含まれています。

レジストリ

Amazon ECR プライベートレジストリは各 AWS アカウントに 1 つ提供され、レジストリ内に 1 つ、
または複数のイメージリポジトリを作成して、それらにイメージを保存することができます。詳しく
は、「Amazon ECR プライベートレジストリ (p. 13)」を参照してください。

認証トークン

クライアントがイメージをプッシュおよびプルするには、AWS ユーザーとして Amazon ECR レジス
トリに対して認証する必要があります。詳しくは、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参
照してください。

リポジトリ

Amazon ECR リポジトリには、Docker イメージ、Open Container Initiative (OCI) イメージ、お
よび OCI 互換アーティファクトが含まれます。詳しくは、「Amazon ECR プライベートリポジト
リ (p. 21)」を参照してください。

リポジトリポリシー

リポジトリポリシーを使用して、リポジトリとリポジトリ内のイメージへのアクセス権を制御できま
す。詳しくは、「プライベートリポジトリポリシー (p. 24)」を参照してください。

[Image] (イメージ)

リポジトリには、コンテナイメージをプッシュおよびプルできます。開発システムでこれらのイメー
ジは、ローカルに使用することや、Amazon ECS タスク定義と Amazon EKS ポッド仕様で使用する
ことができます。詳細については、Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用 (p. 79) およ
び Amazon EKS での Amazon ECR イメージの使用 (p. 81) を参照してください。
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Amazon ECR の機能

Amazon ECR の機能
Amazon ECR には次の機能があります。

• ライフサイクルポリシーを使用すると、リポジトリ内のイメージのライフサイクルを管理できます。未
使用のイメージをクリーンアップするルールを定義します。ルールはリポジトリに適用する前にテスト
できます。詳しくは、「ライフサイクルポリシー (p. 54)」を参照してください。

• イメージスキャンは、コンテナイメージ内のソフトウェアの脆弱性を特定するのに役立ちます。各リポ
ジトリはプッシュ時にスキャンするように設定できます。その場合、リポジトリにプッシュされる新
しい各イメージが確実にスキャンされます。その後、イメージスキャンの結果を取得できます。詳しく
は、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してください。

• クロスリージョンおよびクロスアカウントレプリケーションを使用すると、必要な場所にイメージを簡
単に作成できます。これは、レジストリ設定として、リージョンごとに構成されます。詳しくは、「プ
ライベートレジストリの設定 (p. 15)」を参照してください。

• プルスルーキャッシュルールは、プライベート Amazon ECR レジストリのリモートパブリックレジスト
リ内のリポジトリのキャッシュ方法を提供します。プルスルーキャッシュルールを使用して、Amazon 
ECR は定期的にリモートレジストリに問い合わせて、Amazon ECR プライベートレジストリにキャッ
シュされたイメージが最新であることを確認します。詳しくは、「プルスルーキャッシュルールの使
用 (p. 41)」を参照してください。

Amazon ECR の開始方法
Amazon ECR を使用するには、AWS Command Line Interface と Docker をインストールするようにセッ
トアップする必要があります。詳細については、Amazon ECR を使用してセットアップする (p. 3) お
よび AWS CLI での Amazon ECR の使用 (p. 7) を参照してください。

Amazon ECR の料金表
Amazon ECR では、リポジトリに保存するデータの量と、イメージのプッシュとプルからのデータ転送に
対してのみ料金が発生します。詳細については、Amazon ECR の料金を参照してください。
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AWS アカウントにサインアップする

Amazon ECR を使用してセットアッ
プする

AWS にサインアップし、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) または Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用している場合は、すぐに Amazon ECR を使用できま
す。Amazon ECR はこれら 2 つのサービスの拡張機能であるため、両方のサービスのセットアッププロ
セスはよく似ています。Amazon ECR で AWS CLI を使用する場合は、最新の Amazon ECR 機能をサ
ポートする AWS CLI バージョンの使用をお勧めします。AWS CLI に Amazon ECR 機能のサポートが
表示されない場合は、最新バージョンにアップグレードする必要があります。詳細については、http:// 
aws.amazon.com/cli/ を参照してください。

コンテナイメージを初めて Amazon ECR にプッシュするように設定するには、以下のタスクを実行しま
す。完了済みのステップがあればスキップして、次のステップに進むことができます。

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

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

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

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。
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AWS Management Console を使用し
た Amazon ECR の開始方法

Amazon ECR の使用を開始するには、Amazon ECR コンソールでリポジトリを作成します。Amazon 
ECR コンソールの指示に従って、最初のリポジトリの作成を開始します。

開始する前に、Amazon ECR を使用してセットアップする (p. 3) のステップを完了するようにしてくださ
い。

イメージリポジトリを作成するには

リポジトリは、Docker または Open Container Initiative (OCI) イメージを Amazon ECR に保存する場所で
す。Amazon ECR からイメージをプッシュまたはプルするたびに、イメージをプッシュまたはプルするリ
ポジトリとレジストリの場所を指定します。

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. [Get Started] (今すぐ始める) を選択します。
3. [Visibility settings] (可視性の設定) の場合は、[Private] (プライベート) を選択します。
4. [Repository name] (リポジトリ名) で、リポジトリ名を指定します。
5. [Tag immutability] (タグの不変性) で、このリポジトリのタグの変更可能性の設定を選択します。タグ

が変更不可能に設定されたリポジトリでは、イメージタグが上書きされるのを防ぐことができます。
詳しくは、「イメージタグの変更可能性 (p. 66)」を参照してください。

6. [Scan on push] (プッシュ時にスキャン) で、リポジトリのイメージスキャン設定を選択します。プッ
シュ時にスキャンするように設定されたリポジトリは、イメージがプッシュされるたびにイメージス
キャンを開始します。それ以外の場合は、イメージスキャンを手動で開始する必要があります。

Important

リポジトリレベルでのイメージスキャンの構成は、レジストリレベルでの構成を優先するた
めに廃止されました。詳しくは、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してください。

7. [KMS encryption] (KMS 暗号化) を使用する場合は、AWS Key Management Service サービスに保存さ
れている AWS KMS キーを使用してサーバー側の暗号化を有効にするかどうかを選択します。この機
能の詳細については、「保管中の暗号化 (p. 109)」を参照してください。

8. [Create repository] (リポジトリの作成) を選択します。

Docker イメージの構築、タグ付け、プッシュ

ウィザードのこのセクションでは、Docker CLI を使用して既存のローカルイメージ (Dockerfile から構築し
たもの、または Docker Hub などの別のレジストリから取得したもの) にタグを付け、そのタグ付きイメー
ジを Amazon ECR レジストリにプッシュします。Docker CLI の使用に関する詳細な手順については、
「AWS CLI での Amazon ECR の使用 (p. 7)」を参照してください。

1. 作成したレポジトリを選択し、[プッシュコマンドの表示] を選択して、イメージを新しいリポジトリ
にプッシュする手順を表示します。

2. ターミナルウィンドウでコンソールのコマンドを使用して、レジストリに対して Docker クライアン
トを認証するログインコマンドを実行します。このコマンドは、12 時間有効な認証トークンを提供し
ます。

3. (オプション) プッシュするイメージの Dockerfile がある場合は、イメージを構築し、新しいレポジ
トリ用にタグを付けます。ターミナルウィンドウでコンソールの docker build コマンドを使用しま
す。Dockerfile と同じディレクトリであることを確認します。
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4. コンソールからターミナルウィンドウに docker tag コマンドを貼り付け、Amazon ECR レジストリ 
URI と新しいレポジトリを使用してイメージにタグを付けます。コンソールコマンドでは、前のス
テップの Dockerfile からイメージが構築されたことを前提とします。Dockerfile からイメージを構築
していない場合は、repository:latest の最初のインスタンスを、プッシュするローカルイメージ
のイメージ ID またはイメージ名と置き換えます。

5. ターミナルウィンドウで docker push コマンドを使用し、新しくタグ付けしたイメージをレポジトリ
にプッシュします。

6. [Close] (閉じる) を選択します。

API バージョン 2015-09-21
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前提条件

AWS CLI での Amazon ECR の使用
以下では、Docker CLI と AWS CLI を使用してコンテナイメージをプライベート Amazon ECR リポジトリ
に初めてプッシュするために必要な手順について説明します。

さまざまな AWS SDK、IDE ツールキット、および Windows PowerShell コマンドラインツールなどの 
AWS リソースを管理するためのその他のツールの詳細については、http://aws.amazon.com/tools/ を参照
してください。

前提条件
開始する前に、必ず「Amazon ECR を使用してセットアップする (p. 3)」の手順を完了してください。

最新の AWS CLI と Docker がまだインストールされておらず、使用する準備ができていない場合は、次の
手順を使用してこれら両方のツールをインストールします。

AWS CLI をインストールする
AWS コマンドラインツールを使用して、システムのコマンドラインでコマンドを発行すること
で、Amazon ECR および他の AWS タスクを実行できます。これは、コンソールを使用するよりも高速で
より便利になります。コマンドラインツールは、AWS のタスクを実行するスクリプトの作成にも便利で
す。

AWS CLI を Amazon ECR で使用するには、最新の AWS CLI バージョンをインストールします (Amazon 
ECR の機能は、バージョン 1.9.15 の AWS CLI から利用可能)。AWS CLI のバージョンは、aws --version
コマンドで確認できます。AWS CLI のインストールまたは最新バージョンへのアップグレードについて
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line Interfaceのインストール」を
参照してください。

Docker をインストールする
Docker は、Ubuntu のような最新の Linux ディストリビューションから macOS や Windows まで、さま
ざまなオペレーティングシステムで使用できます。特定のオペレーティングシステムに Docker をインス
トールする方法の詳細については、Docker インストールガイド を参照してください。

Docker を使用するには、ローカルの開発システムは必要ありません。Amazon EC2 をすでに使用している
場合は、Amazon Linux 2 インスタンスを起動し、Docker をインストールして開始できます。

Docker をインストール済みの場合は、この手順をスキップして「ステップ 1: Docker イメージを作成す
る (p. 8)」に進んでください。

Amazon EC2 インスタンスに Docker をインストールするには

1. Amazon Linux 2 AMI を使用してインスタンスを起動します。詳細については、Linux インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンス起動ウィザードを使用したインスタンスの起動」を参
照してください。

2. インスタンスに接続します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Linux インスタンスへの接続」を参照してください。
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ステップ 1: Docker イメージを作成する

3. インスタンスでインストールされているパッケージとパッケージキャッシュを更新します。

sudo yum update -y

4. 最新の Docker Community Edition パッケージをインストールします。

sudo amazon-linux-extras install docker

5. Docker サービスを開始します。

sudo service docker start

6. ec2-user を docker グループに追加すると、sudo を使用せずに Docker コマンドを実行できま
す。

sudo usermod -a -G docker ec2-user

7. ログアウトし、再びログインして、新しい docker グループアクセス権限を取得します。これは、現
在の SSH ターミナルウィンドウを閉じて、新しいウィンドウでインスタンスに再接続することで達成
できます。新しい SSH セッションには適切な docker グループ権限があります。

8. ec2-user が sudo を使用せずに Docker コマンドを実行できることを確認します。

docker info

Note

場合によっては、Docker デーモンにアクセスするための ec2-user に対するアクセス権限
を提供するため、インスタンスを再起動する必要があります。次のエラーが表示された場合
は、インスタンスを再起動してください。

Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?

ステップ 1: Docker イメージを作成する
このセクションでは、シンプルなウェブアプリケーションの Docker イメージを作成し、ローカルシス
テムまたは Amazon EC2 インスタンスでテストしてから、コンテナレジストリ ( Amazon ECR または
Docker Hub など) にプッシュして、Amazon ECS タスク定義で使用できるようにします。

シンプルなウェブアプリケーションの Docker イメージを作成するには

1. Dockerfile という名前のファイルを作成します。Dockerfile は、Docker イメージに使用する基本イ
メージと、そのイメージにインストールして実行するものを記述するマニフェストです。Dockerfile 
の詳細については、「Dockerfile リファレンス」を参照してください。

touch Dockerfile

2. 前の手順で作成した Dockerfile を編集し、以下のコンテンツを追加します。

FROM public.ecr.aws/docker/library/ubuntu:18.04

# Install dependencies
RUN apt-get update && \ 
 apt-get -y install apache2

API バージョン 2015-09-21
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ステップ 1: Docker イメージを作成する

# Install apache and write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Configure apache
RUN echo '. /etc/apache2/envvars' > /root/run_apache.sh && \ 
 echo 'mkdir -p /var/run/apache2' >> /root/run_apache.sh && \ 
 echo 'mkdir -p /var/lock/apache2' >> /root/run_apache.sh && \  
 echo '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' >> /root/run_apache.sh && \  
 chmod 755 /root/run_apache.sh

EXPOSE 80

CMD /root/run_apache.sh

この Dockerfile は Ubuntu 18.04 イメージを使用します。RUN の手順により、パッケージキャッ
シュが更新され、ウェブ サーバー用のいくつかのソフトウェアがインストールされてから、「Hello 
World!」 のコンテンツがウェブサーバーのドキュメントルートに書き込みされます。EXPOSE の命令
はコンテナ上のポート 80 を公開し、CMD の命令はウェブサーバーを起動します。

3. Dockerfile から Docker イメージを作成します。

Note

Docker の一部のバージョンでは、下に示す相対パスの代わりに、次のコマンドで Dockerfile 
への完全パスが必要になる場合があります。

docker build -t hello-world .

4. docker images を実行して、イメージが正しく作成されたことを確認します。

docker images --filter reference=hello-world

出力:

REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
hello-world         latest              e9ffedc8c286        4 minutes ago       241MB

5. 新しく構築されたイメージを実行します。-p 80:80 オプションは、コンテナ上の公開されたポート 
80 をホストシステム上のポート 80 にマッピングします。docker run の詳細については、「Docker 
run reference」を参照してください。

docker run -t -i -p 80:80 hello-world

Note

Apache ウェブサーバーからの出力はターミナルウィンドウに表示されます。"Could not 
reliably determine the server's fully qualified domain name" メッセージ
は無視できます。

6. ブラウザーを開き、Docker を実行している、コンテナのホストサーバーを参照します。

• Amazon EC2 インスタンスを使用している場合、これはサーバーの [Public DNS] 値であり、SSH 
でインスタンスに接続するときに使用するアドレスと同じです。インスタンスのセキュリティグ
ループでポート 80 上の受信トラフィックを許可していることを確認します。

• Docker をローカルに実行している場合は、ブラウザで http://localhost/ を参照します。
• Windows または macOS コンピュータで docker-machine を使用している場合は、docker-machine 

ip コマンドを使用して Docker のホスト VirtualBox VM の IP アドレスを見つけ、machine-name
を、使用中の Docker マシンの名前に置き換えます。API バージョン 2015-09-21
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ステップ 2: デフォルトレジストリに対して認証する

docker-machine ip machine-name

ウェブページに「Hello, World!」が 表示されます。
7. [Ctrl + C] キーを押して、Docker コンテナを停止します。

ステップ 2: デフォルトレジストリに対して認証す
る

AWS CLI のインストールと設定が完了したら、デフォルトレジストリに対して Docker CLI を認証し
ます。これにより、docker コマンドは Amazon ECR を使用してイメージをプッシュおよびプルできま
す。AWS CLI には、認証プロセスをシンプルにする get-login-password コマンドが用意されています。

get-login-password は、AWS CLI を使用する際に Amazon ECR プライベートレジストリへの認証に
推奨される方法です。AWS CLI が AWS と通信するように設定されていることを確認してください。詳細
については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI の設定の基本」を参照してくだ
さい。

Amazon ECR 認証トークンを docker login コマンドに渡すとき、ユーザー名の AWS 値を使用し、認証先
の Amazon ECR レジストリの URI を指定します。複数のレジストリに対して認証する場合は、レジスト
リごとにコマンドを繰り返す必要があります。

Important

エラーが発生した場合、または get-login-password コマンドが使用できない場合は、AWS CLI の
最新バージョンを使用していることを確認してください。AWS CLI のインストールまたは最新
バージョンへのアップグレードについては、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」
の「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• get-login-password (AWS CLI)

aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

• Get-ECRLoginCommand (AWS Tools for Windows PowerShell)

(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

ステップ 3: レポジトリを作成する
これで Amazon ECR にプッシュするイメージが用意できたので、それを保持するレポジトリを作
成する必要があります。この例では、hello-repository イメージを後でプッシュする、hello-
world:latest と呼ばれるレポジトリを作成します。レポジトリを作成するには、次のコマンドを実行し
ます。

aws ecr create-repository \ 
    --repository-name hello-repository \ 
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true \ 
    --region region
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ステップ 4: イメージを Amazon ECR にプッシュする

ステップ 4: イメージを Amazon ECR にプッシュす
る

ここで、前のセクションで作成した Amazon ECR リポジトリにイメージをプッシュできます。docker CLI 
を使ってイメージをプッシュしますが、この作業を正しく完了するために満たす必要がある前提条件がい
くつかあります。

• docker の最小バージョン (1.7) がインストールされている。
• Amazon ECR 認証トークンが docker login で設定されている。
• Amazon ECR リポジトリが存在し、リポジトリにプッシュするアクセス権がユーザーにある。

これらの前提条件が満たされたら、アカウントのデフォルトレジストリで新しく作成されたレポジトリに
イメージをプッシュできます。

イメージにタグを付けて Amazon ECR にプッシュするには

1. ローカルに保存したイメージをリストし、タグを付けてプッシュするイメージを識別します。

docker images

出力:

REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             VIRTUAL 
 SIZE
hello-world         latest              e9ffedc8c286        4 minutes ago       241MB

2. リポジトリにプッシュするイメージにタグを付けます。

docker tag hello-world:latest aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-
repository

3. イメージをプッシュします。

docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository

出力:

The push refers to a repository [aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-
repository] (len: 1)
e9ae3c220b23: Pushed
a6785352b25c: Pushed
0998bf8fb9e9: Pushed
0a85502c06c9: Pushed
latest: digest: sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636EXAMPLE size: 
 6774

ステップ 5: Amazon ECR からイメージをプルする
Amazon ECR リポジトリにプッシュされたイメージは他の場所からプルできます。docker CLI を使って
イメージをプルしますが、この作業を正しく完了するために満たす必要がある前提条件がいくつかありま
す。
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ステップ 6: イメージを削除する

• docker の最小バージョン (1.7) がインストールされている。
• Amazon ECR 認証トークンが docker login で設定されている。
• Amazon ECR リポジトリが存在し、リポジトリからプルするアクセス許可がユーザーにある。

これらの前提条件が満たされたら、イメージをプルできます。Amazon ECR からサンプルイメージをプル
するには、次のコマンドを実行します。

docker pull aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository:latest

出力:

latest: Pulling from hello-repository
0a85502c06c9: Pull complete
0998bf8fb9e9: Pull complete
a6785352b25c: Pull complete
e9ae3c220b23: Pull complete
Digest: sha256:215d7e4121b30157d8839e81c4e0912606fca105775bb0636EXAMPLE
Status: Downloaded newer image for aws_account_id.dkr.region.amazonaws.com/hello-
repository:latest

ステップ 6: イメージを削除する
いずれかのリポジトリで、イメージが必要なくなったと判断した場合、batch-delete-image コマンドで削
除できます。イメージを削除するには、イメージがあるレポジトリ、およびイメージの imageTag また
は imageDigest の値を指定する必要があります。次の例では、イメージタグが hello-repository
で、latest リポジトリにあるイメージを削除します。

aws ecr batch-delete-image \ 
      --repository-name hello-repository \ 
      --image-ids imageTag=latest \ 
      --region region

ステップ 7: リポジトリを削除する
イメージのリポジトリ全体が必要ないと判断した場合は、リポジトリを削除できます。デフォルトでは、
イメージを含むリポジトリを削除することはできません。ただし、--force フラグを使用すると、この操
作を行うことができます。イメージ (およびその中に含まれるすべてのイメージ) を含むリポジトリを削除
するには、次のコマンドを実行します。

aws ecr delete-repository \ 
      --repository-name hello-repository \ 
      --force \ 
      --region region

API バージョン 2015-09-21
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レジストリの概念

Amazon ECR プライベートレジスト
リ

Amazon ECR プライベートレジストリは、可用性の高いスケーラブルなアーキテクチャでコンテナイメー
ジをホストします。プライベートレジストリを使用して、Docker イメージ、Open Container Initiative 
(OCI) イメージ、アーティファクトで構成されるプライベートイメージリポジトリを管理できます。各 
AWS アカウントには、デフォルトのプライベート Amazon ECR レジストリが提供されます。Amazon 
ECR パブリックレジストリの詳細については、Amazon Elastic Container Registry Public ユーザーガイ
ドの「Public registries」を参照してください。

プライベートレジストリの概念
• デフォルトのプライベートレジストリの URL は https://aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com です。

• デフォルトでは、アカウントにはプライベートリポジトリ内のリポジトリへの読み取りおよび書き込
み許可があります。ただし、ユーザーには、Amazon ECR API への呼び出しと、プライベートリポジ
トリに対するイメージのプッシュまたはプルを行う許可が必要です。Amazon ECR には、さまざまな
レベルでユーザーアクセスを制御するための管理ポリシーが複数用意されています。詳細については、
「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 103)」を参照して
ください。

• プライベートレジストリに対して Docker クライアントを認証し、docker push コマンドと docker pull
コマンドを使用してそのレジストリ内のリポジトリとの間でイメージをプッシュおよびプルできるよう
にする必要があります。詳細については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してくだ
さい。

• プライベートリポジトリは、 ユーザーアクセスポリシーとリポジトリポリシーによって制御できます。
リポジトリポリシーの詳細については、「プライベートリポジトリポリシー (p. 24)」を参照してくだ
さい。

• プライベートレジストリのリポジトリは、プライベートレジストリのレプリケーションを設定すること
で、プライベートレジストリ内および複数のアカウント間の複数のリージョンにわたってでレプリケー
トできます。詳細については、「プライベートイメージのレプリケーション (p. 48)」を参照してくだ
さい。

プライベートレジストリの認証
AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、プライベートレポジトリを作成
して管理することができます。また、これらの方法を使用して、イメージの一覧表示や削除などのいくつ
かのアクションをイメージで実行できます。これらのクライアントは、標準の AWS 認証方法を使用しま
す。Amazon ECR API を使用してイメージをプッシュおよびプルできますが、Docker CLI または言語固有
の Docker ライブラリの使用をお勧めします。

Docker CLI は、ネイティブの IAM 認証方法をサポートしていません。Amazon ECR が、Docker のプッ
シュ要求とプル要求を認証および認可できるようにするには、追加の手順を実行する必要があります。

以下のセクションで説明するレジストリ認証方法を使用できます。
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Amazon ECR 認証情報ヘルパーを使用する
Amazon ECR には Docker 認証情報ヘルパーが用意されているので、Amazon ECR に対してイメージを
プッシュおよびプルするときに、Docker 認証情報をより簡単に保存および使用できます。インストールお
よび設定手順については、「Amazon ECR Docker 認証情報ヘルパー」を参照してください。

Note

Amazon ECR Docker 認証情報ヘルパーは、現在、多要素認証 (MFA) をサポートしていません。

認可トークンを使用する
認可トークンの許可スコープは、認証トークンの取得に使用される IAM プリンシパルの許可スコープと
一致します。認証トークンは、IAM プリンシパルからアクセス可能で 12 時間有効な Amazon ECR レジス
トリにアクセスするために使用されます。認可トークンを取得するには、GetAuthorizationToken API オ
ペレーションを使用して、ユーザー名 AWS とエンコードされたパスワードを含む base64 エンコード認可
トークンを取得します。AWS CLI の get-login-password コマンドでは、よりシンプルな方法で、認
証トークンを取得し、デコードして、認証のために docker login コマンドにパイプできます。

CLI を使用して Amazon ECR プライベートレジストリに対して 
Docker を認証するには
get-login-password を使用して Amazon ECR レジストリに対して Docker を認証するには、aws ecr get-
login-password コマンドを実行します。認証トークンを docker login コマンドに渡すとき、ユーザー名に
AWS 値を使用し、認証先の Amazon ECR レジストリの URI を指定します。複数のレジストリに対して認
証する場合は、レジストリごとにコマンドを繰り返す必要があります。

Important

エラーが発生した場合は、AWS CLI の最新バージョンをインストールまたはアップグレードし
ます。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line 
Interface のインストール」を参照してください。

• get-login-password (AWS CLI)

aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

• Get-ECRLoginCommand (AWS Tools for Windows PowerShell)

(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

HTTP API 認証を使用する
Amazon ECR は Docker Registry HTTP API をサポートします。ただし、Amazon ECR はプライベートレ
ジストリであるため、すべての HTTP リクエストで認可トークンを提供する必要があります。curl の -H
オプションを使用して HTTP 認証ヘッダーを追加し、get-authorization-token AWS CLI コマンドで提供さ
れる認証トークンを渡します。

Amazon ECR HTTP API を使用して認証するには

1. AWS CLI を使用して認証トークンを取得し、そのトークンを環境変数に設定します。
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TOKEN=$(aws ecr get-authorization-token --output text --query 
 'authorizationData[].authorizationToken')

2. API に対して認証するには、$TOKEN 変数を curl の -H オプションに渡します。たとえば、次のコマ
ンドでは、Amazon ECR レポジトリでイメージタグを一覧表示します。詳細については、Docker レ
ジストリ HTTP API リファレンスドキュメントを参照してください。

curl -i -H "Authorization: Basic $TOKEN" 
 https://aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/v2/amazonlinux/tags/list

出力は次のとおりです。

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Date: Thu, 04 Jan 2018 16:06:59 GMT
Docker-Distribution-Api-Version: registry/2.0
Content-Length: 50
Connection: keep-alive

{"name":"amazonlinux","tags":["2017.09","latest"]}

プライベートレジストリの設定
Amazon ECR はプライベートレジストリ設定を使用してレジストリレベルで機能を構成します。プライ
ベートレジストリ設定は、リージョンごとに個別に構成されます。プライベートレジストリ設定を使用し
て、次の機能を設定できます。

• [Registry permissions] (レジストリ許可) — レジストリ許可ポリシーを使用して、レプリケーション機
能とプルスルーキャッシュ機能に対する許可を AWS プリンシパルに付与できます。詳細については、
「プライベートレジストリの許可 (p. 15)」を参照してください。

• [Pull through cache rules] (プルスルーキャッシュルール) — プルスルーキャッシュルールを作成し
て、Amazon ECR プライベートレジストリの外部パブリックレジストリからイメージをキャッシュでき
ます。詳細については、「プルスルーキャッシュルールの使用 (p. 41)」を参照してください。

• [Replication] (レプリケーション) — クロスリージョンまたはクロスアカウントのレプリケーション用に
リポジトリを設定できます。詳細については、「プライベートイメージのレプリケーション (p. 48)」
を参照してください。

• [Scanning configuration] (スキャン設定) — デフォルトでは、レジストリでベーシックスキャンが有効
です。オペレーティングシステムとプログラミング言語パッケージの脆弱性の両方をスキャンする自
動連続スキャンモードを提供する拡張スキャンを有効にできます。詳細については、「イメージスキャ
ン (p. 67)」を参照してください。

プライベートレジストリの許可
Amazon ECR はレジストリポリシーを使用して、プライベートレジストリレベルの AWS プリンシパルに
許可を付与します。これらの許可は、レプリケーションへのアクセス範囲とキャッシュ機能のプルスルー
に使用されます。

Amazon ECR では、プライベートレジストリレベルでのみ、以下の許可が適用されます。レジストリポリ
シーにアクションが追加されると、エラーが発生します。

• ecr:ReplicateImage – ソースレジストリと呼ばれる別のアカウントに、そのイメージをレジストリ
にレプリケートする許可を付与します。これは、クロスアカウントレプリケーションのみに使用されま
す。
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• ecr:BatchImportUpstreamImage – 外部イメージを取得し、プライベートレジストリにインポート
するアクセス許可を付与します。

• ecr:CreateRepository – プライベートレジストリにリポジトリを作成するアクセス許可を付与しま
す。レプリケートまたはキャッシュされたイメージを保存するリポジトリがプライベートレジストリに
まだ存在しない場合は、この許可が必要となります。

Note

プライベートレジストリ許可ポリシーに ecr:* アクションを追加することが可能である場合、ワ
イルドカードを使用するのではなく、使用している機能に基づいて必要な特定のアクションのみ
を追加することがベストプラクティスと考えられます。

トピック
• プライベートレジストリの許可ステートメントを設定する (p. 16)
• プライベートレジストリの許可ステートメントを削除する (p. 18)
• プライベートレジストリのポリシーの例 (p. 19)

プライベートレジストリの許可ステートメントを設定
する
次の手順を使用して、レジストリの許可ポリシーを追加または更新できます。レジストリごとに複数のポ
リシーステートメントを追加できます。エンドポイントポリシーの例については、「プライベートレジス
トリのポリシーの例 (p. 19)」を参照してください。

トピック
• レプリケーションのプライベートレジストリ許可 (p. 16)
• プルスルーキャッシュのプライベートレジストリ許可 (p. 18)

レプリケーションのプライベートレジストリ許可
クロスアカウントポリシータイプを使用して AWS プリンシパルに許可を付与し、ソースレジストリから
指定レジストリへのレポジトリのレプリケーションを許可します。デフォルトでは、ユーザーには、独自
のレジストリ内でクロスリージョンレプリケーションを設定する許可があります。レジストリにコンテン
ツをレプリケートする許可を別のアカウントに付与する場合、必要な操作は、レジストリポリシーを構成
することだけです。

レジストリポリシーは、ecr:ReplicateImage API アクションに許可を付与する必要があります。この 
API は、複数のリージョンまたはアカウント間でイメージをレプリケートできる内部 Amazon ECR API で
す。ecr:CreateRepository の許可を付与することもできます。この場合、レポジトリが存在しない場
合、Amazon ECR がレジストリ内にリポジトリを作成できるようになります。ecr:CreateRepository
の許可が指定されていない場合、ソースリポジトリと同じ名前のリポジトリを手動でレジストリに作
成する必要があります。どちらも行われていない場合、レプリケーションは失敗します。失敗した 
CreateRepository または ReplicateImage API アクションは CloudTrail に表示されます。

レプリケーションの許可ポリシーを構成するには (AWS Management Console)

プライベートレジストリのレプリケーション許可ポリシーを設定するには (AWS Management 
Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
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2. ナビゲーションバーから、レジストリポリシーを設定するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Registry permissions] (レジス

トリー許可) の順に選択します。
4. [Registry permissions] (レジストリー許可) ページで [Generate statement] (ステートメントを生成) を

選択します。
5. ポリシージェネレータを使用してポリシーステートメントメントを定義するには、次の手順を実行し

ます。

a. [Policy type] (ポリシータイプ) で、[Cross account policy] (クロスアカウントポリシー) を選択しま
す。

b. [Statement ID] (ステートメント ID) に一意のステートメント ID を入力します。このフィールド
は、レジストリポリシーの Sid として使用されます。

c. [Accounts] (アカウント) に、許可を付与する各アカウントのアカウント ID を入力します。複数の
アカウント ID を指定する場合は、カンマで区切ります。

6. [Preview policy statement] (ポリシーステートメントをプレビュー) セクションを展開して、レジスト
リの許可ポリシーステートメントを確認します。

7. ポリシーステートメントを確認したら、[Add to policy] (ポリシーに追加) を選択してレジストリにポリ
シーを保存します。

レプリケーションの許可ポリシーを構成するには (AWS CLI)

プライベートレジストリの許可ポリシーを設定するには (AWS CLI)

1. registry_policy.json という名前のファイルを作成し、レジストリポリシーの情報を入力しま
す。

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Sid":"ReplicationAccessCrossAccount", 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal":{ 
                "AWS":"arn:aws:iam::source_account_id:root" 
            }, 
            "Action":[ 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:ReplicateImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:us-west-2:your_account_id:repository/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

2. ポリシーファイルを使用してレジストリポリシーを作成します。

aws ecr put-registry-policy \ 
      --policy-text file://registry_policy.json \ 
      --region us-west-2

3. レジストリのポリシーを取得して確認します。

aws ecr get-registry-policy \ 
      --region us-west-2
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プルスルーキャッシュのプライベートレジストリ許可
Amazon ECR プライベートレジストリ許可は、プルスルーキャッシュを使用する個々の IAM エンティ
ティのアクセス許可のスコープ設定に使用できます。レジストリ許可ポリシーによって付与されるアクセ
ス許可よりも多くのアクセス許可が IAM ポリシーによって IAM エンティティに付与される場合、IAM ポ
リシーが優先されます。

プライベートレジストリの許可ポリシーを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、プライベートレジストリ許可ステートメントを設定するリージョンを選択

します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Registry permissions] (レジス

トリー許可) の順に選択します。
4. [Registry permissions] (レジストリー許可) ページで [Generate statement] (ステートメントを生成) を

選択します。
5. 作成するプルスルーキャッシュ許可ポリシーステートメントごとに、次の操作を行います。

a. [ポリシータイプ] で、[プルスルーキャッシュポリシー] を選択します。
b. [ステートメント ID] で、プルスルーキャッシュステートメントポリシーの名前を指定します。
c. [IAM entities] (IAM エンティティ) で、ポリシーに含めるユーザー、グループ、またはロールを指

定します。
d. [リポジトリ名前空間] で、ポリシーを関連付けるプルスルーキャッシュルールを選択します。
e. [リポジトリ名] で、ルールを適用するリポジトリベース名を指定します。たとえば、Amazon 

ECR パブリックで Amazon Linux リポジトリを指定する場合、リポジトリ名は amazonlinux に
なります。

プライベートレジストリの許可ステートメントを削除
する
次の手順を使用して、レジストリのすべての許可ポリシーステートメントを削除できます。

プライベートレジストリの許可ポリシーを削除するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、レジストの許可リポリシーを設定するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Registry] (レジストリ) を選択します。
4. レジストリページで、[Private] (プライベート) レジストリを選択して [Permissions] (許可) を選択しま

す。
5. プライベートレジストリの許可ページで [Delete] (削除) を選択します。
6. リポジトリの [Delete registry policy] (レジストリポリシーの削除) 確認画面で、[Delete policy] (ポリ

シーを削除) を選択します。

プライベートレジストリの許可ポリシーを削除するには (AWS CLI)

1. レジストリポリシーを削除します。

aws ecr delete-registry-policy \ 
     --region us-west-2

2. レジストリのポリシーを取得して確認します。
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aws ecr get-registry-policy \ 
     --region us-west-2

プライベートレジストリのポリシーの例
以下の例では、Amazon ECR レジストリに対してユーザーが所有するアクセス許可を制御するために使用
できるレジストリ許可ポリシーステートメントを示しています。

Note

各例において、レジストリ許可ステートメントから ecr:CreateRepository アクションが削
除されていても、レプリケーションは引き続き実行される場合があります。ただし、レプリケー
ションを成功させるには、アカウント内に同じ名前のリポジトリを作成する必要があります。

例: ソースアカウントのルートユーザーにすべてのリポジトリの
レプリケーションを許可する

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Sid":"ReplicationAccessCrossAccount", 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal":{ 
                "AWS":"arn:aws:iam::source_account_id:root" 
            }, 
            "Action":[ 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:ReplicateImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:us-west-2:your_account_id:repository/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

例: 複数のアカウントを許可する

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Sid":"ReplicationAccessCrossAccount", 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal":{ 
                "AWS":"arn:aws:iam::source_account_id:root" 
            }, 
            "Action":[ 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:ReplicateImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:us-west-2:your_account_id:repository/*" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Sid":"ReplicationAccessCrossAccount", 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal":{ 
                "AWS":"arn:aws:iam::source_account_id:root" 
            }, 
            "Action":[ 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:ReplicateImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:us-west-2:your_account_id:repository/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

例: ソースアカウントのルートユーザーに、プレフィックス
prod- が付くすべてのリポジトリのレプリケーションを許可す
る

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Sid":"ReplicationAccessCrossAccount", 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal":{ 
                "AWS":"arn:aws:iam::source_account_id:root" 
            }, 
            "Action":[ 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:ReplicateImage" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:us-west-2:your_account_id:repository/prod-*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Amazon ECR プライベートリポジト
リ

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) には、イメージリポジトリの作成、モニタリング、
削除を行う API オペレーション、およびリポジトリにアクセスできるユーザーを制御するアクセス権限
を設定する API オペレーションが用意されています。同じアクションは、Amazon ECR コンソールの 
[Repositories] (リポジトリ) セクションで実行できます。また、Amazon ECR は Docker CLI と統合される
ため、開発環境からリポジトリにイメージをプッシュおよびプルすることもできます。

トピック
• プライベートリポジトリの概念 (p. 21)
• プライベートリポジトリを作成する (p. 21)
• プライベートリポジトリの詳細の表示 (p. 22)
• プライベートリポジトリを編集する (p. 23)
• プライベートリポジトリを削除する (p. 24)
• プライベートリポジトリポリシー (p. 24)
• プライベートリポジトリのタグ付け (p. 30)

プライベートリポジトリの概念
• デフォルトでは、アカウントにはデフォルトリポジトリ 

(aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com) 内のリポジトリへの読み取りおよび書き
込みアクセス権があります。ただし、ユーザーには、Amazon ECR API への呼び出しと、リポジトリ
に対するイメージのプッシュまたはプルを行う許可が必要です。Amazon ECR には、さまざまなレ
ベルでユーザーアクセスを制御するための管理ポリシーが複数用意されています。詳細については、
「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 103)」を参照して
ください。

• リポジトリは、 ユーザーアクセスポリシーと個々のリポジトリポリシーによって制御できます。詳細に
ついては、「プライベートリポジトリポリシー (p. 24)」を参照してください。

• リポジトリ名では、似たリポジトリをグループ化するのに使用できる名前空間をサポートできます。た
とえば、同じレジストリを使用するチームが複数ある場合、チーム A が team-a 名前空間を使用し、
チーム B が team-b 名前を使用することが可能です。こうすることで、各チームは、web-app という
独自のイメージを持つことができます。各イメージの先頭には、チームの名前空間が付けられます。こ
の設定により、各チームは干渉することなくイメージを同時に使用できます。チーム A のイメージは
team-a/web-app で、チーム B のイメージは team-b/web-app です。

• イメージは、独自のレジストリ内およびアカウント間でリージョン間で他のリポジトリにレプリケート
できます。これを行うには、レジストリ設定でレプリケーション構成を指定します。詳細については、
「プライベートレジストリの設定 (p. 15)」を参照してください。

プライベートリポジトリを作成する
コンテナイメージは Amazon ECR リポジトリに保存されます。AWS Management Console を使用してプ
ライベートリポジトリを作成する手順は、次のとおりです。AWS CLI を使用してリポジトリを作成する手
順については「ステップ 3: レポジトリを作成する (p. 10)」を参照してください。
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リポジトリを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、リポジトリを作成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [Repositories] (リポジトリ) ページで、[Private] (プライベート) タブ、[Create repository] (リポジトリ

の作成) の順に選択します。
5. [Visibility settings] (可視性の設定) で、[Private] (プライベート) が選択されていることを確認します。
6. [リポジトリ名] に、リポジトリの一意の名前を入力します。リポジトリ名は単独で指定できます

（nginx-web-app など)。リポジトリ名に名前空間を付けて、リポジトリをカテゴリでグループ化す
ることもできます (project-a/nginx-web-app など)。リポジトリ名は英字で始まる必要があり、
小文字、数字、複数のハイフン、複数のアンダースコア、複数のスラッシュのみを含めることができ
ます。ダブルハイフン、ダブルアンダースコア、またはダブルフォワードスラッシュの使用はサポー
トされていません。

7. [Tag immutability] (タグの不変性) で、このリポジトリのタグの変更可能性の設定を選択します。タグ
がイミュータブルに設定されたリポジトリでは、イメージタグが上書きされるのを防ぐことができま
す。詳細については、「イメージタグの変更可能性 (p. 66)」を参照してください。

8. [Scan on push] (プッシュ時にスキャン) では、基本的なスキャンに対してはリポジトリレベルでのス
キャン設定を指定できますが、プライベートレジストリレベルでスキャン設定を指定することがベス
トプラクティスとなります。プライベートレジストリでスキャン設定を指定することで、拡張スキャ
ンまたはベーシックスキャンのいずれかを有効にすることができ、スキャンするリポジトリを指定す
るフィルターも定義できます。詳細については、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してくださ
い。

9. KMS 暗号化の場合、AWS Key Management Service を使用して、リポジトリ内のイメージの暗
号化を有効にするかどうかを選択します。デフォルトでは、KMS 暗号化が有効になっている場
合、Amazon ECR は、エイリアス aws/ecr で AWS マネージドキー (KMS キー) を使用します。この
キーは、KMS 暗号化を有効にしたリポジトリを初めて作成するときに、アカウントに作成されます。
詳細については、「保管中の暗号化 (p. 109)」を参照してください。

10. KMS 暗号化が有効になっている場合は、[Customer encryption settings (advanced)] (カスタマー暗号
化設定 (高度)) をクリックして、独自の KMS キーを選択します。KMS キーは クラスターと同じリー
ジョンにある必要があります。[Create an AWS KMS key] (KMS キーを作成) を選択して AWS KMS 
コンソールに移動し、独自のキーを作成します。

11. [Create repository] (リポジトリの作成) を選択します。
12. (オプション) 作成したレポジトリを選択し、[View push commands] (プッシュコマンドを表示) を選択

して、イメージを新しいリポジトリにプッシュするステップを表示します。リポジトリへのイメージ
のプッシュの詳細については、「イメージのプッシュ (p. 34)」を参照してください。

プライベートリポジトリの詳細の表示
リポジトリを作成したら、AWS Management Console でリポジトリに関する詳細を表示できます。

• リポジトリに保存されているイメージ
• リポジトリに格納されている各イメージの詳細 (各イメージのサイズと SHA ダイジェストを含む)
• リポジトリのコンテンツに指定されたスキャン頻度
• リポジトリにアクティブなプルスルーキャッシュルールが関連付けられているかどうか
• リポジトリの暗号化設定

Note

Docker バージョン 1.9 以降、Docker クライアントは V2 Docker レジストリにプッシュする前に
イメージレイヤーを圧縮します。docker images コマンドの出力は、圧縮されていないイメージ
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のサイズを表示します。したがって、Docker は、AWS Management Console で表示されている
イメージよりも大きなイメージを返す可能性があることに注意してください。

リポジトリ情報を表示するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、表示するリポジトリを含むリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [Repositories] (リポジトリ) ページで、[Private] (プライベート) タブを選択し、表示するレポジトリを

選択します。
5. リポジトリの詳細ページでは、コンソールはデフォルトで [Images] (イメージ) ビューを表示します。

ナビゲーションメニューを使用して、リポジトリに関するその他の情報を表示します。
• [Summary] (概要) をクリックして、リポジトリの詳細とリポジトリのプルカウントデータを表示

します。
• [Images] (イメージ) を選択して、リポジトリ内のイメージタグに関する情報を表示します。イ

メージの詳細情報を表示するには、イメージタグを選択します。詳細については、「イメージの
詳細を表示する (p. 39)」を参照してください。

削除するイメージのうちタグが付いていないものがある場合、削除するリポジトリの左側のボッ
クスを選択し、[Delete] (削除) を選択できます。詳細については、「イメージの削除 (p. 46)」
を参照してください。

• [Permissions (アクセス許可)] を選択し、リポジトリに適用されるリポジトリポリシーを表示しま
す。詳細については、「プライベートリポジトリポリシー (p. 24)」を参照してください。

• [ライフサイクルポリシー] を選択し、リポジトリに適用されるライフサイクルポリシールールを
表示します。ライフサイクルイベント履歴もここに表示されます。詳細については、「ライフサ
イクルポリシー (p. 54)」を参照してください。

• [タグ] を選択して、リポジトリに適用されているメタデータタグを表示します。

プライベートリポジトリを編集する
既存のリポジトリを編集して、イメージタグの変更可能性およびイメージスキャン設定を変更できます。

リポジトリを編集するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、編集するリポジトリを含むリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [Repositories] (リポジトリ) ページで、[Private] (プライベート) タブを選択し、編集するレポジトリを

選択して [Edit] (編集) を選びます。
5. [Tag immutability] (タグの不変性) で、このリポジトリのタグの変更可能性の設定を選択します。タグ

がイミュータブルに設定されたリポジトリでは、イメージタグが上書きされるのを防ぐことができま
す。詳細については、「イメージタグの変更可能性 (p. 66)」を参照してください。

6. [Image scan settings] (イメージスキャン設定) では、基本的なスキャンに対してはリポジトリレベル
でのスキャン設定を指定できますが、プライベートレジストリレベルでスキャン設定を指定すること
がベストプラクティスとなります。プライベートレジストリでスキャン設定を指定することで、拡張
スキャンまたはベーシックスキャンのいずれかを有効にすることができ、スキャンするリポジトリを
指定するフィルターも定義できます。詳細については、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してく
ださい。

7. [Encryption settings] (暗号化設定) は表示専用フィールドであり、リポジトリの作成後にリポジトリの
暗号化設定を変更することはできません。

8. [保存] を選択してリポジトリ設定を更新します。
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プライベートリポジトリを削除する
使用し終わったリポジトリは削除できます。AWS Management Console でリポジトリを削除すると、リポ
ジトリに含まれているすべてのイメージも削除されます。これを元に戻すことはできません。

リポジトリを削除するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、削除するリポジトリを含むリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [Repositories] (リポジトリ) ページで、[Private] (プライベート) タブを選択し、削除するレポジトリを

選択して [Delete] (削除) を選びます。
5. [repository_name の削除] ウィンドウで、選択されたリポジトリを削除することを確認し、[削除] 

を選択します。

Important

選択されたリポジトリ内のイメージもすべて削除されます。

プライベートリポジトリポリシー
Amazon ECR では、リソースベースのアクセス権限を使用してリポジトリへのアクセスを制御します。リ
ソースベースのアクセス権限により、どの ユーザーあるいはロールがリポジトリにアクセスでき、どのよ
うなアクションを実行できるかを指定できます。デフォルトでは、リポジトリを作成した AWS アカウン
トのみがリポジトリにアクセスできます。リポジトリへの追加のアクセス権限を許可するポリシードキュ
メントを適用できます。

トピック
• レポジトリポリシーと IAM ポリシー (p. 24)
• プライベートリポジトリポリシーステートメントの設定 (p. 25)
• プライベートリポジトリポリシーステートメントの削除 (p. 26)
• プライベートリポジトリポリシーの例 (p. 27)

レポジトリポリシーと IAM ポリシー
Amazon ECR リポジトリポリシーは、個別の Amazon ECR リポジトリへのアクセスを制御することを目
的として特に使用される IAM ポリシーのサブセットです。IAM ポリシーは、一般的に Amazon ECR サー
ビス全体にアクセス権限を適用するために使用されますが、特定のリソースへのアクセスを制限するため
に使用することもできます。

Amazon ECR リポジトリポリシーと IAM ポリシーはどちらも、特定のユーザーまたはロールがリポジト
リで実行できるアクションを決定するときに使用されます。ユーザーまたはロールがレポジトリから 1 つ
のアクションの実行を許可されていても、IAM ポリシーからアクセス権限を拒否される場合 (またはその
逆の場合)、そのアクションは拒否されます。ユーザーあるいはロールは、レポジトリポリシーまたは IAM 
ポリシーのいずれかのみでアクションへのアクセスが許可されていることを必要とし、その両方でこのア
クションが許可されている必要はありません。

Important

Amazon ECR では、ユーザーがレジストリへの認証を行って、Amazon ECR リポ
ジトリに対するイメージのプッシュまたはプルを行う前に、IAM ポリシーを介して
ecr:GetAuthorizationToken API への呼び出しを行う許可が必要です。Amazon ECR には、
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さまざまなレベルでユーザーアクセスを制御するいくつかのマネージド IAM ポリシーが用意され
ています。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースの
ポリシーの例 (p. 103)」を参照してください。

これらのいずれかのポリシータイプを使用して、次の例に示すようにレポジトリへのアクセスを制御しま
す。

この例は、特定のユーザーがリポジトリ内でリポジトリとイメージを説明することを許可する Amazon 
ECR リポジトリポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ECRRepositoryPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"}, 
            "Action": [ 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRepositories" 
            ] 
        } 
    ]
}

この例は、リソースパラメータを使用してポリシーで 1 つのレポジトリ (レポジトリの完全な ARN で指
定) を対象とすることで、上記と同じ目的を達成する IAM ポリシーを示しています。Amazon リソース
ネーム (ARN) 形式の詳細については、「リソース (p. 91)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowDescribeRepoImage", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRepositories" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:ecr:region:account-id:repository/repository-name"] 
        } 
    ]
}

プライベートリポジトリポリシーステートメントの設
定
次の手順に従って、AWS Management Console でレポジトリにアクセスポリシーステートメントを追加で
きます。リポジトリごとに複数のポリシーステートメントを追加できます。エンドポイントポリシーの例
については、「プライベートリポジトリポリシーの例 (p. 27)」を参照してください。

Important

Amazon ECR では、ユーザーがレジストリへの認証を行って、Amazon ECR リポ
ジトリに対するイメージのプッシュまたはプルを行う前に、IAM ポリシーを介して
ecr:GetAuthorizationToken API への呼び出しを行う許可が必要です。Amazon ECR には、
さまざまなレベルでユーザーアクセスを制御するいくつかのマネージド IAM ポリシーが用意され
ています。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースの
ポリシーの例 (p. 103)」を参照してください。
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リポジトリポリシーステートメントを設定するには

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、ポリシーステートメントをオンに設定するリポジトリが含まれるリージョ

ンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、ポリシーステートメントを有効に設定するリポジトリを選択して、リポジトリ

の内容を表示します。
5. リポジトリイメージのリストビューのナビゲーションペインで、[アクセス権限]、[編集] を選択しま

す。

Note

ナビゲーションペインに [Permissions] (アクセス許可) オプションが表示されない場合、画面
がリポジトリイメージリストビューであることを確認します。

6. 許可を編集ページで [ステートメントを追加] を選択します。
7. [ステートメント名] に、ステートメントの名前を入力します。
8. [効果] で、ポリシーステートメントの結果を許可または明示的な拒否のどちらにするかを指定しま

す。
9. [プリンシパル] で、ポリシーステートメントを適用する範囲を選択します。詳細については、IAM 

ユーザーガイドの「AWS JSON ポリシー要素: プリンシパル」を参照してください。

• このステートメントは、[Everyone (*)] (全員) チェックボックスを選択することによってすべての認
証済みの AWS ユーザーに適用できます。

• [サービスプリンシパル] で、特定のサービスにステートメントを適用するサービスプリンシパル名 
(ecs.amazonaws.com など) を指定します。

• [AWS アカウント ID] で、AWS アカウント番号 (例: 111122223333) を指定し、特定の AWS アカ
ウント内のすべてのユーザーにステートメントを適用します。カンマ区切りのリストを使用して複
数のアカウントを指定できます。

Important

アクセス権限を付与するアカウントには、リポジトリポリシーを作成するリージョンが有
効になっている必要があります。有効でない場合、エラーが発生します。

• [IAM エンティティ] で、ステートメントを適用する AWS アカウント内のロールまたはユーザーを
選択します。

Note

AWS Management Console で現在サポートされていない複雑なリポジトリポリシー
は、set-repository-policy AWS CLI コマンドを使用して適用できます。

10. [アクション] で、個別の API オペレーションのリストとの間でポリシーステートメントを適用する 
Amazon ECR API オペレーションの範囲を選択します。

11. 完了したら、[Save] を選択してポリシーを設定します。
12. 追加する各レポジトリポリシーに対して、前のステップを繰り返します。

プライベートリポジトリポリシーステートメントの削
除
既存のリポジトリポリシーステートメントをリポジトリに適用する必要がなくなった場合、削除できま
す。 API バージョン 2015-09-21
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リポジトリポリシーステートメントを削除するには

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、ポリシーステートメントを削除するリポジトリが含まれるリージョンを選

択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、ポリシーステートメントを削除するリポジトリを選択します。
5. ナビゲーションペインの [アクセス許可]、[編集] を選択します。
6. 許可を編集ページで [削除] を選択します。

プライベートリポジトリポリシーの例
以下の例では、Amazon ECR リポジトリに対して認証済みユーザーが所有するアクセス権限を制御するた
めに使用できるポリシーステートメントを示しています。

Important

Amazon ECR では、ユーザーがレジストリへの認証を行って、Amazon ECR リポ
ジトリに対するイメージのプッシュまたはプルを行う前に、IAM ポリシーを介して
ecr:GetAuthorizationToken API への呼び出しを行う許可が必要です。Amazon ECR には、
さまざまなレベルでユーザーアクセスを制御するいくつかのマネージド IAM ポリシーが用意され
ています。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースの
ポリシーの例 (p. 103)」を参照してください。

例: 1 名以上の ユーザーを許可する
次のリポジトリポリシーでは、1 名以上の ユーザーがリポジトリに対してイメージをプッシュまたはプル
できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowPushPull", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-1", 
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-2" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:UploadLayerPart" 
            ] 
        } 
    ]
}

例: 別のアカウントを許可する
次のリポジトリポリシーでは、特定のアカウントにイメージのプッシュが許可されます。
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Important

アクセス権限を付与するアカウントには、リポジトリポリシーを作成するリージョンが有効に
なっている必要があります。有効でない場合、エラーが発生します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCrossAccountPush", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
            }, 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:UploadLayerPart" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のリポジトリポリシーでは、一部のユーザーにイメージのプルが許可されますが (pull-user-1 および
pull-user-2)、別のユーザーにはフルアクセスが許可されます (admin-user)。

Note

AWS Management Console で現在サポートされていない複雑なリポジトリポリシーは、set-
repository-policy AWS CLI コマンドを使用して適用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowPull", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::account-id:user/pull-user-1", 
                    "arn:aws:iam::account-id:user/pull-user-2" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowAll", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/admin-user" 
            }, 
            "Action": [ 
                "ecr:*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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例: すべて拒否する
次のリポジトリポリシーでは、すべてのアカウントのすべてのユーザーに対してイメージのプルが拒否さ
れます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyPull", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
            ] 
        } 
    ]
}

例: アクセスを特定の IP アドレスに制限する
次の例では、特定のアドレス範囲からリポジトリに適用された場合に、Amazon ECR オペレーションを実
行するアクセス許可をすべてのユーザーに対して拒否します。

このステートメントの条件では、許可されたインターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) IP アドレスの
54.240.143.* 範囲を識別します。

Condition ブロックでは、NotIpAddress 条件と aws:SourceIp 条件キー (AWS 全体を対象とする条
件キー) を使用します。これらの条件キーの詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」
を参照してください。aws:sourceIpIPv4 値は標準の CIDR 表記を使用します。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの IP アドレス条件演算子 を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "ECRPolicyId1", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IPAllow", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "ecr:*", 
            "Condition": { 
                "NotIpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": "54.240.143.0/24" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例: AWS のサービスを許可する
次のリポジトリポリシーは、AWS CodeBuild に、そのサービスとの統合に必要な Amazon ECR 
API アクションへのアクセスを許可します。次の例を使用する場合、aws:SourceArn 条件キーと
aws:SourceAccount 条件キーを使用して、これらのアクセス許可を引き受けることができるリソース
の範囲を指定する必要があります。詳細については、AWS CodeBuildユーザーガイドの「CodeBuild の 
Amazon ECR サンプル」を参照してください。

{ 
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   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"CodeBuildAccess", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"codebuild.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":[ 
            "ecr:BatchGetImage", 
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "ArnLike":{ 
               "aws:SourceArn":"arn:aws:codebuild:region:123456789012:project/project-name" 
            }, 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"123456789012" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

プライベートリポジトリのタグ付け
Amazon ECR リポジトリを管理しやすいように、独自のメタデータを AWS リソース タグの形式で各リポ
ジトリに割り当てることができます (オプション)。このトピックでは、AWS リソースタグとその作成方法
について説明します。

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されてお
り、どちらもお客様側が定義します。

タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境別などのさまざまな方法で AWS リソースを分類でき
ます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちます。割り当てたタグに基づいて特定のリ
ソースをすばやく識別できます。たとえば、アカウントの Amazon ECR リポジトリに対して各リポジトリ
の所有者を追跡しやすくするため、一連のタグを定義できます。

ニーズを満たす一連のタグキーを考案されることをお勧めします。一貫性のある一連のタグキーを使用す
ることで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソースを検索およびフィルタリ
ングできます。

タグには、Amazon ECR に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。また、タグは自動
的にリソースに割り当てられます。タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できま
す。タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。
特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって
上書きされます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されます。

AWS Management Console、AWS CLI、および Amazon ECR API を使用してタグを操作できます。

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用している場合は、タグを作成、編集、削除する許可を
持つ AWS アカウントのユーザーを制御できます。

リソースのタグ付け
新規または既存の Amazon ECR リポジトリにタグ付けできます。
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Amazon ECR コンソールを使用している場合、新規リソースには作成時にタグを適用でき、既存のリソー
スには、ナビゲーションペインの [Tags (タグ)] オプションを使用していつでもタグを適用できます。

Amazon ECR API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、CreateRepository API アク
ションの tags パラメータを使用して新規リポジトリにタグ付けするか、TagResource API アクション
を使用して既存のリソースにタグを適用することができます。詳細については、TagResourceを参照して
ください。

また、リポジトリの作成時にタグを適用できない場合は、リポジトリ作成プロセスがロールバックされま
す。これにより、リポジトリがタグ付きで作成されるか、まったく作成されないようになるため、タグ付
けされていないリポジトリが存在することがなくなります。作成時にリポジトリにタグ付けすることで、
リポジトリ作成後にカスタムタグ付けスクリプトを実行する必要がなくなります。

タグの制限
タグには以下のベーシックな制限があります。

• リポジトリあたりのタグの最大数 – 50
• タグキーは、リポジトリごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値

は 1 つのみです。
• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• 複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可される

文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字は、UTF-8 で
表現可能な文字、数字、スペース、および以下の文字です: +、-、=、.、_、:、/、@。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーと値のどちらにも aws: プレフィックスは使用しないでください。このプレフィックスは AWS で

使用するために予約されています。このプレフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除す
ることはできません。このプレフィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限には計算され
ません。

請求用のリソースにタグを付ける
Amazon ECR リポジトリに追加するタグは、コスト配分を有効にした後にコストと使用状況レポートでコ
スト配分を確認するときに便利です。詳しくは、「Amazon ECR 使用状況レポート (p. 124)」を参照し
てください。

リソースを組み合わせたコストを確認するには、同じタグキー値を持つリソースに基づいて、請求情報を
整理します。例えば、複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理するこ
とで、複数のサービスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。タグに
よるコスト配分レポートの設定の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「毎月のコスト配分レ
ポート」を参照してください。

Note

レポートを有効にすると、約 24 時間後に、今月のデータを表示できるようになります。

コンソールでのタグの処理
新規または既存のリポジトリに関連付けられたタグは、Amazon ECR コンソールを使用して管理すること
ができます。

Amazon ECR コンソールで特定のリポジトリを選択する場合、ナビゲーションペインの [タグ] を選択して
タグを表示することができます。
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リポジトリにタグを追加するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、表示するリポジトリを選択します。
5. リポジトリ: repository_name ページで、ナビゲーションペインの [タグ] を選択します。
6. タグページで、[タグの追加]、[タグの追加] の順に選択します。
7. タグを編集ページで、各タグのキーと値を指定してから [Save] (保存) を選択します。

個々のリソースからタグを削除するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。
3. リポジトリページで、表示するリポジトリを選択します。
4. リポジトリ: repository_name ページで、ナビゲーションペインの [タグ] を選択します。
5. タグページで、[編集] を選択します。
6. タグを編集ページで、削除するタグごとに [Remove] (削除) を選択してから [Save] (保存) を選択しま

す。

AWS CLI または API を使用してタグを操作する
リソースのタグの追加、更新、リスト表示、および削除には、次を使用します。対応するドキュメントに
例が記載されています。

Amazon ECR リソースのタグ付けサポート

タスク AWS CLI API アクション

1 つ以上のタグを追加、または上
書きします。

タグリソース TagResource

1 つ以上のタグを削除します。 タグなしリソース UntagResource

AWS CLI を使用してタグを管理する方法を以下の例に示します。

例 1: 既存のリポジトリにタグ付けする

次のコマンドでは、既存のリポジトリにタグ付けします。

aws ecr tag-resource \ 
     --resource-arn arn:aws:ecr:region:account_id:repository/repository_name \ 
     --tags Key=stack,Value=dev

例 2: 既存のリポジトリに複数のタグをタグ付けする

次のコマンドでは、既存のリポジトリにタグ付けします。

aws ecr tag-resource \ 
     --resource-arn arn:aws:ecr:region:account_id:repository/repository_name \ 
     --tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2 Key=key3,Value=value3
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例 3: 既存のリポジトリからタグを削除する

次のコマンドでは、既存のリポジトリからタグを削除します。

aws ecr untag-resource \ 
     --resource-arn arn:aws:ecr:region:account_id:repository/repository_name \ 
     --tag-keys tag_key

例 4: リポジトリのタグを一覧表示する

次のコマンドでは、既存のリポジトリに関連付けられているタグを一覧表示します。

aws ecr list-tags-for-resource \ 
     --resource-arn arn:aws:ecr:region:account_id:repository/repository_name

例 5: リポジトリを作成してタグを適用する

次のコマンドでは、test-repo という名前のリポジトリを作成し、キーが team で値が devs のタグを追
加します。

aws ecr create-repository \ 
     --repository-name test-repo \ 
     --tags Key=team,Value=devs
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プライベートイメージ
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、Docker イメージ、Open Container Initiative (OCI) 
イメージ、OCI 互換アーティファクトをプライベートリポジトリに保存します。Docker CLI またはその他
のクライアントを使用して、リポジトリからイメージをプッシュおよびプルできます。

トピック
• イメージのプッシュ (p. 34)
• イメージの詳細を表示する (p. 39)
• イメージのプル (p. 40)
• プルスルーキャッシュルールの使用 (p. 41)
• イメージの削除 (p. 46)
• イメージにもう一度タグを付ける (p. 47)
• プライベートイメージのレプリケーション (p. 48)
• ライフサイクルポリシー (p. 54)
• イメージタグの変更可能性 (p. 66)
• イメージスキャン (p. 67)
• コンテナイメージマニフェストの形式 (p. 78)
• Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用 (p. 79)
• Amazon EKS での Amazon ECR イメージの使用 (p. 81)
• Amazon Linux コンテナイメージ (p. 83)

イメージのプッシュ
Docker イメージ、マニフェストリスト、Open Container Initiative (OCI) イメージと互換アーティファクト
をプライベートリポジトリにプッシュできます。以下のページでは、これらについて詳しく説明します。

Amazon ECR では、プライベートレジストリ設定でレプリケーション設定を指定することで、イメージを
他のリポジトリ (自分のレジストリ内の複数のリージョン間、および複数のアカウント間) にレプリケート
することができます。詳細については、「プライベートレジストリの設定 (p. 15)」を参照してください。

トピック
• イメージのプッシュに必要な IAM アクセス許可 (p. 34)
• Docker イメージをプッシュする (p. 35)
• マルチアーキテクチャイメージのプッシュ (p. 36)
• Helm チャートをプッシュする (p. 38)

イメージのプッシュに必要な IAM アクセス許可
Amazon ECR でイメージをプッシュするユーザーには、以下のアクセス許可が必要です。最小権限を付
与するベストプラクティスに従って、これらのアクセス許可を特定のリポジトリに限定するか、すべての
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リポジトリにアクセス許可を付与することができます。ユーザーは、認可トークンをリクエストして、イ
メージをプッシュする各 Amazon ECR レジストリに対して認証を受ける必要があります。Amazon ECR 
には、さまざまなレベルでユーザーアクセスを制御するいくつかのマネージド IAM ポリシーが用意されて
います。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 103)」を参照してください。

次の IAM ポリシーは、範囲を指定せずに特定のリポジトリにイメージをプッシュするために必要なアクセ
ス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:PutImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の IAM ポリシーは、範囲を指定して特定のリポジトリにイメージをプッシュするために必要なアクセス
許可を付与します。リポジトリは、完全な Amazon リソースネーム (ARN) として指定する必要がありま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:PutImage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecr:region:111122223333:repository/repository-name" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ecr:GetAuthorizationToken", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Docker イメージをプッシュする
docker push コマンドを使用してコンテナイメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュできま
す。Amazon ECR は、マルチアーキテクチャイメージに使用される Docker マニフェストリストの作
成とプッシュもサポートしています。マニフェストリストで参照される各イメージは、すでにリポジ
トリにプッシュされている必要があります。詳細については、「マルチアーキテクチャイメージのプッ
シュ (p. 36)」を参照してください。
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Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュするには

イメージをプッシュする前に、Amazon ECR リポジトリが存在している必要があります。詳細について
は、「the section called “リポジトリの作成” (p. 21)」を参照してください。

1. イメージのプッシュ先となる Amazon ECR レジストリに対して Docker クライアントを認証します。
認証トークンは、使用するレジストリごとに取得する必要があり、トークンは 12 時間有効です。詳
細については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

Amazon ECR レジストリに対して Docker を認証するには、aws ecr get-login-password コマンドを実
行します。認証トークンを docker login コマンドに渡すとき、ユーザー名の AWS 値を使用し、認証先
の Amazon ECR レジストリの URI を指定します。複数のレジストリに対して認証する場合は、レジ
ストリごとにコマンドを繰り返す必要があります。

Important

エラーが発生した場合は、AWS CLI の最新バージョンをインストールまたはアップグ
レードします。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS 
Command Line Interface のインストール」を参照してください。

aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

2. プッシュ先となるリポジトリにイメージリポジトリが存在しない場合は、作成します。詳細について
は、「プライベートリポジトリを作成する (p. 21)」を参照してください。

3. プッシュするローカルイメージを識別します。docker images コマンドを実行し、システム上のコン
テナイメージを一覧表示します。

docker images

イメージは、結果のコマンド出力で repository:tag の値またはイメージ ID によって識別できま
す。

4. Amazon ECR レジストリ、リポジトリ、およびオプションのイメージタグ名を組み合わ
せたタグをイメージに付与します。レジストリ形式は aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com です。リポジトリ名は、イメージ用に作成したリポジトリと一致する必要
があります。イメージタグを省略した場合、タグは latest と見なされます。

次の例は、ID が e9ae3c220b23 のローカルイメージに aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/my-repository:tag というタグを付けます。

docker tag e9ae3c220b23 aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-
repository:tag

5. docker push コマンドを使用してイメージをプッシュします。

docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-repository:tag

6. (オプション) 追加のタグをイメージに適用し、Step 4 (p. 36) とStep 5 (p. 36) を繰り返して、そ
れらのタグを Amazon ECR にプッシュします。

マルチアーキテクチャイメージのプッシュ
Amazon ECR は、マルチアーキテクチャイメージに使用される Docker マニフェストリストの作成とプッ
シュをサポートします。マニフェストリストは、1 つ以上のイメージ名を指定して作成されるイメージの
リストです。ほとんどの場合、マニフェストリストは、さまざまなオペレーティングシステムまたはアー
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キテクチャに同じ機能を提供するイメージから作成されます。マニフェストリストは必須ではありませ
ん。詳細については、「Docker マニフェスト」を参照してください。

Important

この機能を使用するには、Docker CLI で実験機能がオンになっている必要があります。詳細につ
いては、「実験機能」を参照してください。

マニフェストリストは、他の Amazon ECR イメージと同様に、Amazon ECS タスク定義または Amazon 
EKS ポッド仕様でプルまたは参照できます。

次のステップを使用して、Docker マニフェストリストを作成して Amazon ECR リポジトリにプッシュで
きます。Docker マニフェストで参照するには、イメージがすでにリポジトリにプッシュされている必要が
あります。イメージをプッシュする方法については、「Docker イメージをプッシュする (p. 35)」を参
照してください。

マルチアーキテクチャ Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュするには

イメージをプッシュする前に、Amazon ECR リポジトリが存在している必要があります。詳細について
は、「the section called “リポジトリの作成” (p. 21)」を参照してください。

1. イメージのプッシュ先となる Amazon ECR レジストリに対して Docker クライアントを認証します。
認証トークンは、使用するレジストリごとに取得する必要があり、トークンは 12 時間有効です。詳
細については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

Amazon ECR レジストリに対して Docker を認証するには、aws ecr get-login-password コマンドを実
行します。認証トークンを docker login コマンドに渡すとき、ユーザー名の AWS 値を使用し、認証先
の Amazon ECR レジストリの URI を指定します。複数のレジストリに対して認証する場合は、レジ
ストリごとにコマンドを繰り返す必要があります。

Important

エラーが発生した場合は、AWS CLI の最新バージョンをインストールまたはアップグ
レードします。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS 
Command Line Interface のインストール」を参照してください。

aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-
stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

2. リポジトリ内のイメージをリストし、イメージタグを確認します。

aws ecr describe-images --repository-name my-repository

3. Docker マニフェストリストを作成します。manifest create コマンドは、参照されたイメージが
リポジトリにすでに存在することを確認し、マニフェストをローカルに作成します。

docker manifest create aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-
repository aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-
repository:image_one_tag aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-
repository:image_two

4. (オプション) Docker マニフェストリストを検査します。これにより、マニフェストリストで参照され
る各イメージマニフェストのサイズとダイジェストを確認できます。

docker manifest inspect aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-repository

5. Docker マニフェストリストを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。

docker manifest push aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/my-repository
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Helm チャートをプッシュする
Amazon ECR は、リポジトリへの Open Container Initiative (OCI) アーティファクトのプッシュをサポー
トします。この機能を表示するには、次の手順を使用して Helm チャートを Amazon ECR にプッシュしま
す。

Amazon ECR でホストされる Helm チャートを Amazon EKS で使用する方法の詳細については、
「Amazon EKS を使用して Amazon ECR でホストされる Helm チャートをインストールする (p. 82)」
を参照してください。

Helm チャートを Amazon ECR リポジトリにプッシュするには

1. Helm クライアントの最新バージョンをインストールします。これらのステップは、Helm バージョン
3.8.2 を使用して作成されました。詳細については、「Installing Helm」を参照してください。

2. 次の手順に従って、テスト Helm チャートを作成します。詳細については、Helm ドキュメントの
「Getting Started」を参照してください。

a. helm-test-chart という名前の Helm チャートを作成し、templates ディレクトリの内容を
クリアします。

helm create helm-test-chart
rm -rf ./helm-test-chart/templates/*

b. templates フォルダに ConfigMap を作成します。

cd helm-test-chart/templates
cat <<EOF > configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata: 
  name: helm-test-chart-configmap
data: 
  myvalue: "Hello World"
EOF

3. チャートをパッケージ化します。出力には、Helm チャートをプッシュするときに使用する、パッ
ケージ化されたチャートのファイル名が含まれます。

cd ../..
helm package helm-test-chart

出力

Successfully packaged chart and saved it to: /Users/username/helm-test-chart-0.1.0.tgz

4. Helm チャートを格納するリポジトリを作成します。リポジトリの名前は、ステップ 2 で Helm チャー
トを作成する場合に使用する名前と一致する必要があります。詳しくは、「プライベートリポジトリ
を作成する (p. 21)」を参照してください。

aws ecr create-repository \ 
     --repository-name helm-test-chart \ 
     --region us-west-2

5. Helm チャートのプッシュ先となる Amazon ECR レジストリに対して Helm クライアントを認証し
ます。認証トークンは、使用するレジストリごとに取得する必要があり、トークンは 12 時間有効で
す。詳細については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

aws ecr get-login-password \ 
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     --region us-west-2 | helm registry login \ 
     --username AWS \ 
     --password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

6. helm push コマンドを使用して Helm チャートをプッシュします。出力には、Amazon ECR リポジト
リ URI と SHA ダイジェストが含まれているはずです。

helm push helm-test-chart-0.1.0.tgz oci://aws_account_id.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/

7. Helm チャートを説明します。

aws ecr describe-images \ 
     --repository-name helm-test-chart \ 
     --region us-west-2

出力で、artifactMediaType パラメータが適切なアーティファクトタイプを示していることを確認
します。

{ 
    "imageDetails": [ 
        { 
            "registryId": "aws_account_id", 
            "repositoryName": "helm-test-chart", 
            "imageDigest": 
 "sha256:dd8aebdda7df991a0ffe0b3d6c0cf315fd582cd26f9755a347a52adEXAMPLE", 
            "imageTags": [ 
                "0.1.0" 
            ], 
            "imageSizeInBytes": 1620, 
            "imagePushedAt": "2021-09-23T11:39:30-05:00", 
            "imageManifestMediaType": "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json", 
            "artifactMediaType": "application/vnd.cncf.helm.config.v1+json" 
        } 
    ]
}

8. (オプション) 追加のステップについては、Helm configmap をインストールして Amazon EKS の使
用を開始してください。詳細については、「Amazon EKS を使用して Amazon ECR でホストされる 
Helm チャートをインストールする (p. 82)」を参照してください。

イメージの詳細を表示する
イメージをリポジトリにプッシュしたら、その情報を AWS Management Console で表示できます。詳細
には、以下の情報が含まれます。

• イメージ URI
• イメージフラグ
• アーティファクトメディアのタイプ
• イメージマニフェストのタイプ
• スキャンステータス
• イメージのサイズ (MB)
• イメージがいつリポジトリにプッシュされたか
• レプリケーションステータス
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イメージの詳細を表示するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、イメージを含むリポジトリが含まれるリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、表示するリポジトリを選択します。
5. リポジトリ: repository_name ページで、詳細を表示するイメージを選択します。

イメージのプル
Amazon ECR で利用可能な Docker イメージを実行する場合、docker pull コマンドを使用してローカル
環境にプルします。これはデフォルトのレジストリまたは他の AWS アカウントに関連付けられたレジス
トリから行うことができます。Amazon ECS タスク定義で Amazon ECR イメージを使用する場合は、
「Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用 (p. 79)」を参照してください。

Important

Amazon ECR では、ユーザーがレジストリへの認証を行って、Amazon ECR リポ
ジトリに対するイメージのプッシュまたはプルを行う前に、IAM ポリシーを介して
ecr:GetAuthorizationToken API への呼び出しを行う許可が必要です。Amazon ECR には、
さまざまなレベルでユーザーアクセスを制御するいくつかのマネージド IAM ポリシーが用意され
ています。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースの
ポリシーの例 (p. 103)」を参照してください。

Amazon ECR リポジトリから Docker イメージをプルするには

1. イメージのプル元になる Amazon ECR レジストリに対して Docker クライアントを認証します。認証
トークンは、使用するレジストリごとに取得する必要があり、トークンは 12 時間有効です。詳細に
ついては、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

2. (オプション) プルするイメージを識別します。
• レジストリ内のリポジトリは、aws ecr describe-repositories コマンドを使用してリストできま

す。

aws ecr describe-repositories

上のサンプルレジストリには、amazonlinux というリポジトリがあります。
• リポジトリ内のイメージは、aws ecr describe-images コマンドで記述することができます。

aws ecr describe-images --repository-name amazonlinux

上記のリポジトリ例には、latest および 2016.09 とい
うタグが付けられたイメージが、イメージダイジェスト
sha256:f1d4ae3f7261a72e98c6ebefe9985cf10a0ea5bd762585a43e0700ed99863807
とともにあります。

3. docker pull コマンドを使用してイメージをプルします。イメージ名の形式は、タグを使用して
プルする場合は registry/repository[:tag]、ダイジェストを使用してプルする場合は
registry/repository[@digest] とします。

docker pull aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/amazonlinux:latest
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Important

repository-url not found: does not exist or no pull access エラーが表示
された場合は、Amazon ECR で Docker クライアントを認証する必要があります。詳細につ
いては、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

プルスルーキャッシュルールの使用
Amazon ECR は、プライベート Amazon ECR レジストリのリモートパブリックレジストリ内のリポジト
リのキャッシュをサポートします。Amazon ECR は現在、Amazon ECR パブリックおよび Quay のプル
スルーキャッシュルールの作成をサポートしています。外部パブリックレジストリのプルスルーキャッ
シュが作成されたら、Amazon ECR プライベートレジストリ URI を使用して、その外部パブリックレジ
ストリからイメージをプルするだけで、Amazon ECR はリポジトリを作成し、そのイメージをキャッシュ
します。キャッシュされたイメージが Amazon ECR プライベートレジストリ URI を使用してプルされる
と、Amazon ECR はリモートレジストリをチェックしてイメージの新しいバージョンがあるかどうかを確
認し、24 時間ごとに 1 回までプライベートレジストリを更新します。

プルスルーキャッシュを使用するための考慮事項
Amazon ECR のプルスルーキャッシュを使用する際には、以下を考慮する必要があります。

• 次のリージョンでは、プルスルーキャッシュルールの作成はサポートされていません。
• 中国 (北京) (cn-north-1)
• 中国 (寧夏) (cn-northwest-1)
• AWS GovCloud (米国東部) (us-gov-east-1)
• AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-west-1)

• プルスルーキャッシュを使用してイメージをプルする場合、イメージを最初にプルするときに Amazon 
ECR FIPS サービスエンドポイントはサポートされません。ただし、Amazon ECR FIPS サービスエン
ドポイントは、その後のプルでも使用できます。

• プライベートレジストリには、最大 10 個のプルスルーキャッシュルールを作成できます。
• キャッシュされたイメージが Amazon ECR プライベートレジストリ URI を介してプルされると、イ

メージのプルは AWS IP アドレスによって開始されます。これにより、パブリックレジストリのプル
レートクォータに対して、イメージのプルがカウントされないようになります。

• キャッシュされたイメージが Amazon ECR プライベートレジストリ URI を介してプルされる
と、Amazon ECR はリモートリポジトリを 24 時間に 1 回までチェックして、キャッシュされたイメー
ジが最新バージョンであるかどうかを確認します。このタイマーは、キャッシュされたイメージの最後
のプルに基づいています。

• プルスルーキャッシュルールを使用してマルチアーキテクチャイメージをプルすると、マニフェストリ
ストとマニフェストリストで参照されている各イメージが Amazon ECR リポジトリにプルされます。特
定のアーキテクチャのみをプルする場合は、マニフェストリストに関連付けられたタグではなく、アー
キテクチャに関連付けられたイメージダイジェストまたはタグを使用してイメージをプルできます。

• Amazon ECR は、サービスにリンクされた IAM ロールを使用します。このロールは、Amazon ECR が
ユーザーに代わってキャッシュされたイメージのリポジトリを作成し、キャッシュされたイメージを
プッシュするために必要なアクセス許可を提供します。プルスルーキャッシュルールを作成すると、
サービスにリンクされた IAM ロールが自動的に作成されます。詳細については、「プルスルーキャッ
シュの Amazon ECR サービスにリンクされたロール (p. 100)」を参照してください。

• デフォルトで、キャッシュされたイメージをプルするユーザー、グループ、またはロールには、IAM ポ
リシーによってアクセス許可が付与されています。Amazon ECR プライベートレジストリアクセス許可
ポリシーを使用して、IAM エンティティのアクセス許可のスコープをさらに設定できます。詳細につい
ては、「レジストリ許可の使用 (p. 42)」を参照してください。
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• プルスルーキャッシュワークフローを使用して作成された Amazon ECR リポジトリは、他の Amazon 
ECR リポジトリと同様に処理されます。レプリケーションやイメージスキャンなど、すべてのリポジト
リ機能がサポートされています。

• プルスルーキャッシュルールを使用して新しいリポジトリを作成する場合、タグのイミュータビリティ
はデフォルトで無効になっています。リポジトリでタグのイミュータビリティを手動でオンにした場
合、Amazon ECR はキャッシュされたイメージを更新できない場合があります。

• プルスルーキャッシュルールを使用して新しいリポジトリを作成する場合、AWS KMS 暗号化はデフォ
ルトで無効になっています。AWS KMS 暗号化を使用したい場合、最初のイメージプル前にリポジトリ
を手動で作成できます。

• 初めてプルスルーキャッシュルールを使用してイメージをプルするとき、AWS PrivateLink を使って、
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon ECR を設定した場合、NAT ゲート
ウェイを使用して、同じ VPC 内にパブリックサブネットを作成し、プルが機能するように、プライ
ベートサブネットから NAT ゲートウェイへのすべてのアウトバウンドトラフィックをインターネットに
ルーティングする必要があります。その後のイメージプルでは、これは必要ありません。詳細について
は、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ: プライベートサブネットからインター
ネットにアクセスする」を参照してください。

必要な IAM 許可
プルスルーキャッシュルールを使用するためには、プライベートレジストリへの認証とイメージのプッ
シュとプルに必要となる Amazon ECR API のアクセス許可に加えて、次のアクセス許可も更に必要となり
ます。

• ecr:CreatePullThroughCacheRule – プルスルーキャッシュルールを作成するアクセス許可を付与
します。このアクセス許可は、アイデンティティに基づく IAM ポリシーを介して付与する必要がありま
す。

• ecr:BatchImportUpstreamImage – 外部イメージを取得し、プライベートレジストリにインポー
トするアクセス許可を付与します。このアクセス許可は、プライベートレジストリアクセス許可ポリ
シー、ID に基づく IAM ポリシー、またはリソースに基づくリポジトリアクセス許可ポリシーを使用して
付与できます。レポジトリアクセス許可の使用に関する詳細については、「プライベートリポジトリポ
リシー (p. 24)」を参照してください。

• ecr:CreateRepository – プライベートレジストリにリポジトリを作成するアクセス許可を付与しま
す。キャッシュされたイメージを格納するリポジトリがまだ存在しない場合には、この許可が必要とな
ります。このアクセス許可は、アイデンティティに基づく IAM ポリシーまたはプライベートレジストリ
アクセス許可のいずれかによって付与できます。

レジストリ許可の使用
Amazon ECR プライベートレジストリ許可は、プルスルーキャッシュを使用する個々の IAM エンティ
ティのアクセス許可のスコープ設定に使用できます。レジストリ許可ポリシーによって付与されるアクセ
ス許可よりも多くのアクセス許可が IAM ポリシーによって IAM エンティティに付与される場合、IAM ポ
リシーが優先されます。例えば、 ユーザーに ecr:* 許可が付与されている場合には、レジストリレベル
で更に許可する必要はありません。

プライベートレジストリの許可ポリシーを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、プライベートレジストリ許可ステートメントを設定するリージョンを選択

します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Registry permissions] (レジス

トリー許可) の順に選択します。
4. [Registry permissions] (レジストリー許可) ページで [Generate statement] (ステートメントを生成) を

選択します。
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5. 作成するプルスルーキャッシュ許可ポリシーステートメントごとに、次の操作を行います。

a. [ポリシータイプ] で、[プルスルーキャッシュポリシー] を選択します。
b. [ステートメント ID] で、プルスルーキャッシュステートメントポリシーの名前を指定します。
c. [IAM entities] (IAM エンティティ) で、ポリシーに含めるユーザー、グループ、またはロールを指

定します。
d. [リポジトリ名前空間] で、ポリシーを関連付けるプルスルーキャッシュルールを選択します。
e. [リポジトリ名] で、ルールを適用するリポジトリベース名を指定します。たとえば、Amazon 

ECR パブリックで Amazon Linux リポジトリを指定する場合、リポジトリ名は amazonlinux に
なります。

プライベートレジストリの許可ポリシーを作成するには (AWS CLI)

以下の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI を使用するプライベートレジストリのアクセス許可を指
定します。

1. レジストリポリシーのコンテンツが含まれる ptc-registry-policy.json という名のローカル
ファイルを作成します。次の例では、リポジトリを作成し、以前に作成したプルスルーキャッシュ
ルールに関連付けられたアップストリームソースである Amazon ECR Public からイメージをプルする
ecr-pull-through-cache-user 許可が付与されています。

{ 
  "Sid": "PullThroughCacheFromReadOnlyRole", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ecr-pull-through-cache-user" 
  }, 
  "Action": [ 
    "ecr:CreateRepository", 
    "ecr:BatchImportUpstreamImage" 
  ], 
  "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/ecr-public/*"
}

Important

ecr-CreateRepository 許可は、キャッシュされたイメージを格納するリポジトリがまだ
存在しない場合にのみ必要となります。たとえば、リポジトリ作成アクションとイメージを
プルするアクションが、管理者や開発者などの別の IAM プリンシパルによって実行されてい
る場合などです。

2. レジストリポリシーを設定するには、put-registry-policy コマンドを使用します。

aws ecr put-registry-policy \ 
     --policy-text file://ptc-registry.policy.json

プルスルーキャッシュルールの作成
Amazon ECR プライベートレジストリにキャッシュするイメージを含む外部パブリックレジストリごと
に、プルスルーキャッシュルールを作成します。

プルスルーキャッシュルールの作成 (AWS Management Console)

プルスルーキャッシュルールを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
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2. ナビゲーションバーから、プライベートレジストリ設定を構成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Pull through cache] (プルス

ルーキャッシュ) の順に選択します。
4. [Pull through cache configuration] (プルスルーキャッシュの設定) ページで、[Add rule] (ルールの追加) 

を選択します。
5. [プルスルーキャッシュルールの作成] ページで、次の操作を行います。

a. [Public registry] (パブリックレジストリ) で、事前設定されたパブリックレジストリの 1 つを選択
します。

b. [Amazon ECR repository namespace] (Amazon ECR リポジトリ名前空間) で、ソースパブリッ
クレジストリからプルされたイメージをキャッシュするときに使用するリポジトリの名前空間を
指定します。デフォルトでは、名前空間は設定されていますが、カスタム名前空間も指定できま
す。

c. [Save] (保存) を選択して、プルスルーキャッシュルールをレジストリ設定に保存します。
6. 作成する各プルスルーキャッシュに対して、前のステップを繰り返します。プルスルーキャッシュ

ルールは、リージョンごとに個別に作成されます。

プルスルーキャッシュルールを作成するには (AWS CLI)

次の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI を使用するプライベートレジストリのプルスルーキャッ
シュルールを作成します。

• create-pull-through-cache-rule (AWS CLI)

次の例では、Amazon ECR パブリックレジストリのプルスルーキャッシュルールを作成します。リポジ
トリプレフィックス ecr-public を指定します。この結果、プルスルーキャッシュルールを使用して作
成された各リポジトリは命名スキーム ecr-public/upstream-repository-name を持ちます。

aws ecr create-pull-through-cache-rule \ 
     --ecr-repository-prefix ecr-public \ 
     --upstream-registry-url public.ecr.aws \ 
     --region us-east-2

次の例では、Quay パブリックレジストリのプルスルーキャッシュルールを作成します。リポジトリプ
レフィックス quay を指定します。この結果、プルスルーキャッシュルールを使用して作成された各リ
ポジトリは命名スキーム quay/upstream-repository-name を持ちます。

aws ecr create-pull-through-cache-rule \ 
     --ecr-repository-prefix quay \ 
     --upstream-registry-url quay.io \ 
     --region us-east-2

プルスルーキャッシュイメージの使用
外部パブリックレジストリのプルスルーキャッシュルールが作成されたら、Amazon ECR リポジトリ URI 
を使用してリモートイメージをプルするだけで、イメージはローカルにキャッシュされます。サポートさ
れているパブリックレジストリの形式を以下に示します。プルスルーキャッシュルールを使用してアップ
ストリームイメージをプルする際にエラーが発生した場合は、プルスルーキャッシュルールを使用してプ
ルするとエラーが発生する (p. 145) を参照してください。最も一般的なエラーと、それらを解決する方
法が記載されています。
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Note

次の例では、AWS Management Console によって使用されるデフォルトの Amazon ECR リポジ
トリの名前空間値を使用します。設定した Amazon ECR プライベートリポジトリ URI を使用し
ていることを確認します。

Amazon ECR Public

docker pull aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/ecr-public/repository_name/
image_name:tag

Quay

docker pull aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/quay/repository_name/image_name:tag

プルスルーキャッシュルールの削除
プルスルーキャッシュルールを削除して、キャッシュ動作を停止できます。プルスルーキャッシュルール
を削除しても、キャッシュされたリポジトリやイメージには影響せず、将来のキャッシュ動作を停止する
だけです。

プルスルーキャッシュルールの削除 (AWS Management Console)

プルスルーキャッシュルールを削除するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、プライベートレジストリ設定を構成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Pull through cache] (プルス

ルーキャッシュ) の順に選択します。
4. [Pull through cache configuration] (プルスルーキャッシュの設定) ページで、削除するプルスルー

キャッシュルールを選択した後、[Delete rule] (ルールの削除) を選択します。
5. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Registry permissions] (レジス

トリー許可) の順に選択します。
6. (オプション) [Registry permissions] (レジストリの許可) ページで、既存のレジストリ許可ポリシース

テートメントを確認します。削除されたプルスルーキャッシュルールのリポジトリ名前空間に関連付
けられているレジストリ許可ポリシーステートメントを削除できます。

プルスルーキャッシュルールを削除するには (AWS CLI)

次の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI を使用するプルスルーキャッシュルールを削除します。

• delete-pull-through-cache-rule (AWS CLI)

次の例では、ecr-public リポジトリプレフィックスを使用するプルスルーキャッシュルールを削除し
ます。

aws ecr delete-pull-through-cache-rule \ 
     --ecr-repository-prefix ecr-public \ 
     --region us-east-2
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イメージの削除
使用が終わったイメージはリポジトリから削除できます。リポジトリでの作業が終了したら、リポジトリ
全体とその中のすべてのイメージを削除できます。詳細については、「プライベートリポジトリを削除す
る (p. 24)」を参照してください。

イメージを手動で削除する代わりに、リポジトリのライフサイクルポリシーを作成すると、リポジトリ内
のイメージのライフサイクル管理をより詳細に制御できます。ライフサイクルポリシーを使用すると、こ
のプロセスが自動化されます。詳細については、「ライフサイクルポリシー (p. 54)」を参照してくださ
い。

イメージを削除するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、削除するイメージを含むリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、削除するイメージを含むリポジトリを選択します。
5. リポジトリ: repository_name ページで、削除するイメージの左側にあるボックスを選択し、[削除] 

を選択します。
6. [Delete image(s)] ダイアログボックスで、選択したイメージを削除することを確認し、[Delete] を選択

します。

イメージを削除するには (AWS CLI)

1. リポジトリ内のイメージを一覧表示します。タグ付けされたイメージには、イメージダイジェストお
よび関連するタグのリストの両方が含まれます。タグ付けされていないイメージには、イメージダイ
ジェストのみが含まれます。

aws ecr list-images \ 
     --repository-name my-repo

2. (オプション) 削除するイメージに関連付けられたタグを指定して、イメージの不要なタグを削除しま
す。イメージの最後のタグを削除すると、イメージが削除されます。

aws ecr batch-delete-image \ 
     --repository-name my-repo \ 
     --image-ids imageTag=tag1 imageTag=tag2

3. イメージダイジェストを指定して、タグ付けされたイメージ、またはタグ付けされていないイメージ
を削除します。ダイジェストを参照してイメージを削除する場合、イメージとそのすべてのタグは削
除されます。

aws ecr batch-delete-image \ 
     --repository-name my-repo \ 
     --image-ids imageDigest=sha256:4f70ef7a4d29e8c0c302b13e25962d8f7a0bd304EXAMPLE

複数のイメージを削除するには、リクエストで複数のイメージタグまたはイメージダイジェストを指
定します。

aws ecr batch-delete-image \ 
     --repository-name my-repo \ 
     --image-ids imageDigest=sha256:4f70ef7a4d29e8c0c302b13e25962d8f7a0bd304EXAMPLE
 imageDigest=sha256:f5t0e245ssffc302b13e25962d8f7a0bd304EXAMPLE
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イメージにもう一度タグを付ける
Docker Image Manifest V2 Schema 2 のイメージでは、put-image コマンドの --image-tag オプション
を使用して、既存のイメージにもう一度タグを付けることができます。Docker でイメージをプルまたは
プッシュしなくても、もう一度タグを付けることができます。大きなイメージの場合、このプロセスによ
り、イメージにもう一度タグを付けるために必要なネットワーク帯域幅と時間がかなり節約されます。

イメージにもう一度タグを付けるには (AWS CLI)
AWS CLI を使用してイメージにもう一度タグを付けるには

1. batch-get-image コマンドを使用して、イメージを再タグ付けしてファイルに書き込むためのイメージ
マニフェストを取得します。この例では、リポジトリ amazonlinux 内の latest タグ付きイメージ
のマニフェストが MANIFEST という名前の環境変数に書き込まれます。

MANIFEST=$(aws ecr batch-get-image --repository-name amazonlinux --
image-ids imageTag=latest --output json | jq --raw-output --join-output 
 '.images[0].imageManifest')

2. put-image コマンドの --image-tag オプションを使用して、新しいタグでイメージマニフェストを 
Amazon ECR に配置します。この例では、イメージには 2017.03 というタグが付きます。

Note

使用している AWS CLI のバージョンで --image-tag オプションが使用できない場合は、
最新バージョンにアップグレードします。詳細については、「AWS Command Line Interface 
ユーザーガイド」の「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してくださ
い。

aws ecr put-image --repository-name amazonlinux --image-tag 2017.03 --image-manifest 
 "$MANIFEST"

3. 新しいイメージタグがイメージにアタッチされていることを確認します。次の出力では、イメージに
latest と 2017.03 のタグが付けられています。

aws ecr describe-images --repository-name amazonlinux

出力は次のとおりです。

{ 
    "imageDetails": [ 
        { 
            "imageSizeInBytes": 98755613, 
            "imageDigest": 
 "sha256:8d00af8f076eb15a33019c2a3e7f1f655375681c4e5be157a26EXAMPLE", 
            "imageTags": [ 
                "latest", 
                "2017.03" 
            ], 
            "registryId": "aws_account_id", 
            "repositoryName": "amazonlinux", 
            "imagePushedAt": 1499287667.0 
        } 
    ]
}
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イメージにもう一度タグを付けるには (AWS Tools for Windows 
PowerShell)
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してイメージにもう一度タグを付けるには

1. Get-ECRImageBatch コマンドレットを使用して、もう一度タグを付けるイメージの説明を取得し、
環境変数にそれを書き込みます。この例では、リポジトリ amazonlinux 内の latest タグ付きイ
メージが環境変数 $Image に書き込まれます。

Note

システムで Get-ECRImageBatch cmdlet が使用できない場合は、AWS Tools for Windows 
PowerShell ユーザーガイドの「AWS Tools for Windows PowerShell のインストール」を参
照してください。

$Image = Get-ECRImageBatch -ImageId @{ imageTag="latest" } -RepositoryName amazonlinux

2. $Manifest 環境変数にイメージのマニフェストを書き込みます。

$Manifest = $Image.Images[0].ImageManifest

3. -ImageTag コマンドレットの Write-ECRImage オプションを使用して、イメージマニフェストを新
しいタグで Amazon ECR に配置します。この例では、イメージには 2017.09 というタグが付きま
す。

Write-ECRImage -RepositoryName amazonlinux -ImageManifest $Manifest -ImageTag 2017.09

4. 新しいイメージタグがイメージにアタッチされていることを確認します。次の出力では、イメージに
latest と 2017.09 のタグが付けられています。

Get-ECRImage -RepositoryName amazonlinux

出力は次のとおりです。

ImageDigest                                                             ImageTag
-----------                                                             --------
sha256:359b948ea8866817e94765822787cd482279eed0c17bc674a7707f4256d5d497 latest
sha256:359b948ea8866817e94765822787cd482279eed0c17bc674a7707f4256d5d497 2017.09

プライベートイメージのレプリケーション
リポジトリのレプリケーションをサポートするために、Amazon ECR プライベートレジストリを構成でき
ます。Amazon ECR は、クロスリージョンレプリケーションおよびクロスアカウントレプリケーションの
両方をサポートしています。クロスアカウントレプリケーションを実行するには、ターゲットアカウント
で、ソースレジストリからのレプリケーションを許可するレジストリのアクセス許可ポリシーを設定する
必要があります。詳しくは、「プライベートレジストリの許可 (p. 15)」を参照してください。

トピック
• プライベートイメージのレプリケーションに関する考慮事項 (p. 49)
• プライベートイメージレプリケーションの設定 (p. 50)
• レプリケーションステータスの表示 (p. 51)
• プライベートイメージのレプリケーション例 (p. 52)
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プライベートイメージのレプリケーションに関する考
慮事項
プライベートイメージのレプリケーションを使用する際には、以下の点を考慮する必要があります。

• 複製されるのは、レプリケーションの構成後にリポジトリにプッシュされたリポジトリコンテンツのみ
です。リポジトリ内の既存のコンテンツはいずれも複製されません。リポジトリにレプリケーションが
構成されると、Amazon ECR は宛先とソースの同期を継続します。

• レプリケーション用にプライベートレジストリを初めて設定すると、Amazon ECR は、お客様に代わっ
てサービスにリンクされた IAM ロールを作成します。サービスにリンクされた IAM ロールは、レジス
トリでレポジトリの作成とイメージのレプリケートを行うために必要なアクセス許可を Amazon ECR レ
プリケーションサービスに付与します。詳細については、「Amazon ECR でのサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 98)」を参照してください。

• クロスアカウントレプリケーションを実行するには、プライベートレジストリのレプリケート先が、
ソースレジストリによるそのイメージのレプリケートを許可する必要があります。これは、プライベー
トレジストリの許可ポリシーを設定することによって許可できます。詳細については、「プライベート
レジストリの許可 (p. 15)」を参照してください。

• プライベートレジストリの許可ポリシーが許可を取り消すように変更された場合でも、以前に許可され
た進行中のレプリケーションは完了することができます。

• そのリージョン内でレプリケーションアクションが発生する前、またはそのリージョンに対してレプリ
ケーションアクションが発生する前に、アカウントに対してリージョンを有効にする必要があります。
詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS リージョンの管理」を参照
してください。

• クロスリージョンレプリケーションは、AWS パーティションの間ではサポートされていません。たとえ
ば、us-west-2 のリポジトリは cn-north-1 にレプリケートできません。AWS パーティションにつ
いて詳しくは、AWS 全般のリファレンスの ARN 形式を参照してください。

• プライベートレジストリのレプリケーション設定には、すべてのルール (合計で最大 10 個) 全体で最大 
25 個の一意のレプリケート先を含めることができます。各ルールには、最大 100 個のフィルターを含
めることができます。これは、例えば本番環境やテスト用に使用されるイメージが含まれるリポジトリ
に対して個別のルールを指定することを可能にします。

• レプリケーション設定は、リポジトリプレフィックスを指定することによって、プライベートレジスト
リ内のレプリケートされるリポジトリのフィルタリングをサポートします。例については、「例: リポジ
トリフィルターを使用したクロスリージョンレプリケーションの設定 (p. 52)」を参照してください。

• レプリケーションアクションは、イメージプッシュごとに 1 回のみ実行されます。たとえば、us-
west-2 から us-east-1 および us-east-1 から us-east-2 へのクロスリージョンレプリケー
ションを設定した場合、us-west-2 にプッシュされたイメージは us-east-1 にのみレプリケートさ
れ、us-east-2 には再度レプリk-トされません。この動作は、クロスリージョンおよびクロスアカウン
トのレプリケーションの両方に適用されます。

• 大部分のイメージは 30 分以内にレプリケートされますが、まれにレプリケーションに時間がかかるこ
とがあります。

• レジストリレプリケーションでは、削除アクションは実行されません。レプリケートされたイメージと
リポジトリは、使用しなくなったときに手動で削除できます。

• IAM ポリシーやライフサイクルポリシーなどのリポジトリポリシーはレプリケートされず、定義されて
いるリポジトリ以外には影響しません。

• リポジトリ設定はレプリケートされません。タグのイミュータブル性、イメージスキャニング、および 
KMS 暗号化の設定は、レプリケーションアクションに起因して作成されたすべてのリポジトリでデフォ
ルトで無効になっています。タグのイミュータブル性とイメージスキャニングの設定は、リポジトリの
作成後に変更できます。ただし、この設定は、設定が変更された後にプッシュされたイメージにのみ適
用されます。

• リポジトリでタグのイミュータブル性が有効で、既存のイメージと同じタグを使用するイメージをレプ
リケートする場合、イメージはレプリケートされますが、重複したタグは含まれません。その結果、イ
メージのタグ付けが解除される可能性があります。
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プライベートイメージレプリケーションの設定
レプリケーション設定は、各リージョンで個別に構成されます。プライベートレジストリのレプリケー
ションを構成するには、次の手順を実行します。

レジストリのレプリケーション設定を構成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、レジストリのレプリケーション設定を構成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ) を選択します。
4. [Private registry] (プライベートレジストリ) ページの [Replication] (レプリケーション) セクションで、

[Edit] (編集) をクリックします。
5. [Replication] (レプリケーション) ページで [Add replication rule] (レプリケーションルールを追加) をク

リックします。
6. [Destination types] (送信先タイプ) ページで、クロスリージョンレプリケーションもしくはクロスアカ

ウントレプリケーションのいずれか、またはそれら両方を有効にしてから、[Next] (次へ) をクリック
します。

7. クロスリージョンレプリケーションを有効にした場合は、[Configure destination regions] (送信先リー
ジョンを設定) で、1 つ、または複数の [Destination regions] (送信先リージョン) を選択し、[Next] (次
へ) をクリックします。

8. クロスアカウントレプリケーションを有効にした場合は、[Cross-account replication] (クロスアカウ
ントレプリケーション) で、レジストリのクロスアカウントレプリケーション設定を選択します。
[Destination account] (送信先アカウント) には送信先アカウントのアカウント ID を入力し、レプリ
ケート先にする 1 つ、または複数の [Destination regions] (送信先リージョン) を選択します。レプリ
ケーションの送信先として追加のアカウントを設定するには、[Destination account +] (送信先アカウ
ント +) をクリックします。

Important

クロスアカウントレプリケーションを実行するには、ターゲットアカウントで、レプリケー
ションを許可するレジストリのアクセス許可ポリシーを設定する必要があります。詳細につ
いては、「プライベートレジストリの許可 (p. 15)」を参照してください。

9. (オプション) [Add filters] (フィルターを追加) ページで、レプリケーションルールに対して 1 つ、ま
たは複数のフィルターを指定してから、[Add] (追加) をクリックします。レプリケーションアクショ
ンに関連付けるフィルターごとに、このステップを繰り返します。フィルターはリポジトリ名のプレ
フィックスとして指定する必要があります。フィルターを追加しない場合、すべてのリポジトリの内
容が複製されます。[Next] (次へ) をクリックすると、すべてのフィルターが追加されます。

10. [Review and submit] (確認して送信) ページでレプリケーションルールの設定を確認してから、[Submit 
rule] (ルールを送信) をクリックします。

レジストリのレプリケーション設定を構成するには (AWS CLI)

1. レジストリ用に定義するレプリケーションルールが含まれた JSON ファイルを作成します。レプリ
ケーション設定には最大 10 個のルールを含めることができ、各ルールが最大 25 個の送信先と 100 個
のフィルターを指定します。独自のアカウント内でクロスリージョンレプリケーションを設定するに
は、独自のアカウント ID を指定します。その他の例については、「プライベートイメージのレプリ
ケーション例 (p. 52)」を参照してください。

{ 
 "rules": [{ 
  "destinations": [{ 
   "region": "destination_region", 
   "registryId": "destination_accountId" 
  }], 
  "repositoryFilters": [{ 
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   "filter": "repository_prefix_name", 
   "filterType": "PREFIX_MATCH" 
  }] 
 }]
}

2. レジストリのレプリケーション設定を作成します。

aws ecr put-replication-configuration \ 
     --replication-configuration file://replication-settings.json \ 
     --region us-west-2

3. レジストリ設定を確認します。

aws ecr describe-registry \ 
     --region us-west-2

レプリケーションステータスの表示
個々のコンテナイメージのレプリケーションステータスは、イメージタグまたはイメージダイジェストを
使用してクエリすることによって表示することができます。

レプリケーションステータスのチェック (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、レプリケートされたレジストリのソースであるリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [Repositories] (リポジトリ) ページで、レプリケーションステータスをチェックするリポジトリを選択

します。
5. リポジトリの詳細ページで、レプリケーションステータスをチェックする [Image tag] (イメージタグ) 

を選択します。
6. [Image replication status] (イメージのレプリケーションステータス) で、レプリケーションステータス

を確認します。レプリケーションステータスは、イメージタグまたはイメージダイジェストに基づい
て表示できます。

レプリケーションステータスのチェック (AWS CLI)

• リポジトリのコンテンツのレプリケーションステータスは、以下のコマンドを使用することで、イメー
ジタグに基づいて表示できます。

aws ecr describe-image-replication-status \ 
     --repository-name repository_name \ 
     --image-id imageTag=image_tag \ 
     --region us-west-2

• リポジトリのコンテンツのレプリケーションステータスは、以下のコマンドを使用することで、イメー
ジダイジェストに基づいて表示できます。

aws ecr describe-image-replication-status \ 
     --repository-name repository_name \ 
     --image-id imageDigest=image_digest \ 
     --region us-west-2
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プライベートイメージのレプリケーション例
以下の例では、プライベートイメージレプリケーションの使用方法を示します。

例: 単一の送信先リージョンへのクロスリージョンレプリケー
ションの設定
次に、単一のレジストリ内でのクロスリージョンレプリケーション設定の例を示します。この例では、ア
カウント ID が 111122223333 であること、およびこのレプリケーション設定が us-west-2 以外のリー
ジョンで指定されていることを前提とします。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "destinations": [ 
                { 
                    "region": "us-west-2", 
                    "registryId": "111122223333" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

例: リポジトリフィルターを使用したクロスリージョンレプリ
ケーションの設定
以下は、プレフィックス名の値と一致するリポジトリのクロスリージョンレプリケーションを設定する例
です。この例は、アカウント ID が 111122223333 であること、us-west-1 以外のリージョンでこのレ
プリケーション設定を指定していること、およびプレフィックスが prod のリポジトリがあることを前提
としています。

{ 
 "rules": [{ 
  "destinations": [{ 
   "region": "us-west-1", 
   "registryId": "111122223333" 
  }], 
  "repositoryFilters": [{ 
   "filter": "prod", 
   "filterType": "PREFIX_MATCH" 
  }] 
 }]
}

例: 複数の送信先リージョンへのクロスリージョンレプリケー
ションの設定
次に、単一のレジストリ内でのクロスリージョンレプリケーション設定の例を示します。この例では、ア
カウント ID が 111122223333 であること、およびこのレプリケーション設定が us-west-1 および us-
west-2 以外のリージョンで指定されていることを前提とします。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "destinations": [ 
                { 
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                    "region": "us-west-1", 
                    "registryId": "111122223333" 
                }, 
                { 
                    "region": "us-west-2", 
                    "registryId": "111122223333" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

例: クロスアカウントレプリケーションの設定
次に、レジストリのクロスアカウントレプリケーション設定の例を示します。この例で
は、444455556666 アカウントと us-west-2 リージョンも対するレプリケーションを設定します。

Important

クロスアカウントレプリケーションを実行するには、ターゲットアカウントで、レプリケーショ
ンを許可するレジストリのアクセス許可ポリシーを設定する必要があります。詳細については、
「プライベートレジストリの許可 (p. 15)」を参照してください。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "destinations": [ 
                { 
                    "region": "us-west-2", 
                    "registryId": "444455556666" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

例: 1 つの設定内での複数のルールの指定
以下は、レジストリに複数のレプリケーションルールを設定する例です。この例は、プレフィックスが
prod のリポジトリを us-west-2 リージョンにレプリケートし、プレフィックスが test のリポジトリを
us-east-2 リージョンにレプリケートする 1 つのルールで 111122223333 アカウントのレプリケーショ
ンを設定します。レプリケーション設定には最大 10 個のルールを含めることができ、各ルールが最大 25 
個の送信先を指定します。

{ 
 "rules": [{ 
   "destinations": [{ 
    "region": "us-west-2", 
    "registryId": "111122223333" 
   }], 
   "repositoryFilters": [{ 
    "filter": "prod", 
    "filterType": "PREFIX_MATCH" 
   }] 
  }, 
  { 
   "destinations": [{ 
    "region": "us-east-2", 
    "registryId": "111122223333" 
   }], 
   "repositoryFilters": [{ 
    "filter": "test", 
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    "filterType": "PREFIX_MATCH" 
   }] 
  } 
 ]
}

ライフサイクルポリシー
Amazon ECR ライフサイクルポリシーを使用すると、プライベートリポジトリ内のイメージのライフサ
イクル管理をより詳細に制御できます。ライフサイクルポリシーは 1 つまたは複数のルールで、各ルー
ルでは Amazon ECR へのアクションが定義されています。時間やカウント数に基づいてイメージの有効
期限を設定することによってコンテナイメージを自動的にクリーンアップできます。イメージは、ライフ
サイクルポリシーの有効期限の基準を満たしてから 24 時間以内に期限切れになることを想定してくださ
い。Amazon ECR がライフサイクルポリシーに基づいてアクションを実行すると、これはイベントとして 
AWS CloudTrail にキャプチャされます。詳細については、「AWS CloudTrail で Amazon ECR アクション
をログに記録する (p. 128)」を参照してください。

ライフサイクルポリシーの機能
ライフサイクルポリシーは、リポジトリ内のどのイメージに有効期限切れにするかを決定する 1 つ以上
のルールで構成されています。ライフサイクルポリシーの使用を検討する場合、リポジトリに適用する前
に、ライフサイクルポリシーのプレビューでライフサイクルポリシーが有効期限切れになったイメージを
確認することが重要です。ライフサイクルポリシーがリポジトリに適用されると、イメージが有効期限の
基準を満たしてから 24 時間以内に期限切れになることが予想されます。Amazon ECR がライフサイクル
ポリシーに基づいてアクションを実行すると、これはイベントとして AWS CloudTrail にキャプチャされ
ます。詳細については、「AWS CloudTrail で Amazon ECR アクションをログに記録する (p. 128)」を参
照してください。

次の図表は、ライフサイクルポリシーのワークフローを示します。

1. テストルールを 1 つ以上作成します。
2. テストルールを保存し、プレビューを実行します。
3. ライフサイクルポリシーエバリュエーターは、すべてのルールを評価し、各ルールが影響するイメー

ジにマークを付けます。
4. 次に、ライフサイクルポリシーエバリュエーターは、ルールの優先度に基づいてルールを適用し、リ

ポジトリ内で有効期限切れに設定されるイメージを表示します。
5. テストの結果を確認し、有効期限切れとマークされたイメージが意図したとおりのものであることを

確認します。
6. テストルールをリポジトリのライフサイクルポリシーとして適用します。
7. ライフサイクル ポリシーが作成されると、イメージが有効期限の基準を満たしてから 24 時間以内に

期限切れになることが予想されます。

ライフサイクルポリシーの評価ルール
ライフサイクルポリシーエバリュエーターは、ライフサイクルポリシーのプレーンテキスト JSON を解
析して、すべてのルールを評価し、ルールの優先順位に基づいてリポジトリ内のイメージに適用します。
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次に、ライフサイクルポリシーエバリュエーターのロジックについて詳しく説明します。例については、
「ライフサイクルポリシーの例 (p. 60)」を参照してください。

• 優先順位に関係なく、すべてのルールが同時に評価されます。すべてのルールが評価された後、優先度
に基づいてルールが適用されます。

• イメージは 1 または ゼロのルールで正確に期限切れとなります。
• ルールのタグ付け要件に一致するイメージは、優先度がより低いルールによって期限切れにはなりませ

ん。
• ルールが、より優先度の高いルールでマークされたイメージをマークすることはありませんが、期限切

れになっていないかのように識別されることがあります。
• 一連のルールには、一意の一連のタグプレフィックスを含める必要があります。
• タグが付いていないイメージを選択できるのは 1 つのルールのみです。
• 画像がマニフェストリストによって参照されている場合、初めにマニフェストリストを削除しないと有

効期限切れになりません。
• 期限切れは常に pushed_at_time の順に並べられ、より古いイメージが新しいものよりも先に期限切

れとなります。
• tagPrefixList を使用すると、tagPrefixList 値のすべてのタグが、イメージのタグのいずれかに

一致した場合、そのイメージがマークされます。
• countType = imageCountMoreThan では、イメージは期間の新しいものから始めて最も古いものへ

と pushed_at_time に基づいて順に並べられた後、指定したカウントより大きいイメージはすべて期
限切れとなります。

• countType = sinceImagePushed では、countNumber に基づき、pushed_at_time が指定され
た日数より古いすべてのイメージは期限切れとなります。

ライフサイクルポリシーのテンプレート
ライフサイクルポリシーのコンテンツは、リポジトリに関連付けられる前に評価されます。以下に示して
いるのは、ライフサイクルポリシーの JSON 構文テンプレートです。ライフサイクルポリシーの例につい
ては、「ライフサイクルポリシーの例 (p. 60)」を参照してください。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": integer, 
            "description": "string", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged"|"untagged"|"any", 
                "tagPrefixList": list<string>, 
                "countType": "imageCountMoreThan"|"sinceImagePushed", 
                "countUnit": "string", 
                "countNumber": integer
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

Note

tagPrefixList パラメータは、tagStatus が tagged の場合のみ使用されます。countUnit
パラメータは、countType が sinceImagePushed の場合のみ使用されます。
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ライフサイクルポリシーのパラメータ
ライフサイクルポリシーは、次の部分に分けられます。

トピック
• ルールの優先順位 (p. 56)
• 説明 (p. 56)
• タグステータス (p. 56)
• タグプレフィックスリスト (p. 57)
• カウントタイプ (p. 57)
• カウント単位 (p. 57)
• カウント数 (p. 57)
• アクション (p. 58)

ルールの優先順位
rulePriority

タイプ: 整数

必須: はい

ルールを適用する順序を低いものから高いものの順に設定します。優先順位が 1 のライフサイクル
ポリシールールが最初に適用され、次に優先順位 2 のルールという風に優先順位に従って適用され
ます。ライフサイクルポリシーにルールを追加するときは、それぞれに rulePriority の一意の
値を付ける必要があります。ポリシー内のルール間で値が連続している必要はありません。any の
tagStatus を持つルールは、rulePriority の最大値を持ち、最後に評価される必要があります。

説明
description

型: 文字列

必須: いいえ

(オプション) ライフサイクルポリシー内のルールの目的について説明します。

タグステータス
tagStatus

型: 文字列

必須: はい

追加するライフサイクルポリシーのルールがイメージのタグを指定するかどうかを決定します。使用
できるオプションは、tagged、untagged、または any です。any を指定する場合は、すべてのイ
メージに対してルールが評価されます。tagged を指定する場合は、tagPrefixList 値も指定する
必要があります。untagged を指定する場合は、tagPrefixList を省略する必要があります。
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タグプレフィックスリスト
tagPrefixList

タイプ: list[string]

必須: tagStatus が [tagged] に設定されている場合のみ、必須

"tagStatus": "tagged" を指定した場合にのみ使用されます。ライフサイクルポリシーでアク
ションを実行するための、カンマ区切りのイメージタグプレフィックスのリストを指定する必要があ
ります。たとえば、イメージに prod、prod1、prod2 というようにタグが付いている場合、すべて
を指定するためにタグプレフィックス prod を使用します。複数のタグを指定する場合、指定された
すべてのタグが付いているイメージのみが選択されます。

カウントタイプ
countType

型: 文字列

必須: はい

イメージに適用するカウントタイプを指定します。

countType が imageCountMoreThan に設定してある場合は、countNumber も指定し
て、リポジトリに存在するイメージ数の制限を設定するルールを作成します。countType が
sinceImagePushed に設定してある場合は、countUnit および countNumber も指定して、リポ
ジトリに存在するイメージの時間制限を指定します。

カウント単位
countUnit

型: 文字列

必須: countType が sinceImagePushed に設定されている場合のみ、必須

日数を表す countNumber に加えて、カウント単位の days も時間単位として指定します。

これを指定するのは countType が sinceImagePushed である場合に限ります。countType が他
の値である場合にカウント単位を指定すると、エラーが発生します。

カウント数
countNumber

タイプ: 整数

必須: はい

カウント数を指定します。許容値は正の整数です (0 は許容値ではありません)。

使用している countType が imageCountMoreThan である場合、この値はリポジトリに維持する
イメージの最大数です。使用している countType が sinceImagePushed である場合、この値はイ
メージの最大期限です。

API バージョン 2015-09-21
57



Amazon ECR ユーザーガイド
ライフサイクルポリシーのプレビューを作成する

アクション
type

型: 文字列

必須: はい

アクションタイプを指定します。サポートされる値は expire です。

ライフサイクルポリシーのプレビューを作成する
ライフサイクルポリシーのプレビューでは、ライフサイクルポリシーを適用する前にイメージリポジトリ
への影響を確認できます。ベストプラクティスとして、リポジトリにライフサイクルポリシーを適用す
る前に、プレビューを実行することをお勧めします。以下の手順では、ライフサイクルポリシーのプレ
ビューを作成する方法を示します。

ライフサイクルポリシーのプレビューを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、ライフサイクルポリシーのプレビューを実行するリポジトリを含むリー

ジョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [リポジトリ] ページの、[プライベート] タブで、リポジトリを選択してリポジトリイメージリストを

表示します。
5. リポジトリイメージリストビューの左のナビゲーションペインで、[ライフサイクルポリシー] を選択

します。

Note

ナビゲーションペインに [Lifecycle Policy] (ライフサイクルポリシー) オプションが表示され
ない場合は、画面がリポジトリイメージリストビューであることを確認します。

6. [リポジトリライフサイクルポリシー] ページで、[テストルールの編集]、[ルールの作成] の順に選択し
ます。

7. ライフサイクルポリシーのルールに以下の詳細を入力します。

a. [ルールの優先順位] で、ルールの優先順位を数字で入力します。
b. [ルールの説明] で、ライフサイクルポリシーのルールの説明を入力します。
c. [Image status (イメージステータス)] で、[Tagged (タグ付け)]、[Untagged (タグ付けなし)]、また

は [Any (すべて)] を選択します。
d. [Image status] (イメージステータス) に Tagged を指定した場合、[Tag prefixes] (タグプレフィッ

クス) で、ライフサイクルポリシーを使用してアクションを実行するイメージタグのリストを指
定できます (オプション)。[Untagged] を指定した場合は、このフィールドは空にする必要があり
ます。

e. [一致条件] では、[イメージをプッシュしてから] または [次の数値を超えるイメージ数] の値を選
択します (該当する場合)。

f. [Save (保存)] を選択します。
8. ステップ 5 ～ 7 を繰り返すことにより、追加のライフサイクルポリシーのルールを作成します。
9. ライフサイクルポリシーのプレビューを実行するには、[テストの保存と実行] を選択します。
10. [イメージがテストライフサイクルルールに一致しました] で、ライフサイクルポリシーのプレビュー

の影響を確認します。
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11. プレビューの結果に満足したら、[Apply as lifecycle policy] を選択して指定したルールでライフサイク
ルポリシーを作成します。ライフサイクルポリシーの適用すると、影響を受けるイメージが 24 時間
以内に有効期限切れになります。

12. プレビュー結果に満足できない場合は、1 つ以上のテストライフサイクルルールを削除し、1 つ以上
のルールを作成して置き換え、テストを繰り返すことができます。テストライフサイクルルールをラ
イフサイクルポリシーとして適用しない場合、テストルールはコンソールに保持されます。

ライフサイクルポリシーの作成
ライフサイクルポリシーで、未使用のリポジトリイメージを期限切れにする一連のルールを作成できま
す。以下の手順では、ライフサイクルポリシーを作成する方法を示します。ライフサイクルポリシーの作
成後、影響を受けるイメージは 24 時間以内に有効期限切れになります。

Important

ライフサイクルポリシープレビューを作成して、ライフサイクルポリシールールによって影響
を受けるイメージが意図したものであることを確認することがベストプラクティスと考えられま
す。詳細については、「ライフサイクルポリシーのプレビューを作成する (p. 58)」を参照して
ください。

ライフサイクルポリシーを作成するには (AWS Management Console)

コンソールを使用してライフサイクルポリシーを作成するには

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、ライフサイクルポリシーを作成するリポジトリを含むリージョンを選択し

ます。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. [リポジトリ] ページの、[プライベート] タブで、リポジトリを選択してリポジトリイメージリストを

表示します。
5. リポジトリイメージリストビューの左のナビゲーションペインで、[ライフサイクルポリシー] を選択

します。

Note

ナビゲーションペインに [Lifecycle Policy] (ライフサイクルポリシー) オプションが表示され
ない場合は、画面がリポジトリイメージリストビューであることを確認します。

6. [リポジトリライフサイクルポリシー] ページで、[ルールの作成] を選択します。
7. ライフサイクルポリシーのルールに以下の詳細を入力します。

a. [ルールの優先順位] で、ルールの優先順位を数字で入力します。
b. [ルールの説明] で、ライフサイクルポリシーのルールの説明を入力します。
c. [Image status (イメージステータス)] で、[Tagged (タグ付け)]、[Untagged (タグ付けなし)]、また

は [Any (すべて)] を選択します。
d. [Image status] (イメージステータス) に Tagged を指定した場合、[Tag prefixes] (タグプレフィッ

クス) で、ライフサイクルポリシーを使用してアクションを実行するイメージタグのリストを指
定できます (オプション)。[Untagged] を指定した場合は、このフィールドは空にする必要があり
ます。

e. [一致条件] では、[イメージをプッシュしてから] または [次の数値を超えるイメージ数] の値を選
択します (該当する場合)。

f. [Save (保存)] を選択します。
8. ステップ 5 ～ 7 を繰り返すことにより、追加のライフサイクルポリシーのルールを作成します。
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ライフサイクルポリシーを作成するには (AWS CLI)

AWS CLI を使用してライフサイクルポリシーを作成するには

1. ライフサイクルポリシーを作成するリポジトリの名前を取得します。

aws ecr describe-repositories

2. ライフサイクルポリシーの内容を指定して、policy.json というローカルファイル名を作成しま
す。ライフサイクルポリシーの例については、「ライフサイクルポリシーの例 (p. 60)」を参照して
ください。

3. リポジトリ名を指定してライフサイクルポリシーを作成し、作成したライフサイクルポリシー JSON 
ファイルを参照します。

aws ecr put-lifecycle-policy \ 
      --repository-name repository-name \ 
      --lifecycle-policy-text file://policy.json

ライフサイクルポリシーの例
次に、ライフサイクルポリシーの例を構文で示します。

トピック
• イメージの経過日数によるフィルタリング (p. 60)
• イメージ数によるフィルタリング (p. 61)
• 複数のルールによるフィルタリング (p. 61)
• 単一のルールで複数のタグをフィルタリングする (p. 63)
• すべてのイメージでのフィルタリング (p. 64)

イメージの経過日数によるフィルタリング
次の例で、タグ付けされていない 14 日以上経ったイメージを期限切れにするポリシーのライフサイクル
ポリシーの構文を示します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Expire images older than 14 days", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 14 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}
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イメージ数によるフィルタリング
次の例で、タグ付けされていないイメージを 1 つだけ保持して残りはすべて期限切れにするポリシーのラ
イフサイクルポリシーの構文を示します。

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Keep only one untagged image, expire all others", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

複数のルールによるフィルタリング
以下は、ライフサイクルポリシーで複数のルールを使用する例です。サンプルのリポジトリとライフサイ
クルポリシーが結果の説明とともに示されています。

例 A

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["beta-1", "prod-1"], Pushed: 10 days ago
• Image B, Taglist: ["beta-2", "prod-2"], Pushed: 9 days ago
• Image C, Taglist: ["beta-3"], Pushed: 8 days ago

ライフサイクルポリシーのテキスト

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["prod"], 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        }, 
        { 
            "rulePriority": 2, 
            "description": "Rule 2", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["beta"], 
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                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、prod というプレフィックスでタグ付けされたイメージを特定します。最も古いイメージ
から始めて、一致するイメージが 1 つか数個になるまでマークし続けます。イメージ A が期限切れとし
てマークされます。

• ルール 2 は、beta というプレフィックスでタグ付けされたイメージを特定します。最も古いイメージ
から始めて、一致するイメージが 1 つか数個になるまでマークし続けます。イメージ A とイメージ B の
両方が期限切れとしてマークされます。ただし、イメージ A はルール 1 ですでに確認されていて、もし
イメージ B が期限切れであれば、ルール 1 に違反してしまうので、スキップされます。

• 結果: イメージ A は期限切れです。

例 B

これは前の例と同じリポジトリですが、結果を説明するためにルールの優先順位が変更されています。

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["beta-1", "prod-1"], Pushed: 10 days ago
• Image B, Taglist: ["beta-2", "prod-2"], Pushed: 9 days ago
• Image C, Taglist: ["beta-3"], Pushed: 8 days ago

ライフサイクルポリシーのテキスト

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["beta"], 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        }, 
        { 
            "rulePriority": 2, 
            "description": "Rule 2", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["prod"], 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
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                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、beta でタグ付けされたイメージを特定します。最も古いイメージから始めて、一致する
イメージが 1 つか数個になるまでマークし続けます。3 つのすべてのイメージが確認され、イメージ A 
とイメージ B が期限切れとしてマークされます。

• ルール 2 は、prod でタグ付けされたイメージを特定します。最も古いイメージから始めて、一致する
イメージが 1 つか数個になるまでマークし続けます。今回は、使用可能なイメージはすべてルール 1 で
確認済みのため、確認できるイメージがありません。そのため、追加でイメージをマークすることはあ
りません。

• 結果: イメージ A と B は期限切れです。

単一のルールで複数のタグをフィルタリングする
次の例で、単一のルールでの複数のタグプレフィックスのライフサイクルポリシーの構文を指定します。
サンプルのリポジトリとライフサイクルポリシーが結果の説明とともに示されています。

例 A

単一のルールで複数のタグプレフィックスが指定されたときは、イメージはすべてのリストされたタグプ
レフィックスに一致する必要があります。

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["alpha-1"], Pushed: 12 days ago
• Image B, Taglist: ["beta-1"], Pushed: 11 days ago
• Image C, Taglist: ["alpha-2", "beta-2"], Pushed: 10 days ago
• Image D, Taglist: ["alpha-3"], Pushed: 4 days ago
• Image E, Taglist: ["beta-3"], Pushed: 3 days ago
• Image F, Taglist: ["alpha-4", "beta-4"], Pushed: 2 days ago

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["alpha", "beta"], 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countNumber": 5, 
                "countUnit": "days" 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}
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このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、alpha および beta でタグ付けされたイメージを特定します。イメージ C と F が確認さ
れます。5 日より古いイメージをマークするので、イメージ C がマークされます。

• 結果: イメージ C は期限切れです。

例 B

次の例では、タグは排他的ではないことを説明します。

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["alpha-1", "beta-1", "gamma-1"], Pushed: 10 days ago
• Image B, Taglist: ["alpha-2", "beta-2"], Pushed: 9 days ago
• Image C, Taglist: ["alpha-3", "beta-3", "gamma-2"], Pushed: 8 days ago

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["alpha", "beta"], 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、alpha および beta でタグ付けされたイメージを特定します。すべてのイメージが確認さ
れます。最も古いイメージから始めて、一致するイメージが 1 つか数個になるまでマークし続けます。
イメージ A と B が期限切れとしてマークされます。

• 結果: イメージ A と B は期限切れです。

すべてのイメージでのフィルタリング
次のライフサイクルポリシーの例では、異なるフィルタですべてのイメージを指定します。サンプルのリ
ポジトリとライフサイクルポリシーが結果の説明とともに示されています。

例 A

次に、すべてのルールを適用する一方、イメージを 1 つだけ保持して残りはすべて期限切れにするポリ
シーのライフサイクルポリシーの構文を示します。

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["alpha-1"], Pushed: 4 days ago
• Image B, Taglist: ["beta-1"], Pushed: 3 days ago
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• Image C, Taglist: [], Pushed: 2 days ago
• Image D, Taglist: ["alpha-2"], Pushed: 1 day ago

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "any", 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、すべてのイメージを特定します。イメージ A、B、C、D が確認されます。最も新しいもの
以外のすべてのイメージが期限切れとされます。イメージ A、B、C が期限切れとしてマークされます。

• 結果: イメージ A、B、C は期限切れです。

例 B

以下の例は、単一のポリシーのすべてのルールのタイプを組み合わせるライフサイクルポリシーを示して
います。

リポジトリのコンテンツ

• Image A, Taglist: ["alpha-", "beta-1", "-1"], Pushed: 4 days ago
• Image B, Taglist: [], Pushed: 3 days ago
• Image C, Taglist: ["alpha-2"], Pushed: 2 days ago
• Image D, Taglist: ["git hash"], Pushed: 1 day ago
• Image E, Taglist: [], Pushed: 1 day ago

{ 
    "rules": [ 
        { 
            "rulePriority": 1, 
            "description": "Rule 1", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "tagged", 
                "tagPrefixList": ["alpha"], 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        }, 
        { 
            "rulePriority": 2, 
            "description": "Rule 2", 
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            "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        }, 
        { 
            "rulePriority": 3, 
            "description": "Rule 3", 
            "selection": { 
                "tagStatus": "any", 
                "countType": "imageCountMoreThan", 
                "countNumber": 1 
            }, 
            "action": { 
                "type": "expire" 
            } 
        } 
    ]
}

このライフサイクルポリシーのロジックは次のようになります。

• ルール 1 は、alpha でタグ付けされたイメージを特定します。イメージ A と B を識別します。最も新
しいイメージを保持し、残りは期限切れとしてマークされます。イメージ A が期限切れとしてマークさ
れます。

• ルール 2 は、タグ付けされていないイメージを特定します。イメージ B と E を識別します。有効期限が 
1 日より古いすべてのイメージがマークされます。イメージ B が期限切れとしてマークされます。

• ルール 3 は、すべてのイメージを特定します。イメージ A、B、C、D、E を識別します。最も新しいイ
メージを保持し、残りは期限切れとしてマークされます。ただし、優先度がより高いルールにより識別
されるため、イメージ A、B、C、または E をマークすることはできません。イメージ D が期限切れと
してマークされます。

• 結果: イメージ A、B、D は期限切れです。

イメージタグの変更可能性
タグのイミュータビリティをオンにして、イメージタグが上書きされるのを防ぐようにリポジトリを設定
できます。リポジトリをイミュータブルタグ用に設定した後、リポジトリに既に存在しているタグ付きイ
メージをプッシュしようとすると ImageTagAlreadyExistsException エラーが返されます。リポジト
リでタグのイミュータビリティがオンになっている場合、これはすべてのタグに影響し、一部のタグをイ
ミュータブルにすることはできません。

イメージタグ変更不可の設定は、AWS Management Consoleと AWS CLI ツールを使用して、新しいリポ
ジトリの作成中または既存のリポジトリでいつでも行うことができます。コンソール出の手順について
は、「プライベートリポジトリを作成する (p. 21)」および「プライベートリポジトリを編集する (p. 23)」
を参照してください。

タグが変更不可に設定されたリポジトリを作成するには

次のいずれかのコマンドを使用して、タグが変更不可似せていされた新しいイメージリポジトリを作成し
ます。

• create-repository (AWS CLI)
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aws ecr create-repository --repository-name name --image-tag-mutability IMMUTABLE --
region us-east-2

• New-ECRRepository (AWS Tools for Windows PowerShell)

New-ECRRepository -RepositoryName name -ImageTagMutability IMMUTABLE -Region us-east-2 -
Force

既存のリポジトリのイメージタグの変更可能性を更新するには

次のいずれかのコマンドを使用して、既存のリポジトリのイメージタグの変更可能性を更新します。

• put-image-tag-mutability (AWS CLI)

aws ecr put-image-tag-mutability --repository-name name --image-tag-mutability IMMUTABLE
 --region us-east-2

• Write-ECRImageTagMutability (AWS Tools for Windows PowerShell)

Write-ECRImageTagMutability -RepositoryName name -ImageTagMutability IMMUTABLE -
Region us-east-2 -Force

イメージスキャン
Amazon ECR イメージスキャニングは、コンテナイメージ内のソフトウェアの脆弱性を特定するのに役立
ちます。次のスキャンタイプが提供されています。

• 拡張スキャン— Amazon ECR は Amazon Inspector と統合され、リポジトリの自動継続的なスキャンを
提供します。コンテナイメージは、オペレーティングシステムとプログラミング言語パッケージの両方
の脆弱性についてスキャンされます。新しい脆弱性が発生すると、スキャン結果が更新され、Amazon 
Inspector は EventBridge にイベントを発行してユーザーに通知します。

• ベーシックスキャン — Amazon ECR は、オープンソースの Clair プロジェクトの共通脆弱性識別子 
(CVE) データベースを使用します。ベーシックスキャンでは、プッシュ時にスキャンするようにリポジ
トリを設定します。手動スキャンを実行すると Amazon ECR によってスキャン結果のリストが提供され
ます。

フィルターの使用
プライベートレジストリに対してイメージスキャンタイプが設定されている場合、すべてのリポジトリを
スキャンするように指定したり、スキャンするリポジトリをスコープ設定するフィルターを指定したりで
きます。

基本スキャンが使用されている場合は、プッシュフィルターでスキャンを指定して、新しいイメージが
プッシュされたときにイメージスキャンを実行するように設定されるリポジトリを指定できます。プッ
シュフィルターの基本的スキャンのスキャンと一致しないリポジトリは、マニュアルスキャン頻度に設定
されます。これは、スキャンを実行する場合、手動でスキャンをトリガーする必要があります。

強化スキャンが使用されている場合は、プッシュ時のスキャンと連続スキャン用に別々のフィルターを指
定できます。拡張スキャンフィルターに一致しないリポジトリでは、スキャンが無効になります。拡張
スキャンを使用し、複数のフィルターが同じリポジトリに一致するプッシュ時スキャンと連続スキャンに
別々のフィルターを指定すると、Amazon ECR はそのリポジトリのスキャンオンプッシュフィルターに対
して連続スキャンフィルターを適用します。
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フィルターを指定すると、ワイルドカードを含まないフィルターは、そのフィルターを含むすべてのリポ
ジトリ名と一致します。ワイルドカード (*) を含むフィルターは、リポジトリ名のゼロ文字以上の文字を
ワイルドカードで置き換える任意のリポジトリ名と一致します。次の表に、リポジトリ名を横軸に表し、
フィルターの例を縦軸に指定する例を示します。

  prod repo-prod prod-repo repo-prod-repo prodrepo

prod はい はい はい はい はい

*prod はい はい いいえ いいえ いいえ

prod* はい いいえ はい いいえ はい

*prod* はい はい はい はい はい

prod*repo いいえ いいえ はい いいえ はい

トピック
• 拡張スキャン (p. 68)
• ベーシックスキャン (p. 75)

拡張スキャン
Amazon ECR 拡張スキャンは、コンテナイメージの脆弱性スキャンを提供する Amazon Inspector との統
合です。コンテナイメージは、オペレーティングシステムとプログラミング言語パッケージの両方の脆弱
性についてスキャンされます。スキャンの結果は、Amazon ECR と Amazon Inspector の両方で直接表示
できます。Amazon Inspector の詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの Scanning container 
images with Amazon Inspector を参照してください。

拡張スキャンでは、自動連続スキャン用に構成するリポジトリと、プッシュ時にスキャンするように構成
するリポジトリを選択できます。これは、スキャンフィルターを設定することによって行われます。

拡張スキャンの考慮事項
Amazon ECR 拡張スキャンを有効にするときは、次の事項を考慮する必要があります。

• 次のリージョンでは、拡張スキャンはサポートされていません。
• アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3)
• アジアパシフィック (ジャカルタ) (ap-southeast-3)
• アフリカ (ケープタウン) (af-south-1)

• Amazon Inspector では特定のオペレーティングシステムのスキャンがサポートされます。完全なリス
トについては、Amazon Inspector ユーザーガイドの「サポートされているオペレーティングシステム - 
Amazon ECR スキャン」を参照してください。

• Amazon Inspector は、サービスにリンクされた IAM ロールを使用します。このロールは、リポジトリ
に対する拡張スキャンを行うのに必要なアクセス許可を提供します。プライベートレジストリで拡張
スキャンがオンになっている場合、サービスにリンクされた IAM ロールは Amazon Inspector によって
自動的に作成されます。詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの Amazon Inspector での
サービスにリンクされたロールの使用を参照してください。

• プライベートレジストリの拡張スキャンを最初にオンにすると、Amazon Inspector は、画像プッシュの
タイムスタンプに基づいて、過去 30 日以内に Amazon ECR にプッシュされた画像のみを認識します。
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古い画像は SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED スキャンステータスになります。これらの画像を Amazon 
Inspector でスキャンしたい場合は、リポジトリに再度プッシュする必要があります。

• 拡張スキャンをオンにした後に Amazon ECR にプッシュされたすべての画像は、設定された期間、継続
してスキャンされます。デフォルトでは、有効期間は [一生] です。この設定は、Amazon Inspector コン
ソールを使用して設定できます。詳細については、「拡張スキャンの期間を変更する (p. 71)」を参照
してください。

• Amazon ECR プライベートレジストリで拡張スキャンがオンになっている場合、スキャンフィルターに
一致するリポジトリは、拡張スキャンのみを使用してスキャンされます。フィルターと一致しないリポ
ジトリのスキャン頻度は Off であり、スキャンされません。拡張スキャンを使用した手動スキャンはサ
ポートされていません。詳細については、「フィルターの使用 (p. 67)」を参照してください。

• 複数のフィルターが同じリポジトリに一致するプッシュ時スキャンと連続スキャンに別々のフィルター
を指定すると、Amazon ECR はそのリポジトリのスキャンオンプッシュフィルターに対して連続スキャ
ンフィルターを適用します。

• 拡張スキャンがオンになっている場合、リポジトリのスキャン頻度が変更されると、Amazon ECR は 
EventBridge にイベントを送信します。Amazon Inspector は、初期スキャンが完了したとき、およびイ
メージスキャン結果が作成、更新、または閉じられたときに、EventBridge にイベントを発行します。

必要な IAM 許可
Amazon ECR 拡張スキャンには、Amazon Inspector サービスにリンクされた IAM ロールが必要です。ま
た、拡張スキャンを有効化および使用する IAM プリンシパルには、スキャンで必要な Amazon Inspector 
API を呼び出すアクセス許可が必要です。プライベートレジストリで拡張スキャンがオンになっている場
合、Amazon Inspector サービスにリンクされた IAM ロールは Amazon Inspector によって自動的に作成さ
れます。詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの Amazon Inspector でのサービスにリンク
されたロールの使用 を参照してください。

次の IAM ポリシーは、拡張スキャンの有効化と使用に必要なアクセス許可を付与します。これに
は、Amazon Inspector がサービスにリンクされた IAM ロールを作成するために必要なアクセス許可、お
よび拡張スキャンをオンまたはオフにして、およびスキャン結果の取得に必要な Amazon Inspector API の
アクセス許可が含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "inspector2:Enable", 
                "inspector2:Disable", 
                "inspector2:ListFindings", 
                "inspector2:ListAccountPermissions", 
                "inspector2:ListCoverage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "inspector2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

拡張スキャンの使用
拡張スキャンをオンにするには (AWS Management Console)

プライベートレジストリの拡張スキャンをオンにするには (AWS Management Console)

スキャン設定は、プライベートレジストリレベルでリージョンごとに定義されます。

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、スキャン設定を設定するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Scanning] (スキャン) の順に

選択します。
4. [Scanning configuration] (スキャン設定) ページの [Scan type] (スキャンタイプ) で、[Enhanced 

scanning] (拡張スキャン) を選択します。
5. (オプション) デフォルトでは、[Enhanced scanning] (拡張スキャン) が選択されている場合、すべて

のリポジトリが [Continuous scanning] (継続スキャン) に設定されています。デフォルトのスキャンの
設定を変更するには、[Continuously scan all repositories] (すべてのリポジトリを継続的にスキャンす
る) ボックスを選択解除します。その後、すべてのリポジトリをプッシュ時にスキャンするように設
定するか、プッシュ時に継続スキャン用に個別のスキャンフィルターを指定できます。スキャンフィ
ルターが設定されている場合、[Preview repository matches] (リポジトリの一致をプレビューする) を
選択して、レジストリ内のどのリポジトリが定義済みフィルターと一致しているかを確認します。

Important

ワイルドカードを含まないフィルターは、そのフィルターを含むすべてのリポジトリ名と一
致します。ワイルドカード (*) を含むフィルターは、リポジトリ名のゼロ文字以上の文字が
ワイルドカードで置き換えられるリポジトリ名と一致します。

6. [Save (保存)] を選択します。
7. 拡張スキャンをオンにするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

拡張スキャンをオンにするには (AWS CLI)

以下の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI を使用するプライベートレジストリの拡張スキャンをオ
ンにします。スキャンフィルターは、rules オブジェクトを使用して指定します。

• put-registry-scanning-configuration (AWS CLI)

次の例では、プライベートレジストリの拡張スキャンをオンにします。デフォルトでは、rules が指定
されていない場合、Amazon ECR はすべてのリポジトリのスキャン設定を継続スキャンに設定します。

aws ecr put-registry-scanning-configuration \ 
     --scan-type ENHANCED \ 
     --region us-east-2

次の例では、プライベートレジストリの拡張スキャンオンにして、スキャンフィルターを指定します。
この例のスキャンフィルターは、名前に prod が含まれるすべてのリポジトリの継続スキャンをオンに
します。

aws ecr put-registry-scanning-configuration \ 
     --scan-type ENHANCED \ 
     --rules '[{"repositoryFilters" : [{"filter":"prod","filterType" : 
 "WILDCARD"}],"scanFrequency" : "CONTINUOUS_SCAN"}]' \ 
     --region us-east-2
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次の例では、プライベートレジストリの拡張スキャンをオンにして、複数のスキャンフィルターを指定
します。この例のスキャンフィルターは、名前に prod が含まれるすべてのリポジトリの継続スキャン
をオンにして、他のすべてのリポジトリに対してはプッシュ時のみスキャンをオンにします。

aws ecr put-registry-scanning-configuration \ 
     --scan-type ENHANCED \ 
     --rules '[{"repositoryFilters" : [{"filter":"prod","filterType" : 
 "WILDCARD"}],"scanFrequency" : "CONTINUOUS_SCAN"},{"repositoryFilters" : 
 [{"filter":"*","filterType" : "WILDCARD"}],"scanFrequency" : "SCAN_ON_PUSH"}]' \ 
     --region us-west-2

拡張スキャンの期間を変更する
Amazon Inspector では、プライベートリポジトリを継続的に監視する期間を設定できます。デフォルトで
は、Amazon ECR プライベートレジストリで拡張スキャンがオンになっている場合、Amazon Inspector 
サービスは、イメージが削除されるか、拡張スキャンが無効になるまで、リポジトリを継続的に監視し
ます。Amazon Inspector がイメージをスキャンする期間は、Amazon Inspector の設定を使用して変更で
きます。利用可能なスキャン期間は、[Lifetime (デフォルト)] (有効期間)、[180 day] (180 日間)、および 
[30 day] (30 日間) です。リポジトリのスキャン期間が経過すると、スキャンの脆弱性を一覧表示すると
きに SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED のスキャンステータスが表示されます。詳細については、Amazon 
Inspector ユーザーガイドの「Changing the Amazon ECR automated re-scan duration」(Amazon ECR の
自動化された再スキャン期間の変更) を参照してください。

拡張スキャン時間の設定を変更するには

1. Amazon Inspector コンソール (https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home) にサインインしま
す。

2. 左側のナビゲーションで [設定] を展開して [全般] を選択します。
3. [設定] ページの [ECR re-scan duration] (ECR 再スキャン期間) [保存] を選択します。

EventBridge イベント
拡張スキャンがオンになっている場合、リポジトリのスキャン頻度が変更されると、Amazon ECR は 
EventBridge にイベントを送信します。Amazon Inspector は、初期スキャンが完了したとき、およびイ
メージスキャン結果が作成、更新、または閉じられたときに、EventBridge にイベントを発行します。

リポジトリのスキャン頻度の変更に関するイベント

レジストリで拡張スキャンがオンになっている場合、拡張スキャンがオンになっているリソースで変更す
ると、Amazon ECR から次のイベントが送信されます。これには、新しいリポジトリの作成、リポジトリ
のスキャン頻度の変更、または拡張スキャンがオンになっているリポジトリでのイメージの作成または削
除が含まれます。詳細については、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してください。

{ 
 "version": "0", 
 "id": "0c18352a-a4d4-6853-ef53-0abEXAMPLE", 
 "detail-type": "ECR Scan Resource Change", 
 "source": "aws.ecr", 
 "account": "123456789012", 
 "time": "2021-10-14T20:53:46Z", 
 "region": "us-east-1", 
 "resources": [], 
 "detail": { 
  "action-type": "SCAN_FREQUENCY_CHANGE", 
  "repositories": [{ 
    "repository-name": "repository-1", 
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    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-1", 
    "scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH", 
    "previous-scan-frequency": "MANUAL" 
   }, 
   { 
    "repository-name": "repository-2", 
    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-2", 
    "scan-frequency": "CONTINUOUS_SCAN", 
    "previous-scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH" 
   }, 
   { 
    "repository-name": "repository-3", 
    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-3", 
    "scan-frequency": "CONTINUOUS_SCAN", 
    "previous-scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH" 
   } 
  ], 
  "resource-type": "REPOSITORY", 
  "scan-type": "ENHANCED" 
 }
}

初期イメージスキャンのイベント (拡張スキャン)

レジストリで拡張スキャンがオンになっている場合、初期イメージスキャンが完了すると、Amazon 
Inspector によって以下のイベントが送信されます。finding-severity-counts パラメータは、重要度
レベルが存在する場合にのみ、その値を返します。たとえば、イメージに CRITICAL レベルの結果が含ま
れていない場合、重要度のカウントは返されません。詳細については、「拡張スキャン (p. 68)」を参照
してください。

イベントパターン:

{ 
  "source": ["aws.inspector2"], 
  "detail-type": ["Inspector2 Scan"]
}

出力例:

{ 
    "version": "0", 
    "id": "739c0d3c-4f02-85c7-5a88-94a9EXAMPLE", 
    "detail-type": "Inspector2 Scan", 
    "source": "aws.inspector2", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-12-03T18:03:16Z", 
    "region": "us-east-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/amazon/amazon-ecs-sample" 
    ], 
    "detail": { 
        "scan-status": "INITIAL_SCAN_COMPLETE", 
        "repository-name": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/amazon/amazon-
ecs-sample", 
        "finding-severity-counts": { 
            "CRITICAL": 7, 
            "HIGH": 61, 
            "MEDIUM": 62, 
            "TOTAL": 158 
        }, 
        "image-digest": 
 "sha256:36c7b282abd0186e01419f2e58743e1bf635808231049bbc9d77e5EXAMPLE", 
        "image-tags": [ 
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            "latest" 
        ] 
    }
}

イメージスキャン結果の更新のイベント (拡張スキャン)

レジストリで拡張スキャンがオンになっている場合、イメージスキャン結果が作成、更新、または閉じ
られると、Amazon Inspector によって以下のイベントが送信されます。詳細については、「拡張スキャ
ン (p. 68)」を参照してください。

イベントパターン:

{ 
  "source": ["aws.inspector2"], 
  "detail-type": ["Inspector2 Finding"]
}

出力例:

{ 
    "version": "0", 
    "id": "42dbea55-45ad-b2b4-87a8-afaEXAMPLE", 
    "detail-type": "Inspector2 Finding", 
    "source": "aws.inspector2", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-12-03T18:02:30Z", 
    "region": "us-east-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/amazon/amazon-ecs-sample/
sha256:36c7b282abd0186e01419f2e58743e1bf635808231049bbc9d77eEXAMPLE" 
    ], 
    "detail": { 
        "awsAccountId": "123456789012", 
        "description": "In libssh2 v1.9.0 and earlier versions, the SSH_MSG_DISCONNECT 
 logic in packet.c has an integer overflow in a bounds check, enabling an attacker to 
 specify an arbitrary (out-of-bounds) offset for a subsequent memory read. A crafted 
 SSH server may be able to disclose sensitive information or cause a denial of service 
 condition on the client system when a user connects to the server.", 
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/
be674aaddd0f75ac632055EXAMPLE", 
        "firstObservedAt": "Dec 3, 2021, 6:02:30 PM", 
        "inspectorScore": 6.5, 
        "inspectorScoreDetails": { 
            "adjustedCvss": { 
                "adjustments": [], 
                "cvssSource": "REDHAT_CVE", 
                "score": 6.5, 
                "scoreSource": "REDHAT_CVE", 
                "scoringVector": "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N", 
                "version": "3.0" 
            } 
        }, 
        "lastObservedAt": "Dec 3, 2021, 6:02:30 PM", 
        "packageVulnerabilityDetails": { 
            "cvss": [ 
                { 
                    "baseScore": 6.5, 
                    "scoringVector": "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N", 
                    "source": "REDHAT_CVE", 
                    "version": "3.0" 
                }, 
                { 
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                    "baseScore": 5.8, 
                    "scoringVector": "AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P", 
                    "source": "NVD", 
                    "version": "2.0" 
                }, 
                { 
                    "baseScore": 8.1, 
                    "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H", 
                    "source": "NVD", 
                    "version": "3.1" 
                } 
            ], 
            "referenceUrls": [ 
                "https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:3915" 
            ], 
            "source": "REDHAT_CVE", 
            "sourceUrl": "https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-17498", 
            "vendorCreatedAt": "Oct 16, 2019, 12:00:00 AM", 
            "vendorSeverity": "Moderate", 
            "vulnerabilityId": "CVE-2019-17498", 
            "vulnerablePackages": [ 
                { 
                    "arch": "X86_64", 
                    "epoch": 0, 
                    "name": "libssh2", 
                    "packageManager": "OS", 
                    "release": "12.amzn2.2", 
                    "sourceLayerHash": 
 "sha256:72d97abdfae3b3c933ff41e39779cc72853d7bd9dc1e4800c5294dEXAMPLE", 
                    "version": "1.4.3" 
                } 
            ] 
        }, 
        "remediation": { 
            "recommendation": { 
                "text": "Update all packages in the vulnerable packages section to their 
 latest versions." 
            } 
        }, 
        "resources": [ 
            { 
                "details": { 
                    "awsEcrContainerImage": { 
                        "architecture": "amd64", 
                        "imageHash": 
 "sha256:36c7b282abd0186e01419f2e58743e1bf635808231049bbc9d77e5EXAMPLE", 
                        "imageTags": [ 
                            "latest" 
                        ], 
                        "platform": "AMAZON_LINUX_2", 
                        "pushedAt": "Dec 3, 2021, 6:02:13 PM", 
                        "registry": "123456789012", 
                        "repositoryName": "amazon/amazon-ecs-sample" 
                    } 
                }, 
                "id": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/amazon/amazon-ecs-
sample/sha256:36c7b282abd0186e01419f2e58743e1bf635808231049bbc9d77EXAMPLE", 
                "partition": "N/A", 
                "region": "N/A", 
                "type": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE" 
            } 
        ], 
        "severity": "MEDIUM", 
        "status": "ACTIVE", 
        "title": "CVE-2019-17498 - libssh2", 
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY", 
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        "updatedAt": "Dec 3, 2021, 6:02:30 PM" 
    }
}

イメージスキャン結果の取得
最後に完了したイメージスキャンのスキャン結果を取得できます。結果には、検出されたソフトウェアの
脆弱性が、共通の脆弱性およびエクスポージャー (CVE) データベースに基づく重大度別に一覧表示されま
す。

イメージをスキャンする際の一般的な問題のトラブルシューティングの詳細については、「イメージス
キャニングの問題のトラブルシューティング (p. 147)」を参照してください。

イメージスキャンの結果を取得するには (AWS Management Console)

AWS Management Console を使用してイメージスキャンの結果を取得する手順は、次のとおりです。

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、リポジトリがあるリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、スキャン結果を取得するイメージを含むリポジトリを選択します。
5. [イメージ] ページの [Vulnerabilities] (脆弱性) 列で、スキャン結果を取得するイメージの [See findings]

(結果の表示) を選択します。
6. [Findings] (結果) を表示する場合、[Name] (名前) 列の脆弱性名は、詳細を表示できる Amazon 

Inspector コンソールへのリンクです。

イメージスキャンの結果を取得するには (AWS CLI)

以下の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI でイメージスキャンの結果を取得します。imageTag ま
たは imageDigest を使用してイメージを指定できます。どちらのイメージも list-images CLI コマンドを
使用して取得できます。

• describe-image-scan-findings (AWS CLI)

次の例では、イメージタグを使用しています。

aws ecr describe-image-scan-findings \ 
     --repository-name name \ 
     --image-id imageTag=tag_name \ 
     --region us-east-2

次の例では、イメージダイジェストを使用しています。

aws ecr describe-image-scan-findings \ 
     --repository-name name \ 
     --image-id imageDigest=sha256_hash \ 
     --region us-east-2

ベーシックスキャン
Amazon ECR は、オープンソースの Clair プロジェクトの共通脆弱性識別子 (CVE) データベースを使用す
るベーシックスキャンタイプを提供します。プライベートレジストリでベーシックスキャンを有効にする
と、プッシュ時にスキャンするように設定されるリポジトリを指定するようにリポジトリフィルターを設
定したり、手動スキャンを実行したりできます。Amazon ECR は、スキャン結果のリストを提供します。
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各コンテナイメージは、24 時間に 1 回スキャンできます。Amazon ECR は、オープンソースの Clair プ
ロジェクトの共通脆弱性識別子 (CVE) データベースを使用し、スキャン結果のリストを提供します。デプ
ロイされているコンテナイメージのセキュリティに関する情報については、スキャンの結果を確認できま
す。Clair の詳細については、GitHub の Clair を参照してください。

Amazon ECR では、可能であれば、アップストリームのディストリビューションソースからの CVE 
の重大度 が使用されます。それ以外の場合は、共通脆弱性評価システム (CVSS) スコアが使用されま
す。CVSS スコアは、NVD 脆弱性の重大度評価を取得するために使用できます。詳細については、「NVD 
脆弱性の重大度」を参照してください。

ベーシックスキャンを使用する場合は、プッシュフィルターでスキャンを指定して、新しいイメージが
プッシュされたときにイメージスキャンを実行するように設定されるリポジトリを指定できます。プッ
シュ時のスキャンフィルターと一致しないリポジトリは、マニュアルスキャン頻度に設定され、スキャン
を実行する場合は、手動でスキャンをトリガーする必要があります。最後に完了したイメージスキャンの
結果は、各イメージに対して取得できます。イメージスキャンが完了すると、Amazon ECR は Amazon 
EventBridge (旧称 CloudWatch Events) にイベントを送信します。詳細については、「Amazon ECR イベ
ントと EventBridge (p. 126)」を参照してください。

イメージをスキャンする際の一般的な問題のトラブルシューティングの詳細については、「イメージス
キャニングの問題のトラブルシューティング (p. 147)」を参照してください。

ベーシックスキャンの使用
デフォルトでは、Amazon ECR はすべてのプライベートレジストリでベーシックスキャンを有効にしま
す。そのため、プライベートレジストリのスキャン設定を変更しない限り、ベーシックスキャンを有効
にする必要はありません。次の手順を使用して、ベーシックスキャンが有効になっていることを確認し、
プッシュフィルターで 1 つ以上のスキャンを定義できます。

プライベートレジストリのベーシックスキャンをオンにするには (AWS Management Console)

スキャン設定は、プライベートレジストリレベルでリージョンごとに定義されます。

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、スキャン設定を設定するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ)、[Scanning] (スキャン) の順に

選択します。
4. [Scanning configuration] (スキャン設定) ページの [Scan type] (スキャンタイプ) で [Basic scanning]

(ベーシックスキャン) を選択します。
5. デフォルトでは、すべてのリポジトリは [Manual] (手動) スキャンに設定されます。オプション

で、[プッシュ時にスキャンするフィルター] を指定して、プッシュ時のスキャンを設定できます。す
べてのリポジトリまたは個々のリポジトリに対して、プッシュ時のスキャンを設定できます。詳細に
ついては、「フィルターの使用 (p. 67)」を参照してください。

イメージの手動スキャン
[scan on push (プッシュ時にスキャン)] するように設定されていないリポジトリ内のイメージをスキャン
する場合は、イメージスキャンを手動で開始できます。イメージは 1 日に 1 回しかスキャンできません。
この制限には、最初の [プッシュ時にスキャン] (有効になっている場合) と手動スキャンが含まれます。

イメージをスキャンする際の一般的な問題のトラブルシューティングの詳細については、「イメージス
キャニングの問題のトラブルシューティング (p. 147)」を参照してください。

イメージの手動スキャンを開始するには (コンソール)

AWS Management Console を使用して手動イメージスキャンを開始するには、次の手順を実行します。

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
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2. ナビゲーションバーから、リポジトリを作成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、スキャンするイメージを含むリポジトリを選択します。
5. イメージページで、スキャンするイメージを選択し、[スキャン] を選択します。

イメージの手動スキャンを開始するには (AWS CLI)

イメージの手動スキャンを開始するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。imageTag または
imageDigest を使用してイメージを指定できます。どちらのイメージも list-images CLI コマンドを使用
して取得できます。

• start-image-scan (AWS CLI)

次の例では、イメージタグを使用しています。

aws ecr start-image-scan --repository-name name --image-id imageTag=tag_name --region us-
east-2

次の例では、イメージダイジェストを使用しています。

aws ecr start-image-scan --repository-name name --image-id imageDigest=sha256_hash --
region us-east-2

イメージの手動スキャンを開始するには (AWS Tools for Windows PowerShell)

イメージの手動スキャンを開始するには、次の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用しま
す。ImageId_ImageTag または ImageId_ImageDigest を使用してイメージを指定できます。どちら
のイメージも Get-ECRImage CLI コマンドを使用して取得できます。

• Get-ECRImageScanFinding (AWS Tools for Windows PowerShell)

次の例では、イメージタグを使用しています。

Start-ECRImageScan -RepositoryName name -ImageId_ImageTag tag_name -Region us-east-2 -
Force

次の例では、イメージダイジェストを使用しています。

Start-ECRImageScan -RepositoryName name -ImageId_ImageDigest sha256_hash -Region us-
east-2 -Force

イメージスキャン結果の取得
最後に完了したイメージスキャンのスキャン結果を取得できます。結果には、検出されたソフトウェアの
脆弱性が、共通の脆弱性およびエクスポージャー (CVE) データベースに基づく重大度別に一覧表示されま
す。

イメージをスキャンする際の一般的な問題のトラブルシューティングの詳細については、「イメージス
キャニングの問題のトラブルシューティング (p. 147)」を参照してください。

イメージスキャンの結果を取得するには (コンソール)

AWS Management Console を使用してイメージスキャンの結果を取得する手順は、次のとおりです。
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1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、リポジトリを作成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Repositories] を選択します。
4. リポジトリページで、スキャン結果を取得するイメージを含むリポジトリを選択します。
5. イメージページの [Vulnerabilities (脆弱性)] 列で、スキャン結果を取得するイメージの [Details (詳細)] 

を選択します。

イメージスキャンの結果を取得するには (AWS CLI)

以下の AWS CLI コマンドを使用して、AWS CLI でイメージスキャンの結果を取得します。imageTag ま
たは imageDigest を使用してイメージを指定できます。どちらのイメージも list-images CLI コマンドを
使用して取得できます。

• describe-image-scan-findings (AWS CLI)

次の例では、イメージタグを使用しています。

aws ecr describe-image-scan-findings --repository-name name --image-id imageTag=tag_name
 --region us-east-2

次の例では、イメージダイジェストを使用しています。

aws ecr describe-image-scan-findings --repository-name name --image-id 
 imageDigest=sha256_hash --region us-east-2

イメージスキャンの結果を取得するには (AWS Tools for Windows PowerShell)

以下の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用して、イメージスキャンの結果を取得しま
す。ImageId_ImageTag または ImageId_ImageDigest を使用してイメージを指定できます。どちら
のイメージも Get-ECRImage CLI コマンドを使用して取得できます。

• Get-ECRImageScanFinding (AWS Tools for Windows PowerShell)

次の例では、イメージタグを使用しています。

Get-ECRImageScanFinding -RepositoryName name -ImageId_ImageTag tag_name -Region us-east-2

次の例では、イメージダイジェストを使用しています。

Get-ECRImageScanFinding -RepositoryName name -ImageId_ImageDigest sha256_hash -Region us-
east-2

コンテナイメージマニフェストの形式
Amazon ECR は次のコンテナイメージマニフェスト形式をサポートします。

• Docker Image Manifest V2 Schema 1 (Docker バージョン 1.9 以前で使用)
• Docker Image Manifest V2 Schema 2 (Docker バージョン 1.10 以降で使用)
• Open Container Initiative (OCI) 仕様 (v1.0 以降)

Docker Image Manifest V2 Schema 2 のサポートでは、次の機能が提供されます。
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• 単一のイメージに複数のタグを使用する機能。
• Windows コンテナイメージを保存するためのサポート。詳細については、Amazon Elastic Container 

Service デベロッパーガイドの「Amazon ECR に Windows イメージをプッシュする」を参照してくださ
い。

Amazon ECR イメージマニフェストの変換
Amazon ECR に対してイメージをプッシュまたはプルする場合、コンテナエンジンクライアント (Docker 
など) はレジストリと通信し、クライアントとレジストリでイメージに対して使用することが理解されて
いるマニフェスト形式について合意します。

Docker バージョン 1.9 以前で Amazon ECR にイメージをプッシュする場合、イメージマニフェストは 
Docker Image Manifest V2 Schema 1 形式で保存されます。Docker バージョン 1.10 以降で Amazon ECR 
にイメージをプッシュする場合、イメージマニフェストは Docker Image Manifest V2 Schema 2 形式で保
存されます。

Amazon ECR からタグでイメージをプルすると、Amazon ECR はリポジトリに格納されているイメー
ジマニフェスト形式を返します。その形式が返されるのは、その形式がクライアントによって理解さ
れる場合のみです。保存されているイメージマニフェスト形式がクライアントによって理解されない場
合、Amazon ECR はイメージマニフェストを理解される形式に変換します。たとえば、Docker 1.9 クライ
アントが Docker Image Manifest V2 Schema 2 で保存されているイメージマニフェストをリクエストする
と、Amazon ECR は Docker Image Manifest V2 Schema 1 形式でマニフェストを返します。次の表は、タ
グ別にイメージをプルしたときに、Amazon ECR でサポートされる利用可能な変換を示します。

クライアントによって
リクエストされたス
キーマ

V2、スキーマ 1 形式で 
ECR にプッシュされる

V2、スキーマ 2 形式で 
ECR にプッシュされる

OCI 形式で ECR にプッ
シュされる

V2、スキーマ 1 変換は必要ありません V2、スキーマ 1 に変換
される

V2、スキーマ 1 に変換
される

V2、スキーマ 2 利用可能な変換はな
く、クライアントは 
V2、スキーマ 1 に
フォールバックする

変換は必要ありません V2、スキーマ 2 に変換
される

OCI 変換は利用できません OCI に変換される 変換は必要ありません

Important

ダイジェスト別にイメージをプルした場合、利用可能な翻訳はありません。クライアント
は、Amazon ECR に保存されているイメージマニフェストの形式を理解する必要がありま
す。Docker 1.9 以前のクライアントで、Docker Image Manifest V2 Schema 2 イメージをダ
イジェストを使用してリクエストする場合、イメージのプルは失敗します。詳細について
は、Docker ドキュメントの「Registry compatibility」を参照してください。
この例では、タグで同じイメージをリクエストした場合、Amazon ECR はクライアントが理解で
きる形式にイメージマニフェストを変換します。イメージのプルが成功します。

Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用
Amazon ECR プライベートリポジトリを使用して、Amazon ECS タスクがプルする可能性のあるコン
テナイメージとアーティファクトをホストできます。これが機能するためには、Amazon ECS (または 
Fargate) コンテナエージェントに、ecr:BatchGetImage、ecr:GetDownloadUrlForLayer、および
ecr:GetAuthorizationToken API を作成する許可が必要です。
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必要な IAM 許可
次の表は、タスクが Amazon ECR プライベートリポジトリからプルするために必要な許可を提供する、
起動タイプごとに使用する IAM ロールを示しています。Amazon ECS には、必要なアクセス許可を含むマ
ネージド IAM ポリシーが用意されています。

起動タイプ [IAM role] (IAM ロール) AWS マネージド IAM ポリシー

Amazon EC2 インスタンスの 
Amazon ECS

Amazon ECS クラスターに登録
されている Amazon EC2 インス
タンスに関連付けられているコ
ンテナインスタンスの IAM ロー
ルを使用します。詳細について
は、「Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイド」の
「コンテナインスタンスの IAM 
ロール」を参照してください。

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

詳細については、「Amazon 
Elastic Container Service 
デベロッパーガイド」の
「AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role」
を参照してください

Fargate の Amazon ECS Amazon ECS タスク定義で参
照するタスク実行 IAM ロール
を使用します。詳細について
は、「Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイド」の
「タスク実行 IAM ロール」を参
照してください。

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

詳細については、「Amazon 
Elastic Container Service 
デベロッパーガイド」の
「AmazonECSTaskExecutionRolePolicy」
を参照してください。

外部インスタンスの Amazon 
ECS

Amazon ECS クラスターに登
録されているオンプレミスサー
バーまたは仮想マシン (VM) に
関連付けられているコンテナ
インスタンスの IAM ロールを
使用します。詳細については、
「Amazon Elastic Container 
Service デベロッパーガイド」
の「Container instance Amazon 
ECS role」(コンテナインスタン
スの Amazon ECS ロール) を参
照してください。

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

詳細については、「Amazon 
Elastic Container Service 
デベロッパーガイド」の
「AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role」
を参照してください。

Important

AWS マネージド IAM ポリシーには、使用する必要がないかもしれない追加のアクセス許可が含
まれています。この場合、これらは Amazon ECR プライベートリポジトリからプルするために最
低限必要なアクセス許可です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
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    ]
}

Amazon ECS タスク定義での Amazon ECR イメージ
の指定
Amazon ECS タスク定義を作成するときに、Amazon ECR プライベートリポジトリでホ
ストされているコンテナイメージを指定できます。タスク定義では、Amazon ECR イメー
ジ用に完全な registry/repository:tag の名前を使用するようにしてください。例え
ば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-repository:latest です。

次のタスク定義スニペットは、Amazon ECS タスク定義の Amazon ECR でホストされるコンテナイメー
ジを指定するために使用する構文を示しています。

{ 
    "family": "task-definition-name", 
    ... 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "container-name", 
            "image": "aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-repository:latest", 
            ... 
        } 
    ], 
    ...
}

Amazon EKS での Amazon ECR イメージの使用
Amazon EKS で Amazon ECR イメージを使用できますが、以下の前提条件を満たす必要があります。

• 管理ノードまたは自己管理ノードでホストされる Amazon EKS ワークロードの場合、Amazon EKS 
ワーカーノード IAM ロール (NodeInstanceRole) が必要です。Amazon EKS ワーカーノード IAM 
ロールには、Amazon ECR の次の IAM ポリシー許可が含まれている必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Note

「Amazon EKS の使用開始」の eksctl または AWS CloudFormation テンプレートを使用して
クラスターとワーカーノードグループを作成した場合、これらの IAM アクセス許可はデフォル
トでワーカーノードの IAM ロールに適用されます。
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ストされる Helm チャートをインストールする

• AWS Fargate でホストされている Amazon EKS ワークロードの場合、Fargate ポッド実行ロールを使用
する必要があります。このロールは、プライベート Amazon ECR リポジトリからイメージをプルする
許可をポッドに付与します。詳細については、「Fargate ポッド実行ロールの作成」を参照してくださ
い。

• Amazon ECR からイメージを参照する場合は、イメージに registry/
repository:tag の形式の完全な名前を使用する必要があります 例え
ば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-repository:latest です。

Amazon EKS を使用して Amazon ECR でホストされ
る Helm チャートをインストールする
Amazon ECR でホストされている Helm チャートを Amazon EKS クラスターにインストールできます。
その手順を以下に示します。

前提条件

開始する前に、以下のステップが完了していることを確認してください。

• Helm クライアントの最新バージョンをインストールします。これらのステップは、Helm バージョン
3.9.0 を使用して作成されました。詳細については、「Installing Helm」を参照してください。

• 少なくとも、AWS CLI のバージョン 1.23.9 または 2.6.3 がコンピュータにインストールされていま
す。詳細については、「Installing or updating the latest version of the AWS CLI」を参照してください。

• Helm チャートを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。詳細については、「Helm チャートを
プッシュする (p. 38)」を参照してください。

• Amazon EKS で使用する kubectl を設定します。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
「Amazon EKS の kubeconfig を作成する」を参照してください。次のコマンドがクラスターに対し
て正常に実行された場合は、正しく設定されています。

kubectl get svc

Amazon ECR ホストの Helm チャートを Amazon EKS クラスターにインストールする

1. Helm チャートがホストされている Amazon ECR レジストリで Helm クライアントを認証します。認
証トークンは、使用するレジストリごとに取得する必要があり、トークンは 12 時間有効です。詳細
については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

aws ecr get-login-password \ 
     --region us-west-2 | helm registry login \ 
     --username AWS \ 
     --password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com

2. グラフをインストールします。helm-test-chartをリポジトリに、0.1.0をHelm チャートのタグ
に置き換えます。

helm install ecr-chart-demo oci://aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/helm-
test-chart --version 0.1.0

出力は次のようになります。

NAME: ecr-chart-demo
LAST DEPLOYED: Tue May 31 17:38:56 2022
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
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REVISION: 1
TEST SUITE: None

3. チャートのインストールを検証します。

helm list -n default

出力例:

NAME            NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 
 STATUS          CHART                   APP VERSION
ecr-chart-demo  default         1               2022-06-01 15:56:40.128669157 +0000 UTC 
 deployed        helm-test-chart-0.1.0   1.16.0

4. (オプション) インストールされている Helm チャート ConfigMap を確認します。

kubectl describe configmap helm-test-chart-configmap

5. 終了したら、クラスターからチャートのリリースを削除できます。

helm uninstall ecr-chart-demo

Amazon Linux コンテナイメージ
Amazon Linux コンテナイメージは、Amazon Linux AMI に含まれているのと同じソフトウェアコンポー
ネントから構築されます。これは、Docker ワークロードのベースイメージとして任意の環境で使用でき
ます。Amazon EC2 内のアプリケーション用にすでに Amazon Linux AMI を使用している場合、 Amazon 
Linux コンテナイメージでアプリケーションをコンテナ化できます。

ローカル開発環境で Amazon Linux コンテナイメージを使用し、Amazon ECS を使ってアプリケーショ
ンを AWS にプッシュできます。詳細については、「Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使
用 (p. 79)」を参照してください。

Amazon Linux コンテナイメージは、Amazon ECR Public および Docker Hub で入手できます。Amazon 
Linux コンテナイメージのサポートは、AWS デベロッパーフォーラムにアクセスして見つけることができ
ます。

Amazon ECR Public から Amazon Linux コンテナイメージをプルするには

1. Amazon Linux Public レジストリで Docker クライアントを認証します。認証トークンは 12 時間有効
です。詳細については、「プライベートレジストリの認証 (p. 13)」を参照してください。

Note

ecr-public コマンドは、バージョン 1.18.1.187 以降の AWS CLI で使用できます。ただ
し、AWS CLI の最新バージョンを使用することをお勧めします。詳細については、「AWS 
Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS Command Line Interface のインストー
ル」を参照してください。

aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin public.ecr.aws

出力は次のとおりです。

Login succeeded
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2. docker pull コマンドを使用して Amazon Linux コンテナイメージをプルします。Amazon ECR 
Public Gallery で Amazon Linux コンテナイメージを表示するには、「Amazon ECR Public Gallery - 
amazonlinux」を参照してください。

docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest

3. (オプション) コンテナをローカルに実行します。

docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux /bin/bash

Docker Hub から Amazon Linux コンテナイメージをプルするには

1. docker pull コマンドを使用して Amazon Linux コンテナイメージをプルします。

docker pull amazonlinux

2. (オプション) コンテナをローカルに実行します。

docker run -it amazonlinux:latest /bin/bash
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Amazon Elastic Container Registry の
セキュリティ

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

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon ECR に適用されるコンプライアンスプログラムについては、「コン
プライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Amazon ECR 使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちます。
以下のトピックで、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすように、Amazon ECR を設定
する方法について説明します。Amazon ECR リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の 
AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Amazon Elastic Container Registry の Identity and Access Management (p. 85)
• Amazon ECR でのデータ保護 (p. 109)
• Amazon Elastic Container Registry のコンプライアンス検証 (p. 114)
• Amazon Elastic Container Registry のインフラストラクチャセキュリティ (p. 115)

Amazon Elastic Container Registry の Identity and 
Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインインを許可) し、誰に Amazon 
ECR リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使
用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 86)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 86)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 88)
• Amazon Elastic Container Registry と IAM が連動するしくみ (p. 90)
• Amazon Elastic Container Regist の AWS 管理ポリシー (p. 93)
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• Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 98)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 102)
• Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 103)
• タグベースのアクセスコントロールを使用する (p. 106)
• Amazon Elastic Container Registry の アイデンティティとアクセスのトラブルシューティン

グ (p. 107)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Amazon ECR で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために Amazon ECR サービスを使用する場合は、管理者から必
要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon ECR 機能を使用して作業を行う
場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon ECR の機能にアクセスできない場
合は、「Amazon Elastic Container Registry の アイデンティティとアクセスのトラブルシューティン
グ (p. 107)」を参照してください。

サービス管理者 – 社内の Amazon ECR リソースを担当しているユーザーには、通常、Amazon ECR への
フルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon ECR 機能やリソースにアクセスするかを
決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を
変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で 
Amazon ECR を使用して IAM を利用する方法の詳細については、「Amazon Elastic Container Registry と 
IAM が連動するしくみ (p. 90)」を参照してください。

IAM 管理者 – IAM 管理者は、Amazon ECR へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細を理解する
ことが推奨されます。IAM で使用できる Amazon ECR アイデンティティベースのポリシーの例を表示す
るには、「Amazon Elastic Container Registry のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 103)」を参
照してください。

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

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

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

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
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します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
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• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

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

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「Amazon Elastic Container Registry のアクション、リソース、および条件キー」をご
参照ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

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

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。
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IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーで IAM の AWS マネージドポリシーを使用することはできません。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。
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複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Elastic Container Registry と IAM が連動する
しくみ
IAM を使用して Amazon ECR へのアクセスを管理する前に、Amazon ECR で使用できる IAM 機能につい
て理解しておく必要があります。Amazon ECR およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の
概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

トピック
• Amazon ECR のアイデンティティベースのポリシー (p. 90)
• Amazon ECR のリソースベースのポリシー (p. 92)
• Amazon ECR タグに基づく認可 (p. 93)
• Amazon ECR のIAM ロール (p. 93)

Amazon ECR のアイデンティティベースのポリシー
IAM のアイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Amazon ECR は、特定のアクション、リソース、および条
件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon ECR のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックス ecr: を使用します。たとえ
ば、Amazon ECR CreateRepository API オペレーションを使用して Amazon ECR リポジトリを作
成するアクセス許可を付与するには、ポリシーに ecr:CreateRepository アクションを含めます。ポ
リシーステートメントには、Action または NotAction エレメントを含める必要があります。Amazon 
ECR は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。

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

"Action": [ 
      "ecr:action1", 
      "ecr:action2"

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

Amazon ECR アクションのリストについては、IAM ユーザーガイドの「Amazon Elastic Container 
Registry のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon ECR リポジトリリソースには、次の ARN があります。

arn:${Partition}:ecr:${Region}:${Account}:repository/${Repository-name}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

たとえば、ステートメントの us-east-1 リージョン で my-repo リポジトリを指定するには、次の ARN 
を使用します。

"Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/my-repo"

特定のアカウントに属するすべての リポジトリを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/*"

複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

Amazon ECR リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの「Amazon 
Elastic Container Registry で定義されるリソースタイプ」を参照してください。各リソースの ARN を指定
できるアクションについては、「AAmazon Elastic Container Registry で定義されるアクション」を参照し
てください。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
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1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon ECR では独自の条件キーが定義されており、また一部のグローバル条件キーの使用がサポートさ
れています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバ
ル条件コンテキストキー」を参照してください。

ほとんどの Amazon ECR アクションは、aws:ResourceTag と ecr:ResourceTag の条件キーをサポー
トします。詳細については、「タグベースのアクセスコントロールを使用する (p. 106)」を参照してくだ
さい。

Amazon ECR 条件キーのリストについては、IAM ユーザーガイドの「Amazon Elastic Container Registry 
の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「AAmazon 
Elastic Container Registry で定義されるアクション」を参照してください。

例

Amazon ECR でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon Elastic Container Registry のア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 103)」を参照してください。

Amazon ECR のリソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーとは、Amazon ECR リソース上で指定するプリンシパルとしてのどのアクショ
ンをどの条件で実行できるかを指定する JSON ポリシードキュメントです。Amazon ECR は、Amazon 
ECR リポジトリのリソースベースのアクセス許可ポリシーをサポートします。リソースベースのポリシー
では、リソースごとに他の アカウントに使用許可を付与することができます。リソースベースのポリシー
を使用して、Amazon ECR リポジトリへのアクセスを AWS サービスに許可することもできます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティ
ティをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロス
アカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリ
ンシパルとリソースが異なる AWS アカウントにある場合は、リソースにアクセスするためのアクセス許
可をプリンシパルエンティティにも付与する必要があります。アクセス許可は、アイデンティティベース
のポリシーをエンティティにアタッチすることで付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同
じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付
与する必要はありません。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリ
シーとの相違点」を参照してください。

Amazon ECR サービスでは、リポジトリポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーのタイプを 1 つ
のみサポートしており、これがリポジトリにアタッチされます。このポリシーは、リポジトリに対してア
クションを実行できるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッド
ユーザー) を定義します。リソースベースのポリシーをリポジトリにアタッチする方法については、「プ
ライベートリポジトリポリシー (p. 24)」を参照してください。

Note

Amazon ECR リポジトリポリシーでは、ポリシー要素 Sid は IAM ポリシーではサポートされて
いない追加の文字とスペースをサポートします。
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例

Amazon ECR リソースベースのポリシーの例を表示するには、「プライベートリポジトリポリシーの
例 (p. 27)」を参照してください。

Amazon ECR タグに基づく認可
タグは、Amazon ECR リソースにアタッチするか、Amazon ECR へのリクエストで渡す
ことができます。タグに基づいてアクセスを管理するには、ecr:ResourceTag/key-
name、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。Amazon ECR リソースのタグ付けの詳細につい
ては、「プライベートリポジトリのタグ付け (p. 30)」を参照してください。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグベースのアクセスコントロールを使用する (p. 106)」を参照してください。

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

Amazon ECR での一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

Amazon ECR では、一時認証情報が使用できます。

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

Amazon ECR は、サービスにリンクされたロールをサポートしています。詳細については、「Amazon 
ECR でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 98)」を参照してください。

Amazon Elastic Container Regist の AWS 管理ポリ
シー
Amazon ECR は、IAM ユーザーまたは Amazon EC2 インスタンスにアタッチできる複数の管理ポリシー
を提供しています。これらのポリシーでは、Amazon ECR リソースおよび API オペレーションへのアクセ
スをさまざまな制御レベルで許可できます。これらのポリシーは、直接適用することも、独自のポリシー
を作成する開始点として使用することもできます。これらのポリシーに記載されている各 API オペレー
ションの詳細については、Amazon Elastic Container Registry API リファレンスの「アクション」を参照し
てください。

トピック
• AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess (p. 94)
• AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser (p. 94)
• AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly (p. 95)
• AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy (p. 96)
• ECRReplicationServiceRolePolicy (p. 96)
• Amazon ECR での AWS 管理ポリシーに関する更新 (p. 96)
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AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

この管理ポリシーを開始点として使用して、特定の要件に基づいて独自の IAM ポリシーを作成でき
ます。例えば、Amazon ECR の使用を管理するための完全な管理者アクセスをユーザーまたはロー
ルに提供するのに特化したポリシーを作成できます。Amazon ECR ライフサイクルポリシー機能
を使用すると、リポジトリ内のイメージのライフサイクル管理を指定できます。ライフサイクルポ
リシーイベントは CloudTrail イベントとしてレポートされます。Amazon ECR は AWS CloudTrail 
と統合するので、ライフサイクルポリシーイベントを Amazon ECR コンソールに直接表示できま
す。AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess マネージド IAM ポリシーには、この動作を容易にす
るための cloudtrail:LookupEvents アクセス許可が含まれています。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• ecr — プリンシパルにすべての Amazon ECR API へのフルアクセスを許可します。
• cloudtrail — プリンシパルが管理イベント、または CloudTrail によってキャプチャされた AWS 

CloudTrail インサイトイベントを検索することを許可します。

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess ポリシーを以下に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:*", 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "replication.ecr.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、IAM ユーザーがリポジトリに対する読み取りと書き込みを行う管理権限を付与します
が、IAM ユーザーは、リポジトリを削除することや、適用されるポリシードキュメントを変更することは
できません。

許可の詳細
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このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• ecr – リポジトリへの読み取りと書き込み、ライフサイクルポリシーの読み取りをプリンシパルに許可
します。プリンシパルには、リポジトリを削除するアクセス許可およびリポジトリに適用されるライフ
サイクルポリシーを変更するアクセス許可は付与されません。

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser ポリシーを以下に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetLifecyclePolicy", 
                "ecr:GetLifecyclePolicyPreview", 
                "ecr:ListTagsForResource", 
                "ecr:DescribeImageScanFindings", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:PutImage" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーでは、Amazon ECR に対する読み取り専用アクセスを付与します。リポジトリおよびリポジ
トリ内のイメージをリストすることができます。また、Docker CLI を使用して Amazon ECR からイメー
ジをプルすることもできます。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• ecr — リポジトリとそれぞれのライフサイクルポリシーの読み取りをプリンシパルに許可します。

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly ポリシーを以下に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
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                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetLifecyclePolicy", 
                "ecr:GetLifecyclePolicyPreview", 
                "ecr:ListTagsForResource", 
                "ecr:DescribeImageScanFindings" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy
AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy マネージド IAM ポリシーを IAM エンティティにア
タッチすることはできません。このポリシーは、プルスルーキャッシュワークフローを通じて Amazon 
ECR がイメージをリポジトリにプッシュすることを許可する、サービスにリンクされたロールにアタッチ
されます。詳細については、「Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 98)」を参
照してください。

ECRReplicationServiceRolePolicy
ECRReplicationServiceRolePolicy マネージド IAM ポリシーを IAM エンティティにアタッチするこ
とはできません。このポリシーは、サービスにリンクされたロールにアタッチされ、ユーザーに代わって 
Amazon ECR がアクションを実行することを許可します。詳細については、「Amazon ECR でのサービ
スにリンクされたロールの使用 (p. 98)」を参照してください。

Amazon ECR での AWS 管理ポリシーに関する更新
ここでは、このサービスが変更の追跡を開始した時点からの Amazon ECR の AWS 管理ポリシーの更新に
関する詳細を示します。このページの変更に関する自動通知を有効にするには、Amazon ECR ドキュメン
トの履歴ページから RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy (p. 96)
— 新しいポリシー

Amazon ECR は新しいポ
リシーを追加しました。
このポリシーは、プルス
ルーキャッシュ機能の
AWSServiceRoleForECRPullThroughCache
サービスにリンクされたロール
に関連付けられます。

2021 年 11 月 29 日

ECRReplicationServiceRolePolicy (p. 96)
— 新しいポリシー

Amazon ECR は新しいポリシー
を追加しました。このポリシー
は、レプリケーション機能の
AWSServiceRoleForECRReplication
サービスにリンクされたロール
に関連付けられます。

2020 年 12 月 4 日

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess (p. 94)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、新
しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
ポリシーに追加しました。これ

2020 年 12 月 4 日
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変更 説明 日付
らのアクセス許可により、プリ
ンシパルは Amazon ECR サービ
スにリンクされたロールを作成
できるようになります。

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly (p. 95)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、ライフサイ
クルポリシーの読み取り、タグ
の一覧表示、イメージのスキャ
ン結果の記述をプリンシパルに
許可する新しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
ポリシーに追加しました。

2019 年 12 月 10 日

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser (p. 94)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、新
しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
ポリシーに追加しました。こ
れにより、プリンシパルは、ラ
イフサイクルポリシーの読み取
り、タグの一覧表示、イメージ
のスキャン結果の記述を行うこ
とができるようになります。

2019 年 12 月 10 日

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess (p. 94)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、新
しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess
ポリシーに追加しました。こ
れにより、プリンシパルは、
管理イベントや CloudTrail に
よってキャプチャされる AWS 
CloudTrail インサイトイベントを
検索できるようになります。

2017 年 11 月 10 日

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly (p. 95)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、新
しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
ポリシーに追加しました。これ
により、プリンシパルは Amazon 
ECR イメージを記述できるよう
になります。

2016 年 10 月 11 日

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser (p. 94)
— 既存のポリシーに対する更新

Amazon ECR は、新
しいアクセス許可を
AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser
ポリシーに追加しました。これ
により、プリンシパルは Amazon 
ECR イメージを記述できるよう
になります。

2016 年 10 月 11 日
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変更 説明 日付

AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly (p. 95)
– 新しいポリシー

Amazon ECR は、Amazon ECR 
に読み取り専用アクセス権限
を付与する新しいポリシーを
追加しました。これらのアク
セス許可には、リポジトリお
よびリポジトリ内のイメージを
リストすることが含まれます。
また、Docker CLI を使用して 
Amazon ECR からイメージをプ
ルすることもできます。

2015 年 12 月 21 日

AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser (p. 94)
— 新しいポリシー

Amazon ECR は、ユーザーがリ
ポジトリに対する読み取りと書
き込みを行える管理権限を付与
する新しいポリシーを追加しま
した。ただし、ユーザーは、リ
ポジトリを削除することや、適
用されるポリシードキュメント
を変更することはできません。

2015 年 12 月 21 日

AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess (p. 94)
– 新しいポリシー

Amazon ECR は新しいポリシー
を追加しました。このポリシー
は、Amazon ECR へのフルアク
セスを付与します。

2015 年 12 月 21 日

Amazon ECR が変更の追跡を開
始しました。

Amazon ECR が AWS 管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021 年 6 月 24 日

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの使
用
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、AWS Identity and Access Management (IAM) サー
ビスにリンクされたロールを使用して、レプリケーションとプルスルーキャッシュ機能を使用するために
必要なアクセス許可を提供します。サービスにリンクされたロールは、Amazon ECR に直接リンクされた
特殊な IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Amazon ECR で事前定義されています。こ
れには、サービスがプライベートレジストリのレプリケーションとプルスルーキャッシュ機能をサポート
するために必要なすべてのアクセス許可が含まれます。レジストリのレプリケーションまたはプルスルー
キャッシュを構成すると、サービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。詳細については、
「プライベートレジストリの設定 (p. 15)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを使用すると、Amazon ECR を使用したレプリケーションとプルスルー
キャッシュの設定が簡単になります。この理由は、このロールを使用することにより、必要なアクセス
許可をすべて手動で追加する必要がなくなるためです。サービスにリンクされたロールのアクセス許可
は、Amazon ECR により定義されます。特に指定されている場合を除き、そのロールを引き受けることが
できるのは Amazon ECR のみです。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。ア
クセス許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

対応するサービスにリンクされたロールを削除できるのは、先にレジストリでレプリケーションまたは
プルスルーキャッシュのいずれかを無効にした後のみです。これにより、これらの機能に対して Amazon 
ECR で必要なアクセス許可を誤って削除することがなくなります。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスの詳細については、「IAM と連携する 
AWS のサービス」を参照してください。このリンク先のページで、「サービスにリンクされたロール」列
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が「あり」になっているサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントを
サービスで表示するには、[あり] リンクを選択します。

トピック
• Amazon ECR のサービスにリンクされたロールがサポートされるリージョン (p. 99)
• レプリケーション用の Amazon ECR サービスにリンクされたロール (p. 99)
• プルスルーキャッシュの Amazon ECR サービスにリンクされたロール (p. 100)

Amazon ECR のサービスにリンクされたロールがサポートされ
るリージョン
Amazon ECR では、このサービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用がサポートされています。Amazon ECR リージョンの可用性については、「AWS リージョンとエン
ドポイント」を参照してください。

レプリケーション用の Amazon ECR サービスにリンクされた
ロール
Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールのアクセス許可

Amazon ECR は、サービスにリンクされた AWSServiceRoleForECRReplication という名前のロールを使
用します。これは、複数のアカウントにわたってイメージをレプリケートすることを Amazon ECR に許可
します。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForECRReplication ロールは、以下のサービスを信頼してロー
ルを引き受けます。

• replication.ecr.amazonaws.com

以下の ECRReplicationServiceRolePolicy ロールのアクセス許可ポリシーは、リソースに対して以
下のアクションを使用することを Amazon ECR に許可します。

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

Note

ReplicateImage は、Amazon ECR がレプリケーションに使用する内部 API で、直接呼び出す
ことはできません。

アクセス許可を設定して、IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) がサービスリンクロー
ルの作成、編集、削除を行うことを許可する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「サービスにリンクされたロールのアクセス許可」を参照してください。
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Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの作成

Amazon ECR サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management 
Console、AWS CLI、または AWS API でレジストリにレプリケーション設定を構成すると、Amazon ECR 
がサービスにリンクされたロールを作成します。

このサービスにリンクされたロールを削除した後に、そのロールを再作成する必要がある場合は、同じプ
ロセスを使用してアカウントでロールを再作成することができます。レジストリのレプリケーション設
定を構成すると、サービスにリンクされたロールAmazon ECR が Amazon ECR によって再度作成されま
す。

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの編集

Amazon ECR では、サービスにリンクされた AWSServiceRoleForECRReplication ロールを手動で削除す
ることはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロール
が参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール
の説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロール
の編集」を参照してください。

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングまたはメンテナンスされない未使
用のエンティティがなくなります。ただし、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには、すべ
てのリージョンでレジストリのレプリケーション設定を削除する必要があります。

Note

Amazon ECR サービスがロールを使用しているときにリソースを削除しようとすると、削除アク
ションが失敗することがあります。その場合は、数分待ってから再試行してください。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForECRReplication ロールが使用している Amazon 
ECR リソースを削除するには

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、レプリケーション設定が有効なリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ) を選択します。
4. [Private registry] (プライベートレジストリ) ページの [Replication configuration] (レプリケーション設

定) セクションで、[Edit] (編集) をクリックします。
5. すべてのレプリケーションルールを削除するには、[Delete all] (すべて削除) を選択します。このス

テップには確認が必要です。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされた
AWSServiceRoleForECRReplication ロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスリンクロールの削除」を参照してください。

プルスルーキャッシュの Amazon ECR サービスにリンクされた
ロール
Amazon ECRは、Amazon ECR がプルスルーキャッシュワークフローを使用してリポジトリにイメージを
プッシュするためのアクセス許可を付与する、AWSServiceRoleForECRPullThroughCache という名前の
サービスにリンクされたロールを使用します。
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Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールのアクセス許可

AWSServiceRoleForECRPullThroughCache サービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼して
ロールを引き受けます。

• pullthroughcache.ecr.amazonaws.com

次の AWSECRPullThroughCache_ServiceRolePolicy アクセス許可ポリシーは、サービスにリンクさ
れたロールにアタッチされ、Amazon ECR が次のアクションを使用するのを許可します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
   "ecr:GetAuthorizationToken", 
   "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
   "ecr:InitiateLayerUpload", 
   "ecr:UploadLayerPart", 
   "ecr:CompleteLayerUpload", 
   "ecr:PutImage" 
  ], 
  "Resource": "*" 
 }]
}

アクセス許可を設定して、IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) がサービスリンクロー
ルの作成、編集、削除を行うことを許可する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの作成

プルスルーキャッシュの Amazon ECR サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありま
せん。プライベートレジストリーのプルスルーキャッシュルールを AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS API に作成すると、Amazon ECR によって、サービスにリンクされたロールが作成され
ます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後に、そのロールを再作成する必要がある場合は、同じプ
ロセスを使用してアカウントでロールを再作成することができます。プライベートレジストリーのプルス
ルーキャッシュルールを作成すると、サービスにリンクされたロールがまだ存在しない場合は、Amazon 
ECR によって自動的に作成されます。

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの編集

Amazon ECR は、AWSServiceRoleForECRPullThroughCache サービスにリンクされたロールの手動での
編集を許可しません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロール
が参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール
の説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロール
の編集」を参照してください。

Amazon ECR でのサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、アクティブにモニタリングまたはメンテナンスされない未使
用のエンティティがなくなります。ただし、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには、すべ
てのリージョンでレジストリのプルスルーキャッシュルールを削除する必要があります。
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Note

Amazon ECR サービスがロールをまだ使用しているときにリソースを削除しようとすると、削除
アクションが失敗することがあります。その場合は、数分待ってから再試行してください。

AWSServiceRoleForECRPullThroughCache サービスリンクロールが使用している Amazon ECR 
リソースを削除するには

1. Amazon ECR コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecr/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、プルスルーキャッシュルールを作成するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Private registry] (プライベートレジストリ) を選択します。
4. [Private registry] (プライベートレジストリ) ページの [Pull through cache configuration] (プルスルー

キャッシュの設定) セクションで、[Edit] (編集) をクリックします。
5. 作成したプルスルーキャッシュルールごとに、ルールを選択し、[Delete rule] (ルールを削除) を選択し

ます。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForECRPullThroughCache
サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリ
ンクロールの削除」を参照してください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可
能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

リソースポリシー内では aws:SourceArn または aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、Amazon ECR が別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許可を制限することを
お勧めします。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn
を使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename:region:123456789012:* です。

aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場合は、両方
のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。

aws:SourceArn の値は ResourceDescription である必要があります。

次の例では、「混乱した代理」問題から保護しながら、Amazon ECR リポジトリポリシー内で
aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキーを使用して、その
サービスとの統合に必要なAmazon ECR APIアクションへの AWS CodeBuild のアクセスを許可する方法
を示しています。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
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   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"CodeBuildAccess", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"codebuild.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":[ 
            "ecr:BatchGetImage", 
            "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "ArnLike":{ 
               "aws:SourceArn":"arn:aws:codebuild:region:123456789012:project/project-name" 
            }, 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"123456789012" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Amazon Elastic Container Registry のアイデンティ
ティベースのポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon ECR リソースを作成または変更するアクセス許可が
ありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

Amazon ECR が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳
細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Elastic Container Registry のアクション、リ
ソース、および条件キー」を参照してください。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 103)
• Amazon ECR コンソールの使用 (p. 104)
• ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする (p. 105)
• 1 つの Amazon ECR リポジトリにアクセスする (p. 105)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon ECR リソースを作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
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ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon ECR コンソールの使用
Amazon Elastic Container Registry コンソールにアクセスするには、最小限の許可のセットが必要です。
これらのアクセス許可により、AWS アカウントの Amazon ECR リソースの詳細をリストおよび表示でき
ます。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリ
シーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

これらのエンティティが引き続き Amazon ECR コンソールを使用できるように、エンティティに
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly AWS 管理ポリシーをアタッチします。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:GetLifecyclePolicy", 
                "ecr:GetLifecyclePolicyPreview", 
                "ecr:ListTagsForResource", 
                "ecr:DescribeImageScanFindings" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

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

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

1 つの Amazon ECR リポジトリにアクセスする
この例では、AWS アカウントのユーザーに Amazon ECR リポジトリの 1 つである my-repo へのアクセ
スを付与します。また、ユーザーがイメージをプッシュ、プル、リスト表示できるようにします。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"ListImagesInRepository", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ecr:ListImages" 
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         ], 
         "Resource":"arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/my-repo" 
      }, 
      { 
         "Sid":"GetAuthorizationToken", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ecr:GetAuthorizationToken" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ManageRepositoryContents", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:UploadLayerPart", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:PutImage" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/my-repo" 
      } 
   ]
}

タグベースのアクセスコントロールを使用する
Amazon ECR CreateRepository API アクションでは、リポジトリ作成時にタグを指定することができま
す。詳細については、「プライベートリポジトリのタグ付け (p. 30)」を参照してください。

作成時にユーザーがリポジトリにタグ付けするには、そのリソースを作成するアクションを使用するため
のアクセス許可が必要です (例: ecr:CreateRepository)。タグがリソース作成アクションで指定されて
いる場合、Amazon は ecr:CreateRepository アクションで追加の認可を実行してユーザーがタグを作
成するアクセス許可を持っているかどうかを確認します。

タグベースのアクセスコントロールは、IAM ポリシーを介して使用できます。以下は例です。

次のポリシーによって、ユーザーは、key=environment,value=dev としてリポジトリを作成またはタ
グ付けすることのみ許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCreateTaggedRepository", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:CreateRepository" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/environment": "dev" 
                } 
            } 
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        }, 
        { 
            "Sid": "AllowTagRepository", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/environment": "dev" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のポリシーによって、すべてのリポジトリ (key=environment,value=prod としてタグ付けされてい
ない限り) へのユーザーアクセスが許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ecr:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ecr:*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ecr:ResourceTag/environment": "prod" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon Elastic Container Registry の アイデンティ
ティとアクセスのトラブルシューティング
次の情報は、Amazon ECR と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役
立ちます。

トピック
• Amazon ECR でアクションを実行する権限がない (p. 107)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 108)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon ECR リソースへのアクセスを許可した

い (p. 108)

Amazon ECR でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。
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次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な ecr:GetWidget アクセス
許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 ecr:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、ecr:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを許可
するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

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

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

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

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

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

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

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

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

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon ECR がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「Amazon Elastic Container 
Registry と IAM が連動するしくみ (p. 90)」を参照してください。

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

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

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
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• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon ECR でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、Amazon Elastic Container Service のデータ保護に適用されます。このモデルで
説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK 
を使用して Amazon ECS またはその他の AWS のサービス で作業する場合が含まれます。名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

トピック
• 保管中の暗号化 (p. 109)

保管中の暗号化
Amazon ECR は、Amazon ECR が管理する Amazon S3 バケットにイメージを保存します。デフォルト
では、Amazon ECR は、Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側暗号化を使用し、保管中の
データが AES-256 暗号化アルゴリズムで暗号化されます。これは、お客様によるアクションを必要とせ
ず、追加料金なしで提供されます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用したデータの保護」を参
照してください。

Amazon ECR リポジトリの暗号化をより詳細に制御するには、AWS Key Management Service に格納され
た KMS キー (AWS KMS) によるサーバー側の暗号化を使用できます。AWS KMS を使用してデータを暗
号化する場合、デフォルトのAWS マネージドキー (Amazon ECR によって管理)、または独自の KMS キー 
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(カスタマーマネージドキー) を指定します。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガ
イドの「Protecting Data Using Server-Side Encryption with KMS keys Stored in AWS KMS (SSE-KMS)」
を参照してください。

各 Amazon ECR リポジトリには、リポジトリの作成時に設定される暗号化設定があります。リポジトリご
とに異なる暗号化設定を使用できます。詳細については、「プライベートリポジトリを作成する (p. 21)」
を参照してください。

AWS KMS 暗号化が有効なリポジトリを作成すると、KMS キーを使用してリポジトリの内容が暗号化さ
れます。さらに、Amazon ECR は、Amazon ECR リポジトリを被付与者プリンシパルとして KMS キーに 
AWS KMS 許可を追加します。

Amazon ECR が AWS KMS と統合してレポジトリを暗号化および復号化する方法の高レベルの概要を以下
に示します。

1. リポジトリを作成するとき、Amazon ECR は AWS KMS への DescribeKey 呼び出しを使用して、暗号
化設定で指定された KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を検証および取得します。

2. Amazon ECR は 2 つの CreateGrant リクエストを AWS KMS に送信し、Amazon ECR がデータキーを
使用してデータを暗号化および復号化することを許可するための許可を KMS キーに作成します。

3. イメージをプッシュすると、イメージレイヤーとマニフェストの暗号化に使用する KMS キーを指定す
る AWS KMS に GenerateDataKey リクエストが作成されます。

4. AWS KMS は新しいデータキーを生成し、指定された KMS でデータキーを暗号化して送信し、イメー
ジレイヤーメタデータとイメージマニフェストと共に保存します。

5. イメージをプルすると、Decrypt リクエストが AWS KMS に作成され、暗号化されたデータキーが指定
されます。

6. AWS KMS は、暗号化されたデータキーを復号して Amazon S3 に送信します。
7. データキーは、イメージレイヤーをプルする前にイメージレイヤーを復号化するために使用されます。
8. リポジトリを削除すると、Amazon ECR は 2 つの RetireGrant リクエストを AWS KMS に送信し、リ

ポジトリに対して作成された許可を使用停止します。

考慮事項
Amazon ECR で AWS KMS 暗号化を使用する際には、以下の点を考慮する必要があります。

• KMS 暗号化を使用して Amazon ECR リポジトリを作成し、KMS キーを指定しない場合、Amazon ECR 
は、デフォルトでエイリアス aws/ecr を含む AWS マネージドキー を使用します。この KMS キー
は、KMS 暗号化を有効にしたリポジトリを初めて作成するときに、アカウントに作成されます。

• 独自の KMS キーで KMS 暗号化を使用する場合、そのキーはリポジトリと同じリージョンに存在する必
要があります。

• お客様の代わりに Amazon ECR が作成する許可は取り消さないでください。アカウントで AWS KMS 
キーを使用するアクセス許可を Amazon ECR に付与する許可を取り消した場合、Amazon ECR は、こ
のデータへのアクセス、レポジトリにプッシュされた新しいイメージの暗号化、およびプルされたイ
メージの復号化を行うことができなくなります。Amazon ECR の許可を取り消すと、変更がすぐに適用
されます。アクセス権限を取り消すには、許可を取り消すのではなく、リポジトリを削除します。リポ
ジトリを削除すると、Amazon ECR がユーザーに代わって許可を取り消します。

• AWS KMS キーの使用に関連するコストがあります。詳細については、AWS Key Management Service 
料金表を参照してください。

必要な IAM 許可
AWS KMS を使用するサーバー側の暗号化が有効な Amazon ECR リポジトリを作成または削除する場合、
必要なアクセス許可は、使用する特定の KMS キーに応じて異なります。
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Amazon ECR に AWS マネージドキー を使用する場合に必要な IAM アクセス許
可

デフォルトでは、Amazon ECR リポジトリで AWS KMS 暗号化が有効化されていて、KMS キーが指定さ
れていない場合、Amazon ECRの AWS マネージドキー が使用されます。Amazon ECR の AWS マネージ
ド KMS キーを使用してリポジトリを暗号化する場合、リポジトリを作成するアクセス許可を持つすべて
のプリンシパルは、リポジトリで AWS KMS 暗号化を有効にすることもできます。ただし、リポジトリを
削除する IAM プリンシパルには、kms:RetireGrant アクセス許可が必要です。これにより、リポジトリ
を作成したときに AWS KMS キーに追加された許可の使用停止が可能になります。

次の IAM ポリシーの例をインラインポリシーとしてユーザーに追加すると、暗号化が有効なリポジトリ
を削除するのに必要な最小限のアクセス許可がユーザーに付与されます。リポジトリの暗号化に使用する 
KMS キーは、リソースパラメータを使用して指定できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "ecr-kms-permissions", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccessToRetireTheGrantsAssociatedWithTheKey", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:RetireGrant" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/b8d9ae76-080c-4043-92EXAMPLE" 
        } 
    ]
}

カスタマーマネージドキーを使用する場合に必要な IAM アクセス許可

カスタマーマネージドキーを使用して有効化された AWS KMS 暗号化でリポジトリを作成する場合、KMS 
キーポリシーと、リポジトリを作成するユーザーまたはロールの IAM ポリシーの両方に必要なアクセス許
可があります。

独自の KMS キーを作成する場合、AWS KMS が作成するデフォルトのキーポリシーを使用するか、独自
のキーポリシーを指定することができます。カスタマーマネージドキーをアカウント所有者が引き続き管
理できるようにするには、KMS キーのキーポリシーでは、アカウントのルートユーザーのすべての AWS 
KMS アクションを許可する必要があります。追加のスコープ付きアクセス許可をキーポリシーに追加す
ることもできますが、少なくともルートユーザーには KMS キーを管理するためのアクセス許可が必要で
す。Amazon ECR から実行されるリクエストにのみ KMS を使用するには、kms:ViaService 条件キーを
ecr.<region>.amazonaws.com 値で使用できます。

次のキーポリシー例は、KMS キーを所有する AWS アカウント (ルートユーザー) に KMS へのフルアクセ
スを付与します。このキーポリシーの例の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパー
ガイドの「AWS アカウントへのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有効にする」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "ecr-key-policy", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnableIAMUserPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
            }, 
            "Action": "kms:*", 
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            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

リポジトリを作成する IAM ユーザー、IAM ロール、または AWS アカウントには、必要な Amazon ECR 
アクセス許可に加えて、kms:CreateGrant、kms:RetireGrant、および kms:DescribeKey アクセス
許可が必要です。

Note

リポジトリを作成するユーザーまたはロールの IAM ポリシーに kms:RetireGrant アクセ
ス許可を追加する必要があります。kms:CreateGrant と kms:DescribeKey のアクセス
許可は、KMS キーのキーポリシー、またはリポジトリを作成するユーザーまたはロールの 
IAM ポリシーに追加できます。AWS KMS アクセス許可のしくみの詳細については、AWS Key 
Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS API アクセス権限: アクションとリソー
スのリファレンス」を参照してください。

次の IAM ポリシーの例をインラインポリシーとしてユーザーに追加すると、暗号化が有効なリポジトリの
作成、および作業が終了したときにリポジトリの削除を行うのに必要な最小限のアクセス許可がユーザー
に付与されます。リポジトリの暗号化に使用する AWS KMS key は、リソースパラメータを使用して指定
できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "ecr-kms-permissions", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": 
 "AllowAccessToCreateAndRetireTheGrantsAssociatedWithTheKeyAsWellAsDescribeTheKey", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:RetireGrant", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/b8d9ae76-080c-4043-92EXAMPLE" 
        } 
    ]
}

リポジトリの作成時にコンソールに KMS キーを一覧表示できるようにする

Amazon ECR コンソールを使用してリポジトリを作成すると、リポジトリの暗号化を有効にするときに、
ユーザーがリージョンでカスタマーマネージド KMS キーを一覧表示するアクセス許可を付与できます。
次の IAM ポリシーの例は、コンソールを使用するときに KMS キーとエイリアスを一覧表示するために必
要なアクセス許可を示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kms:ListKeys", 
      "kms:ListAliases", 
      "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
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}

AWS KMS と Amazon ECR のインタラクションのモニタリング
AWS CloudTrail を使用して、ユーザーに代わって Amazon ECR が AWS KMS に送信するリクエストを追
跡できます。CloudTrail ログのログエントリには、より簡単に識別できるように暗号化コンテキストキー
が含まれています。

Amazon ECR 暗号化コンテキスト

暗号化コンテキスト は、任意非シークレットデータを含むキーと値のペアのセットです。データを暗号
化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化された
データに暗号化してバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要があり
ます。

AWS KMS に対するその GenerateDataKey と Decrypt リクエストでは、Amazon ECR は、使用するリ
ポジトリと Amazon S3 バケットを識別する名前と値の 2 つのペアを含む暗号化コンテキストを使用しま
す。これは次の例で示されます。名前は変わりませんが、組み合わされた暗号化コンテキストの値は、値
ごとに異なります。

"encryptionContext": { 
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::us-west-2-starport-manifest-bucket/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-
ba987BUCKET1/sha256:a7766145a775d39e53a713c75b6fd6d318740e70327aaa3ed5d09e0ef33fc3df", 
    "aws:ecr:arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/repository-name"
}

暗号化コンテキストを使用して、AWS CloudTrail や Amazon CloudWatch Logs などの監査レコードやロ
グで、ポリシーや許可の認可の条件として、これらの暗号化オペレーションを識別できます。

Amazon ECR 暗号化コンテキストは、2 つの名前と値のペアで構成されます。

• aws:s3:arn – バケットを識別する最初の名前と値のペア。キーは、aws:s3:arn です。値は、Amazon 
S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN)です。

"aws:s3:arn": "ARN of an Amazon S3 bucket"

たとえば、バケットの ARN が arn:aws:s3:::us-west-2-starport-
manifest-bucket/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987BUCKET1/
sha256:a7766145a775d39e53a713c75b6fd6d318740e70327aaa3ed5d09e0ef33fc3df の場
合、暗号化コンテキストには次のペアが含まれます。

"arn:aws:s3:::us-west-2-starport-manifest-bucket/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987BUCKET1/
sha256:a7766145a775d39e53a713c75b6fd6d318740e70327aaa3ed5d09e0ef33fc3df"

• aws:ecr:arn – リポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) を識別する 2 番目の名前と値のペア。キー
は、aws:ecr:arn です。値は、リポジトリの ARNです。

"aws:ecr:arn": "ARN of an Amazon ECR repository"

たとえば、リポジトリの ARN が arn:aws:ecr:us-
west-2:111122223333:repository/repository-name の場合、暗号化コンテキストには次のペ
アが含まれます。

"aws:ecr:arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/repository-name"
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トラブルシューティング
コンソールで Amazon ECR リポジトリを削除するときに、リポジトリが正常に削除されても、Amazon 
ECR がリポジトリの KMS キーに追加された許可を使用停止できない場合、次のエラーが表示されます。

The repository [{repository-name}] has been deleted successfully but the grants created by 
 the kmsKey [{kms_key}] failed to be retired

この問題が発生した場合は、リポジトリの AWS KMS 許可を自分で使用停止できます。

リポジトリの AWS KMS 許可を手動で使用停止するには

1. リポジトリに使用されている AWS KMS キーの許可を一覧表示します。key-id 値は、コンソール
に表示されるエラーに含まれています。list-keys コマンドを使用して、アカウントの特定のリー
ジョンの AWS マネージドキー とカスタマーマネージド KMS キーを表示することもできます。

aws kms list-grants \ 
     --key-id b8d9ae76-080c-4043-9237-c815bfc21dfc 
     --region us-west-2

出力には、リポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) を含む EncryptionContextSubset
が含まれます。これを使用して、使用停止にするのがキーに追加されたどの許可かを特定できま
す。GrantId 値は、次のステップで許可を使用停止するときに使用します。

2. リポジトリに追加された AWS KMS キーの各許可を使用停止します。以前のステップの出力の許可の 
ID で GrantId の値を置き換えます。

aws kms retire-grant \ 
     --key-id b8d9ae76-080c-4043-9237-c815bfc21dfc \ 
     --grant-id GrantId \ 
     --region us-west-2

Amazon Elastic Container Registry のコンプライア
ンス検証

サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として Amazon 
Elastic Container Registry のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、HIPAA などを含みます。

特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる範囲内の AWS サービス」「」 を参照してください。一般的な情報については、「AWS 
コンプライアンスプログラム」「」「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact 内のレポートのダウンロード」「」を参照してください。

Amazon ECR を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプ
ライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。

• 「セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド」「」 – これらのデプロイガイドには、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベース
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。
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• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Elastic Container Registry のインフラスト
ラクチャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon Elastic Container Registry は、アマゾン ウェブ サービス : セキュリ
ティプロセスの概要ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順
で保護されています。

AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon ECR にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon ECR 
ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づく制限を
含めることができます。また、Amazon ECR ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを管理することもできます。これによ
り、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの Amazon ECR リソースへのネットワークアク
セスが分離されます。詳細については、「Amazon ECR インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink) (p. 115)」を参照してください。

Amazon ECR インターフェイス VPC エンドポイント 
(AWS PrivateLink)
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon ECR を設定することで、VPC のセ
キュリティ体制を強化できます。VPC エンドポイントは、プライベート IP アドレスを介して Amazon 
ECR API にプライベートにアクセスできるテクノロジーである AWS PrivateLink を使用していま
す。AWSPrivateLink は、VPC と Amazon ECRの 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon 
ネットワークに限定します。インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、または仮想プライベートゲー
トウェイは必要ありません。

AWS PrivateLink と VPC エンドポイントの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エン
ドポイント」を参照してください。

Amazon ECR VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon ECR の VPC エンドポイントを設定する前に、以下の考慮事項に注意してください。
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• Amazon EC2 インスタンスでホストされる Amazon ECS タスクで Amazon ECR からプライベートイ
メージをプルするには、Amazon ECS 用のインターフェイス VPC エンドポイントも作成する必要があ
ります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「インターフェイス 
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

Important

Fargate でホストされる Amazon ECS タスクでは、Amazon ECS インターフェイス VPC エン
ドポイントは必要ありません。

• Linux プラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用する Fargate でホストされる Amazon ECS タス
クの場合、この機能を活用するために必要なのは、com.amazonaws.region.ecr.dkr Amazon ECR VPC 
エンドポイントと Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントのみです。

• Linux プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用する Fargate でホストされる Amazon 
ECS タスクの場合、この機能を活用するには、com.amazonaws.region.ecr.dkr と
com.amazonaws.region.ecr.api の両方の Amazon ECR VPC エンドポイントに加えて、Amazon S3 
ゲートウェイエンドポイントが必要です。

• Windows プラットフォームバージョン 1.0.0 以降を使用する Fargate でホストされる 
Amazon ECS タスクの場合、この機能を活用するには、com.amazonaws.region.ecr.dkr と
com.amazonaws.region.ecr.api の両方の Amazon ECR VPC エンドポイントに加えて、Amazon S3 
ゲートウェイエンドポイントが必要です。

• Amazon ECR からコンテナイメージをプルする Fargate でホストされる Amazon ECS タスクでは、条
件キーをタスクのタスク実行 IAM ロールに追加することによって、タスクが使用する特定の VCP への
アクセス、およびサービスが使用する VPC エンドポイントへのアクセスを制限することができます。詳
細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「インターフェイスエンドポイ
ントを介して Amazon ECR をプルする Fargate タスクの最適な IAM アクセス許可」を参照してくださ
い。

• Fargate でホストされ、Amazon ECR からコンテナイメージをプルし、awslogs ログドライバーを使用
して CloudWatch Logs にログ情報を送信する Amazon ECS タスクには、CloudWatch Logs VPC エンド
ポイントが必要です。詳細については、「CloudWatch Logs エンドポイントを作成する (p. 119)」を
参照してください。

• VPCエンドポイントにアタッチされたセキュリティグループでは、VPCのプライベートサブネットか
ら、ポート443で着信接続を許可する必要があります。

• 現在、VPC エンドポイントはクロスリージョンリクエストをサポートしていません。Amazon ECR に
対して API コールを発行するリージョンと同じリージョンに VPC エンドポイントを作成してくださ
い。

• 現在、VPC エンドポイントは Amazon ECR パブリックリポジトリをサポートしていません。プルス
ルーキャッシュルールを使用して、VPC エンドポイントと同じリージョンにあるプライベートリポジ
トリでパブリックイメージをホストすることを検討してください。詳しくは、「プルスルーキャッシュ
ルールの使用 (p. 41)」を参照してください。

• VPC エンドポイントは、Amazon Route 53 を経由で AWS が提供する DNS のみをサポートします。独
自の DNS を使用したい場合は、条件付き DNS 転送を使用できます。詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「DHCP Options Sets」を参照してください。

• コンテナに Amazon S3 への既存の接続がある場合、Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを追加す
ると接続が一時的に中断される場合があります。この中断を回避するには、Amazon S3 ゲートウェイエ
ンドポイントを使用する新しい VPC を作成してから、Amazon ECS クラスターとそのコンテナを新し
い VPC に移行します。

• 初めてプルスルーキャッシュルールを使用してイメージをプルするとき、AWS PrivateLink を使って、
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon ECR を設定した場合、NAT ゲート
ウェイを使用して、同じ VPC 内にパブリックサブネットを作成し、プルが機能するように、プライ
ベートサブネットから NAT ゲートウェイへのすべてのアウトバウンドトラフィックをインターネットに
ルーティングする必要があります。その後のイメージプルでは、これは必要ありません。詳細について
は、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ: プライベートサブネットからインター
ネットにアクセスする」を参照してください。
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Windows イメージに関する考慮事項

Windows オペレーティングシステムに基づくイメージには、ライセンスによって配布が制限されている
アーティファクトが含まれます。デフォルトでは、Windows イメージを Amazon ECR リポジトリにプッ
シュすると、これらのアーティファクトを含むレイヤーは外部レイヤーと見なされるため、プッシュされ
ません。アーティファクトが Microsoft によって提供されている場合、外部レイヤーは Microsoft Azure イ
ンフラストラクチャから取得されます。このため、コンテナがこれらの外部レイヤーを Azure からプルで
きるようにするには、VPC エンドポイントを作成する以外に、追加のステップが必要です。

Docker デーモンの --allow-nondistributable-artifacts フラグを使用して、Windowsイメージを 
Amazon ECR にプッシュするときに、この動作をオーバーライドすることができます。有効にすると、こ
のフラグはライセンスされたレイヤーを Amazon ECR にプッシュします。これにより、Azure への追加ア
クセスを必要とすることなく、これらのイメージを VPC エンドポイント経由で Amazon ECR からプルす
ることができます。

Important

この --allow-nondistributable-artifacts フラグを使用しても、Windows コンテナベー
スイメージライセンスの条項に従う義務が排除されるわけではありません。したがって、パブ
リックまたはサードパーティーによる再配布のために Windows コンテンツを投稿することはでき
ません。お客様自身の環境内での使用は許可されています。

Docker インストールでこのフラグを使用できるようにするには、Docker デーモン設定ファイルを変更す
る必要があります。通常は Docker インストールに応じて、[Docker エンジン] セクションの設定または環
境設定メニューで設定するか、直接 C:\ProgramData\docker\config\daemon.json ファイルを編集
できます。

以下に示しているのは、必要な設定の例です。イメージをプッシュするリポジトリ URI に値を置き換えま
す。

{ 
    "allow-nondistributable-artifacts": [ 
        "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com" 
    ]
}

Docker デーモン設定ファイルを変更したら、イメージをプッシュする前に Docker デーモンを再起動する
必要があります。ベースレイヤーがリポジトリにプッシュされたことを確認して、プッシュが成功したこ
とを確認します。

Note

Windows イメージのベースレイヤーは大きくなります。レイヤーサイズにより、プッシュ時間
が長くなり、Amazon ECR でのこれらのイメージのストレージコストが増大します。これらの
理由から、このオプションは、構築時間と継続的なストレージコストを削減することが厳密に要
求される場合にのみ使用することをお勧めします。例えば、mcr.microsoft.com/windows/
servercore イメージを Amazon ECR で圧縮すると、約 1.7 GiB のサイズになります。

Amazon ECR の VPC エンドポイントを作成する
Amazon ECR サービスの VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
フェイスエンドポイント作成の手順を使用します。

Amazon EC2 インスタンスでホストされる Amazon ECS タスクの場合、Amazon ECR エンドポイントと 
Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントの両方が必要です。

プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用する Fargate でホストされる Amazon ECS タスクの場
合、Amazon ECR VPC エンドポイントと Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントの両方が必要です。
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プラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用する Fargate でホストされる Amazon ECS タスクの場
合、必要なのは com.amazonaws.region.ecr.dkr Amazon ECR VPC エンドポイントと Amazon S3 ゲー
トウェイエンドポイントのみです。

Note

エンドポイントが作成される順序は重要ではありません。

com.amazonaws.region.ecr.dkr

このエンドポイントは、Docker Registry API に使用されます。push や pull などの Docker クライア
ントコマンドでは、このエンドポイントが使用されます。

このエンドポイントを作成する際に、プライベート DNS ホスト名を有効にする必要があります。 こ
れを行うには、VPC エンドポイントを作成するときに、Amazon VPC コンソールで [プライベート 
DNS 名を有効にする] オプションが選択されていることを確認します。

com.amazonaws.region.ecr.api
Note

指定する region は、米国東部 (オハイオ) リージョンの us-east-2 のように、Amazon 
ECR でサポートされている AWS リージョンのリージョン識別子を表します。

このエンドポイントは、Amazon ECR API への呼び出しに使用されます。DescribeImages や
CreateRepository などの API アクションは、このエンドポイントに移動します。

このエンドポイントを作成すると、プライベート DNS ホスト名を有効にするオプションが使用可能
になります。VPC エンドポイントの作成時に VPC コンソールで [プライベート DNS 名を有効にする] 
を選択して、この設定名を有効にします。VPC エンドポイントでプライベート DNS ホスト名を有効
にする場合は、SDK または AWS CLI を使用する際にエンドポイント URL を指定しなくてもいいよう
に、SDK または AWS CLI を最新バージョンに更新します。

プライベート DNS ホスト名が有効で SDK または AWS CLI の 2019 年 1 月 24 日以前にリリースさ
れたバージョンを使用している場合は、--endpoint-url パラメータを使用してインターフェイス
のエンドポイントを指定する必要があります。 次の例は、エンドポイント URL の形式を示していま
す。

aws ecr create-repository --repository-name name --endpoint-url https://
api.ecr.region.amazonaws.com

VPC エンドポイントでプライベート DNS ホスト名を有効にしない場合は、インターフェイスエンド
ポイントで VPC エンドポイント ID を指定する --endpoint-url パラメータを使用する必要があり
ます。次の例は、エンドポイント URL の形式を示しています。

aws ecr create-repository --repository-name name --endpoint-url 
 https://VPC_endpoint_ID.api.ecr.region.vpce.amazonaws.com

Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成する
Amazon ECS タスクで Amazon ECR からプライベートイメージをプルするには、Amazon S3 のゲート
ウェイエンドポイントを作成する必要があります。Amazon ECR は Amazon S3 を使用してイメージレイ
ヤーを保存するため、ゲートウェイエンドポイントが必要です。Amazon ECR からイメージをダウンロー
ドするコンテナは、Amazon ECR にアクセスしてイメージマニフェストを取得してから Amazon S3 にア
クセスして実際のイメージレイヤーをダウンロードする必要があります。 各 Docker イメージのレイヤー
を含む Amazon S3 バケットの Amazon リソースネーム (ARN) を以下に示します。

arn:aws:s3:::prod-region-starport-layer-bucket/*
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Amazon ECR に以下の Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成するには、Amazon VPC ユーザー
ガイドのゲートウェイエンドポイントの作成手順を使用します。エンドポイントを作成するときは、必ず 
VPC のルートテーブルを選択してください。

com.amazonaws.region.s3

Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントは IAM ポリシードキュメントを使用してサービスへのア
クセスを制限します。 このポリシーには、タスクの IAM ロールまたはその他の IAM ユーザーポリ
シーに設定された制限が引き続き優先して適用されるので、フルアクセスポリシーを使用できま
す。Amazon S3 バケットアクセスを Amazon ECR を使用するための最小限のアクセス許可に制限す
る場合は、「Amazon ECR の最小 Amazon S3 バケットアクセス許可 (p. 119)」を参照してくださ
い。

Amazon ECR の最小 Amazon S3 バケットアクセス許可

Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントは IAM ポリシードキュメントを使用してサービスへのアクセス
を制限します。 Amazon ECR に最低限の Amazon S3 バケットアクセス許可のみを許可するには、エンド
ポイントの IAM ポリシードキュメントを作成するときに Amazon ECR が使用する Amazon S3 バケット
へのアクセスを制限します。

次の表は、Amazon ECR に必要な Amazon S3 バケットポリシーアクセス許可を示しています。

許可 説明

arn:aws:s3:::prod-region-starport-
layer-bucket/*

各 Docker イメージのレイヤーを含む Amazon 
S3 バケットへのアクセスを提供します。米国東
部 (オハイオ) リージョンの us-east-2 のよう
に、Amazon ECR でサポートされている AWS 
リージョンのリージョン識別子を表します。

例

以下の例は、Amazon ECR オペレーションに必要な Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する方法を
示しています。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::prod-region-starport-layer-bucket/*"] 
    } 
  ]
}

CloudWatch Logs エンドポイントを作成する
Fargate 起動タイプを使用し、インターネットゲートウェイなしで VPC を使用する一方で、awslogs ロ
グドライバーを使用してログ情報を CloudWatch に送信する Amazon ECS タスクの場合、CloudWatch 
Logs の com.amazonaws.region.logs インターフェイス VVPC エンドポイントを作成する必要がありま
す。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイ
ントでの CloudWatch Logs の使用」を参照してください。
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Amazon ECR VPC エンドポイントのエンドポイントポリシーを
作成する
VPC評価項目ポリシーは、評価項目の作成時または変更時に評価項目に加える国際機械技術者協会
（IAM）のリソースポリシーです。エンドポイントの作成時にポリシーをアタッチしないと、サービスへ
のフルアクセスを許可するデフォルトのポリシーが AWS によって自動的にアタッチされます。エンドポ
イントポリシーは、 ユーザーポリシーやサービス固有のポリシーを上書き、または置き換えません。こ
れは、評価項目から指定されたサービスへのアクセスを制御するための別のポリシーです。評価項目のポ
リシーは、JSON形式で記載する必要があります。詳細については、「Amazon VPCユーザーガイド」の
「VPC評価項目によるサービスのアクセス制御」を参照してください。

1 つの IAM リソースポリシーを作成し、両方の Amazon ECR VPC エンドポイントにアタッチすることを
お勧めします。

Amazon ECR API のエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーは、特定の IAM ロールが 
Amazon ECR からイメージをプルできるようにします。

{ 
 "Statement": [{ 
  "Sid": "AllowPull", 
  "Principal": { 
   "AWS": "arn:aws:iam::1234567890:role/role_name" 
  }, 
  "Action": [ 
   "ecr:BatchGetImage", 
   "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                    "ecr:GetAuthorizationToken" 
  ], 
  "Effect": "Allow", 
  "Resource": "*" 
 }]
}

次のエンドポイントポリシーの例では、指定されたリポジトリが削除されないようにしています。

{ 
 "Statement": [{ 
   "Sid": "AllowAll", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "*", 
   "Effect": "Allow", 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "PreventDelete", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "ecr:DeleteRepository", 
   "Effect": "Deny", 
   "Resource": "arn:aws:ecr:region:1234567890:repository/repository_name" 
  } 
 ]
}

次のエンドポイントポリシーの例では、前述の 2 つの例を 1 つのポリシーにまとめています。

{ 
 "Statement": [{ 
   "Sid": "AllowAll", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": "*", 
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   "Action": "*", 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "PreventDelete", 
   "Effect": "Deny", 
   "Principal": "*", 
   "Action": "ecr:DeleteRepository", 
   "Resource": "arn:aws:ecr:region:1234567890:repository/repository_name" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowPull", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::1234567890:role/role_name" 
   }, 
   "Action": [ 
    "ecr:BatchGetImage", 
    "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                          "ecr:GetAuthorizationToken" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

Amazon ECR の VPC エンドポイントポリシーを変更するには

1. Amazon VPCコンソール(https://console.aws.amazon.com/vpc/)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. Amazon ECR の VPC エンドポイントをまだ作成していない場合は、「Amazon ECR の VPC エンド

ポイントを作成する (p. 117)」を参照してください。
4. ポリシーを追加する Amazon ECR VPC エンドポイントを選択し、画面の下部にある [ポリシー] タブ

を選択します。
5. [ポリシーの編集] を選択してポリシーを変更します。
6. [保存] を選択してポリシーを保存します。
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Amazon ECR のモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して Amazon ECR API の使用状況をモニタリングすることで、Amazon ECR 
から raw データを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。こ
れらの統計情報は 2 週間記録されるため、履歴情報にアクセスして API の使用状況を的確に把握できま
す。Amazon ECR のメトリクスデータは 1 分間隔で自動的に CloudWatch に送信されます。CloudWatch 
の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

Amazon ECR には、認可、イメージプッシュ、およびイメージプルアクションの API の使用状況に基づい
たメトリクスが用意されています。

モニタリングは、Amazon ECR および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持
する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、デバッグしやすくなるように、AWS 
ソリューションを構成するリソースからモニタリングデータを収集することをお勧めします。ただ
し、Amazon ECR のモニタリングを開始する前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリング計画
を作成する必要があります。

• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?

次のステップでは、さまざまなタイミングと負荷条件でパフォーマンスを測定することにより、お客様の
環境で通常の Amazon ECR のパフォーマンスのベースラインを確定します。Amazon ECR のモニタリン
グでは、過去のモニタリングデータを保存し、新しいパフォーマンスデータと比較することで、パフォー
マンスの通常パターンと異常パターンを特定し、問題に対処する方法を考案できます。

トピック
• サービスクォータの可視化とアラームの設定 (p. 122)
• Amazon ECR 使用状況メトリクス (p. 123)
• Amazon ECR 使用状況レポート (p. 124)
• Amazon ECR リポジトリメトリクス (p. 124)
• Amazon ECR イベントと EventBridge (p. 126)
• AWS CloudTrail で Amazon ECR アクションをログに記録する (p. 128)

サービスクォータの可視化とアラームの設定
CloudWatch コンソールを使用して、サービスクォータを可視化し、サービスクォータと照らして現在の
使用状況を確認できます。クォータに近づいたときに通知されるようにアラームを設定することもできま
す。

サービスクォータを可視化し、オプションでアラームを設定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブで [Usage] (使用状況) を選択し、[By AWS Resource] (AWS リ

ソース別) を選択します。
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サービスクォータ使用状況メトリクスのリストが表示されます。
4. いずれかのメトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。

グラフには、その AWS リソースの現在の使用状況が表示されます。
5. サービスクォータをグラフに追加するには、次の手順を実行します。

a. [グラフ化したメトリクス] タブを選択します。
b. [Math expression (数式)]、[Start with an empty expression (空の式で開始)] の順に選択します。次

に、新しい行の [Details (詳細)] に「SERVICE_QUOTA(m1)」と入力します。

グラフに新しい行が追加され、メトリクスで表されるリソースのサービスクォータが表示されま
す。

6. 現在の使用状況をクォータの割合として表示するには、新しい式を追加するか、現在の 
[SERVICE_QUOTA] 式を変更します。新しい式には、m1/60/SERVICE_QUOTA(m1)*100 を使用し
ます。

7. （オプション）サービスクォータに近づいた場合に通知するアラームを設定するには、次の手順を実
行します。

a. m1/60/SERVICE_QUOTA(m1)*100 行の [Actions (アクション)] で、アラームアイコンを選択し
ます。それはベルのように見えます。

アラーム作成ページが表示されます。
b. [Conditions (条件)] で、[Threshold type (しきい値の種類)] が [Static (静的)] で、[Whenever 

Expression1 is (式 1)] が [Greater (大きい)] に設定されていることを確認します。[than (以上)] に
「80」と入力します。これにより、使用量がクォータの 80% を超えたときに ALARM 状態にな
るアラームが作成されます。

c. [Next] (次へ) をクリックします。
d. 次のページで、Amazon SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。このトピッ

クは、アラームが ALARM 状態になったときに通知されます。続いて、[Next] (次へ) を選択しま
す。

e. 次のページで、アラームの名前と説明を入力し、[Next] (次へ) を選択します。
f. [アラームの作成] を選択します。

Amazon ECR 使用状況メトリクス
CloudWatch 使用状況メトリクスを使用して、アカウントのリソースの使用状況を把握できます。これら
のメトリクスを使用して、CloudWatch グラフやダッシュボードで現在のサービスの使用状況を可視化で
きます。

Amazon ECR 使用状況メトリクスは、AWS のサービスクォータに対応しています。使用量がサービス
クォータに近づいたときに警告するアラームを設定することもできます。Amazon ECR のサービスの
クォータの詳細については、「Amazon ECR のサービスクォータ (p. 137)」を参照してください。

Amazon ECR は、AWS/Usage 名前空間に以下のメトリクスを公開します。

メトリクス 説明

CallCount アカウントからの API アクションの呼び出し回数。リソースは、メ
トリクスに関連付けられたディメンションによって定義されます。

このメトリクスの最も便利な統計は SUM であり、定義した期間中の
すべての寄稿者からの値の合計を表します。
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次のディメンションは、Amazon ECR によって発行される使用状況メトリクスを絞り込むために使用され
ます。

ディメンション 説明

Service リソースを含む AWS のサービスの名前。Amazon ECR 使用状況メ
トリクスの場合、このディメンションの値は ECR です。

Type 報告されるエンティティタイプ。現在、Amazon ECR 使用状況メト
リクスの有効な値は API のみです。

Resource 実行中のリソースタイプ。現在、Amazon ECR は以下の API アク
ションの API の使用状況に関する情報を返します。

• GetAuthorizationToken
• BatchCheckLayerAvailability
• InitiateLayerUpload
• UploadLayerPart
• CompleteLayerUpload
• PutImage
• BatchGetImage
• GetDownloadUrlForLayer

Class 追跡されているリソースのクラス。現在、Amazon ECR はクラス
ディメンションを使用していません。

Amazon ECR 使用状況レポート
AWS は、Amazon ECR リソースのコストおよび使用量を分析できる、Cost Explorer と呼ばれる無料のレ
ポートツールを提供します。

Cost Explorer を使用して、使用状況とコストのグラフを表示します。過去 13 か月からデータを表示で
き、また次の 3 か月間にどのくらい使用する可能性があるかを予測します。時間の経過に伴う AWS リ
ソースの使用量パターンを確認して、さらに照会が必要な分野を識別し、コストの把握に役立つ傾向を確
認するには、Cost Explorer を使用します。データの時間範囲を指定したり、時間データを日または月ごと
に表示したりもできます。

コストおよび使用状況レポートの計測データには、すべての Amazon ECR リポジトリの使用状況が示され
ます。詳細については、「請求用のリソースにタグを付ける (p. 31)」を参照してください。

AWS のコストと使用状況レポートの作成の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「AWS コスト
と使用状況レポートとは」を参照してください。

Amazon ECR リポジトリメトリクス
Amazon ECR はリポジトリのプルカウントメトリクスを Amazon CloudWatch に送信します。Amazon 
ECR のメトリクスデータは 1 分間隔で自動的に CloudWatch に送信されます。CloudWatch の詳細につい
ては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• CloudWatch メトリクスの有効化 (p. 125)
• 使用できるメトリクスとディメンション (p. 125)
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• Amazon ECR メトリクスの表示 (p. 125)

CloudWatch メトリクスの有効化
Amazon ECR は、すべてのリポジトリのリポジトリメトリクスを自動的に送信します。手動の手順を実行
する必要はありません。

使用できるメトリクスとディメンション
以下のセクションでは、 Amazon ECR が Amazon CloudWatchに送信するメトリクスとディメンションを
一覧表示しています。

Amazon ECR メトリクス
Amazon ECR には、リポジトリをモニタリングするためのメトリクスが用意されています。プルカウント
を測定できます。

AWS/ECR 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

RepositoryPullCount

リポジトリ内のイメージのプルの総数。

有効なディメンション: RepositoryName。

有効な統計: 平均、最小、最大、合計、サンプル数。最も有用な統計は Sum です。

単位: 整数。

Amazon ECR メトリクスのディメンション
Amazon ECR メトリクスは AWS/ECR 名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリクスを提供して
います。

RepositoryName

このディメンションは、指定したリポジトリのすべてのコンテナイメージに対してリクエストした
データをフィルターします。

Amazon ECR メトリクスの表示
CloudWatch コンソールで Amazon ECR レポジトリメトリクスを表示できます。CloudWatch コンソール
は、リポジトリの詳細でカスタマイズ可能な表示を提供します。

CloudWatch コンソールを使用して Amazon ECR メトリクスを
表示するには
Amazon ECR レポジトリメトリクスは、CloudWatch コンソールで表示できます。コンソールでは 
Amazon ECR メトリクスの最も詳細なビューを表示できます。必要に応じてこのビューをカスタマイズで
きます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

CloudWatch コンソールでメトリクスを表示する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[メトリクス]、[すべてのメトリクス] を選択します。
3. リポジトリの [参照] タブの [AWS 名前空間] で [ECR] を選択します。
4. 表示するメトリクスを選択します。リポジトリメトリクスは、[ECR > リポジトリメトリクス] として

スコープされます。

Amazon ECR イベントと EventBridge
Amazon EventBridge を使用すると、AWS サービスを自動化して、アプリケーションの可用性の問題やリ
ソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。AWS のサービスからのイベントは、ほぼ
リアルタイムに EventBridge に提供されます。簡単なルールを作成し、ルールで対象とするイベントを指
定し、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを含めることができます。自動的
にトリガーできるオペレーションには、以下が含まれます。

• CloudWatch Logs のロググループへのイベントの追加
• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon EC2 Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge の開始方法」を参照して
ください 。

Amazon ECR のサンプルイベント
以下に、Amazon ECR のイベントの例を示します。イベントは、ベストエフォートベースで出力されま
す。

完了したイメージプッシュのイベント

各イメージプッシュが完了すると、以下のイベントが送信されます。詳細については、「Docker イメージ
をプッシュする (p. 35)」を参照してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "13cde686-328b-6117-af20-0e5566167482", 
    "detail-type": "ECR Image Action", 
    "source": "aws.ecr", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-11-16T01:54:34Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "result": "SUCCESS", 
        "repository-name": "my-repository-name", 
        "image-digest": 
 "sha256:7f5b2640fe6fb4f46592dfd3410c4a79dac4f89e4782432e0378abcd1234", 
        "action-type": "PUSH", 
        "image-tag": "latest" 
    }
}

完了したイメージスキャンのイベント (ベーシックスキャン)
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レジストリでベーシックスキャンを有効にすると、各イメージスキャンが完了した際、以下のイベントが
送信されます。finding-severity-counts パラメータは、重要度レベルが存在する場合にのみ、その
値を返します。たとえば、イメージに CRITICAL レベルの結果が含まれていない場合、重要度のカウント
は返されません。詳細については、「ベーシックスキャン (p. 75)」を参照してください。

Note

拡張スキャンが有効なときに Amazon Inspector によって発行されるイベントの詳細について
は、EventBridge イベント (p. 71) を参照してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "85fc3613-e913-7fc4-a80c-a3753e4aa9ae", 
    "detail-type": "ECR Image Scan", 
    "source": "aws.ecr", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-10-29T02:36:48Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/my-repository-name" 
    ], 
    "detail": { 
        "scan-status": "COMPLETE", 
        "repository-name": "my-repository-name", 
        "finding-severity-counts": { 
        "CRITICAL": 10, 
        "MEDIUM": 9
      }, 
        "image-digest": 
 "sha256:7f5b2640fe6fb4f46592dfd3410c4a79dac4f89e4782432e0378abcd1234", 
        "image-tags": [] 
    }
}

拡張スキャンが有効なリソースについての変更通知のイベント (拡張スキャン)

レジストリで拡張スキャンが有効になっている場合、拡張スキャンが有効になっているリソースで変更が
あった際、Amazon ECR から次のイベントが送信されます。これには、新しいリポジトリの作成、リポジ
トリのスキャン頻度の変更、または拡張スキャンが有効になっているリポジトリでのイメージの作成また
は削除が含まれます。詳しくは、「イメージスキャン (p. 67)」を参照してください。

{ 
 "version": "0", 
 "id": "0c18352a-a4d4-6853-ef53-0ab8638973bf", 
 "detail-type": "ECR Scan Resource Change", 
 "source": "aws.ecr", 
 "account": "123456789012", 
 "time": "2021-10-14T20:53:46Z", 
 "region": "us-east-1", 
 "resources": [], 
 "detail": { 
  "action-type": "SCAN_FREQUENCY_CHANGE", 
  "repositories": [{ 
    "repository-name": "repository-1", 
    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-1", 
    "scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH", 
    "previous-scan-frequency": "MANUAL" 
   }, 
   { 
    "repository-name": "repository-2", 
    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-2", 
    "scan-frequency": "CONTINUOUS_SCAN", 
    "previous-scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH" 
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   }, 
   { 
    "repository-name": "repository-3", 
    "repository-arn": "arn:aws:ecr:us-east-1:123456789012:repository/repository-3", 
    "scan-frequency": "CONTINUOUS_SCAN", 
    "previous-scan-frequency": "SCAN_ON_PUSH" 
   } 
  ], 
  "resource-type": "REPOSITORY", 
  "scan-type": "ENHANCED" 
 }
}

イメージ削除のイベント

イメージが削除されると、以下のイベントが送信されます。詳細については、「イメージの削除 (p. 46)」
を参照してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "dd3b46cb-2c74-f49e-393b-28286b67279d", 
    "detail-type": "ECR Image Action", 
    "source": "aws.ecr", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-11-16T02:01:05Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "result": "SUCCESS", 
        "repository-name": "my-repository-name", 
        "image-digest": 
 "sha256:7f5b2640fe6fb4f46592dfd3410c4a79dac4f89e4782432e0378abcd1234", 
        "action-type": "DELETE", 
        "image-tag": "latest" 
    }
}

AWS CloudTrail で Amazon ECR アクションをログ
に記録する

Amazon ECR は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、または 
Amazon ECR の AWS のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail 
は、次の Amazon ECR アクションをイベントとしてキャプチャします。

• Amazon ECR コンソールからのコールを始めとするすべての API コール
• リポジトリの暗号化設定によって実行されたすべてのアクション
• 成功アクションと失敗アクションの両方を含む、ライフサイクルポリシールールによって実行されるす

べてのアクション
Important

個々の CloudTrail イベントのサイズ制限により、10 個以上のイメージが期限切れになるライフ
サイクルポリシーアクションの場合、Amazon ECR が複数のイベントを CloudTrail に送信しま
す。また、Amazon ECR には、イメージごとに最大 100 個のタグが含まれます。

証跡を作成すると、Amazon ECR のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継
続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event 
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history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。この情報を使用して、Amazon ECR に対して
行われたリクエスト、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時な
どの詳細を特定できます。

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

CloudTrail の Amazon ECR 情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。Amazon ECR で
アクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history (イベント履歴)] の他の AWS のサー
ビスのイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表
示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「Viewing Events with CloudTrail Event History」
(CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示) を参照してください。

Amazon ECR のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成しま
す。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。コンソールで証跡を
作成する場合、証跡を単一のリージョンまたはすべてのリージョンに適用できます。証跡は、AWS パー
ティションのイベントをログに記録し、ユーザー指定の Amazon S3 バケットにログファイルを配信しま
す。さらに、その他の AWS サービスを設定して、CloudTrail ログで収集したデータを分析し、それに基
づく対応を行うことができます。詳細については、以下を参照してください。

• AWS アカウントの証跡の作成
• AWS サービスと CloudTrail ログの統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る、複数のアカウントから CloudTrail ログファ

イルを受け取る

すべてのAmazon ECR API アクションは、CloudTrail が記録し、Amazon Elastic Container Registry 
API リファレンスで説明されています。一般的なタスクを実行すると、そのタスクに含まれる各 
API アクションのセクションが CloudTrail ログファイルに生成されます。たとえば、リポジトリ
を作成すると、GetAuthorizationToken、CreateRepository、SetRepositoryPolicy
のセクションが CloudTrail ログファイルに生成されます。イメージをリポジトリにプッシュする
と、InitiateLayerUpload、UploadLayerPart、CompleteLayerUpload、PutImage のセク
ションが生成されます。イメージをプルすると、GetDownloadUrlForLayer と BatchGetImage の
セクションが生成されます。これらの一般的なタスクの例については、「CloudTrail ログエントリの
例 (p. 130)」を参照してください。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか

詳細については、CloudTrail userIdentity 要素を参照してください。

Amazon ECR ログファイルエントリの理解
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントは任意の発生元からの 1 つのリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日
時、リクエストのパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、公開 API コー
ルの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
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CloudTrail ログエントリの例
いくつかの一般的な Amazon ECR タスクの CloudTrail ログエントリの例を次に示します。

Note

これらの例は、読みやすくするために書式設定されています。CloudTrail ログファイルでは、す
べてのエントリとイベントが単一の行に連結されています。さらに、この例は 1 つの Amazon 
ECR エントリに限定しています。実際の CloudTrail ログファイルには、複数の AWS のサービス
からのエントリとイベントが表示されます。

トピック
• 例: リポジトリの作成アクション (p. 130)
• 例: Amazon ECR リポジトリの作成時の AWS KMS CreateGrant API アクション (p. 131)
• 例: イメージプッシュアクション (p. 132)
• 例: イメージプルアクション (p. 134)
• 例: イメージライフサイクルポリシーアクション (p. 135)

例: リポジトリの作成アクション

次の例は、CreateRepository アクションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.04", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:account_name", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/Mary_Major", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-07-11T21:54:07Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Admin" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-07-11T22:17:43Z", 
    "eventSource": "ecr.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateRepository", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.12", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "repositoryName": "testrepo" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "repository": { 
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/testrepo", 
            "repositoryName": "testrepo", 
            "repositoryUri": "123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/testrepo", 
            "createdAt": "Jul 11, 2018 10:17:44 PM", 
            "registryId": "123456789012" 
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        } 
    }, 
    "requestID": "cb8c167e-EXAMPLE", 
    "eventID": "e3c6f4ce-EXAMPLE", 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/testrepo", 
            "accountId": "123456789012" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: Amazon ECR リポジトリの作成時の AWS KMS CreateGrant API アクション
次の例は、KMS 暗号化を有効にして Amazon ECR リポジトリを作成するときの AWS KMS CreateGrant 
アクションを示す CloudTrail ログエントリを示します KMS 暗号化を有効にして作成されたリポジトリご
とに、2 つの CreateGrant ログエントリが CloudTrail に表示されます。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIEP6W46J43IG7LXAQ", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                 
            }, 
            "webIdFederationData": { 
                 
            }, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-06-10T19:22:10Z" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "AWS Internal" 
    }, 
    "eventTime": "2020-06-10T19:22:10Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateGrant", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.12", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "keyId": "4b55e5bf-39c8-41ad-b589-18464af7758a", 
        "granteePrincipal": "ecr.us-west-2.amazonaws.com", 
        "operations": [ 
            "GenerateDataKey", 
            "Decrypt" 
        ], 
        "retiringPrincipal": "ecr.us-west-2.amazonaws.com", 
        "constraints": { 
            "encryptionContextSubset": { 
                "aws:ecr:arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/testrepo" 
            } 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
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        "grantId": "3636af9adfee1accb67b83941087dcd45e7fadc4e74ff0103bb338422b5055f3" 
    }, 
    "requestID": "047b7dea-b56b-4013-87e9-a089f0f6602b", 
    "eventID": "af4c9573-c56a-4886-baca-a77526544469", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "123456789012", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/4b55e5bf-39c8-41ad-
b589-18464af7758a" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: イメージプッシュアクション

以下の例は、PutImage アクションを使用するイメージのプッシュの CloudTrail ログエントリを示してい
ます。

Note

イメージをプッシュすると、InitiateLayerUpload、UploadLayerPart、および
CompleteLayerUpload の参照も CloudTrail ログに表示されます。

{ 
    "eventVersion": "1.04", 
    "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:account_name", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/Mary_Major", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
  "userName": "Mary_Major", 
  "sessionContext": { 
   "attributes": { 
    "mfaAuthenticated": "false", 
    "creationDate": "2019-04-15T16:42:14Z" 
   } 
  } 
 }, 
 "eventTime": "2019-04-15T16:45:00Z", 
 "eventSource": "ecr.amazonaws.com", 
 "eventName": "PutImage", 
 "awsRegion": "us-east-2", 
 "sourceIPAddress": "203.0.113.12", 
 "userAgent": "console.amazonaws.com", 
 "requestParameters": { 
  "repositoryName": "testrepo", 
  "imageTag": "latest", 
  "registryId": "123456789012", 
  "imageManifest": "{\n   \"schemaVersion\": 2,\n   \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json\",\n   \"config\": {\n      \"mediaType\": 
 \"application/vnd.docker.container.image.v1+json\",\n      \"size\": 5543,\n      
 \"digest\": \"sha256:000b9b805af1cdb60628898c9f411996301a1c13afd3dbef1d8a16ac6dbf503a
\"\n   },\n   \"layers\": [\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 43252507,\n         
 \"digest\": \"sha256:3b37166ec61459e76e33282dda08f2a9cd698ca7e3d6bc44e6a6e7580cdeff8e
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 846,\n         \"digest
\": \"sha256:504facff238fde83f1ca8f9f54520b4219c5b8f80be9616ddc52d31448a044bd
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
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vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 615,\n         \"digest
\": \"sha256:ebbcacd28e101968415b0c812b2d2dc60f969e36b0b08c073bf796e12b1bb449\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 850,\n         \"digest
\": \"sha256:c7fb3351ecad291a88b92b600037e2435c84a347683d540042086fe72c902b8a
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 168,\n         \"digest
\": \"sha256:2e3debadcbf7e542e2aefbce1b64a358b1931fb403b3e4aeca27cb4d809d56c2\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 37720774,\n         \"digest
\": \"sha256:f8c9f51ad524d8ae9bf4db69cd3e720ba92373ec265f5c390ffb21bb0c277941\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 30432107,\n         
 \"digest\": \"sha256:813a50b13f61cf1f8d25f19fa96ad3aa5b552896c83e86ce413b48b091d7f01b
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 197,\n         \"digest
\": \"sha256:7ab043301a6187ea3293d80b30ba06c7bf1a0c3cd4c43d10353b31bc0cecfe7d
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 154,\n         \"digest
\": \"sha256:67012cca8f31dc3b8ee2305e7762fee20c250513effdedb38a1c37784a5a2e71\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 176,\n         \"digest
\": \"sha256:3bc892145603fffc9b1c97c94e2985b4cb19ca508750b15845a5d97becbd1a0e
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 183,\n         \"digest
\": \"sha256:6f1c79518f18251d35977e7e46bfa6c6b9cf50df2a79d4194941d95c54258d18\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 212,\n         \"digest
\": \"sha256:b7bcfbc2e2888afebede4dd1cd5eebf029bb6315feeaf0b56e425e11a50afe42\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 212,\n         \"digest\": 
 \"sha256:2b220f8b0f32b7c2ed8eaafe1c802633bbd94849b9ab73926f0ba46cdae91629\"\n      }\n  
  ]\n}" 
 }, 
 "responseElements": { 
  "image": { 
   "repositoryName": "testrepo", 
   "imageManifest": "{\n   \"schemaVersion\": 2,\n   \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json\",\n   \"config\": {\n      \"mediaType\": 
 \"application/vnd.docker.container.image.v1+json\",\n      \"size\": 5543,\n      
 \"digest\": \"sha256:000b9b805af1cdb60628898c9f411996301a1c13afd3dbef1d8a16ac6dbf503a
\"\n   },\n   \"layers\": [\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 43252507,\n         
 \"digest\": \"sha256:3b37166ec61459e76e33282dda08f2a9cd698ca7e3d6bc44e6a6e7580cdeff8e
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 846,\n         \"digest
\": \"sha256:504facff238fde83f1ca8f9f54520b4219c5b8f80be9616ddc52d31448a044bd
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 615,\n         \"digest
\": \"sha256:ebbcacd28e101968415b0c812b2d2dc60f969e36b0b08c073bf796e12b1bb449\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 850,\n         \"digest
\": \"sha256:c7fb3351ecad291a88b92b600037e2435c84a347683d540042086fe72c902b8a
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 168,\n         \"digest
\": \"sha256:2e3debadcbf7e542e2aefbce1b64a358b1931fb403b3e4aeca27cb4d809d56c2\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 37720774,\n         \"digest
\": \"sha256:f8c9f51ad524d8ae9bf4db69cd3e720ba92373ec265f5c390ffb21bb0c277941\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 30432107,\n         
 \"digest\": \"sha256:813a50b13f61cf1f8d25f19fa96ad3aa5b552896c83e86ce413b48b091d7f01b
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 197,\n         \"digest
\": \"sha256:7ab043301a6187ea3293d80b30ba06c7bf1a0c3cd4c43d10353b31bc0cecfe7d
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
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vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 154,\n         \"digest
\": \"sha256:67012cca8f31dc3b8ee2305e7762fee20c250513effdedb38a1c37784a5a2e71\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 176,\n         \"digest
\": \"sha256:3bc892145603fffc9b1c97c94e2985b4cb19ca508750b15845a5d97becbd1a0e
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 183,\n         \"digest
\": \"sha256:6f1c79518f18251d35977e7e46bfa6c6b9cf50df2a79d4194941d95c54258d18\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 212,\n         \"digest
\": \"sha256:b7bcfbc2e2888afebede4dd1cd5eebf029bb6315feeaf0b56e425e11a50afe42\"\n 
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 212,\n         \"digest\": 
 \"sha256:2b220f8b0f32b7c2ed8eaafe1c802633bbd94849b9ab73926f0ba46cdae91629\"\n      }\n  
  ]\n}", 
   "registryId": "123456789012", 
   "imageId": { 
    "imageDigest": 
 "sha256:98c8b060c21d9adbb6b8c41b916e95e6307102786973ab93a41e8b86d1fc6d3e", 
    "imageTag": "latest" 
   } 
  } 
 }, 
 "requestID": "cf044b7d-5f9d-11e9-9b2a-95983139cc57", 
 "eventID": "2bfd4ee2-2178-4a82-a27d-b12939923f0f", 
 "resources": [{ 
  "ARN": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/testrepo", 
  "accountId": "123456789012" 
 }], 
 "eventType": "AwsApiCall", 
 "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: イメージプルアクション

以下の例は、BatchGetImage アクションを使用するイメージのプルの CloudTrail ログエントリを示して
います。

Note

イメージをプルすると、すでにイメージがローカルにない場合、GetDownloadUrlForLayer の
参照もCloudTrail ログに表示されます。

{ 
    "eventVersion": "1.04", 
    "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:account_name", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/Mary_Major", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
  "userName": "Mary_Major", 
  "sessionContext": { 
   "attributes": { 
    "mfaAuthenticated": "false", 
    "creationDate": "2019-04-15T16:42:14Z" 
   } 
  } 
 }, 
 "eventTime": "2019-04-15T17:23:20Z", 
 "eventSource": "ecr.amazonaws.com", 
 "eventName": "BatchGetImage", 
 "awsRegion": "us-east-2", 
 "sourceIPAddress": "203.0.113.12", 
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 "userAgent": "console.amazonaws.com", 
 "requestParameters": { 
  "imageIds": [{ 
   "imageTag": "latest" 
  }], 
  "acceptedMediaTypes": [ 
   "application/json", 
   "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json", 
   "application/vnd.oci.image.index.v1+json", 
   "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json", 
   "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json", 
   "application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+prettyjws" 
  ], 
  "repositoryName": "testrepo", 
  "registryId": "123456789012" 
 }, 
 "responseElements": null, 
 "requestID": "2a1b97ee-5fa3-11e9-a8cd-cd2391aeda93", 
 "eventID": "c84f5880-c2f9-4585-9757-28fa5c1065df", 
 "resources": [{ 
  "ARN": "arn:aws:ecr:us-east-2:123456789012:repository/testrepo", 
  "accountId": "123456789012" 
 }], 
 "eventType": "AwsApiCall", 
 "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: イメージライフサイクルポリシーアクション
次の例は、ライフサイクルポリシールールによってイメージの期限が切れたことを示す CloudTrail ログエ
ントリを示しています。このイベントタイプは、イベント名フィールドの PolicyExecutionEvent を
フィルタリングすることによって検索できます。

Important

個々の CloudTrail イベントのサイズ制限により、10 個以上のイメージが期限切れになるライフサ
イクルポリシーアクションの場合、Amazon ECR は複数のイベントを CloudTrail に送信します。
また、Amazon ECR には、イメージごとに最大 100 個のタグが含まれます。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "123456789012", 
        "invokedBy": "AWS Internal" 
    }, 
    "eventTime": "2020-03-12T20:22:12Z", 
    "eventSource": "ecr.amazonaws.com", 
    "eventName": "PolicyExecutionEvent", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
    "userAgent": "AWS Internal", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "9354dd7f-9aac-4e9d-956d-12561a4923aa", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/testrepo", 
            "accountId": "123456789012", 
            "type": "AWS::ECR::Repository" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
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    "serviceEventDetails": { 
        "repositoryName": "testrepo", 
        "lifecycleEventPolicy": { 
            "lifecycleEventRules": [ 
                { 
                    "rulePriority": 1, 
                    "description": "remove all images > 2", 
                    "lifecycleEventSelection": { 
                        "tagStatus": "Any", 
                        "tagPrefixList": [], 
                        "countType": "Image count more than", 
                        "countNumber": 2 
                    }, 
                    "action": "expire" 
                } 
            ], 
            "lastEvaluatedAt": 0, 
            "policyVersion": 1, 
            "policyId": "ceb86829-58e7-9498-920c-aa042e33037b" 
        }, 
        "lifecycleEventImageActions": [ 
            { 
                "lifecycleEventImage": { 
                    "digest": 
 "sha256:ddba4d27a7ffc3f86dd6c2f92041af252a1f23a8e742c90e6e1297bfa1bc0c45", 
                    "tagStatus": "Tagged", 
                    "tagList": [ 
                        "alpine" 
                    ], 
                    "pushedAt": 1584042813000 
                }, 
                "rulePriority": 1 
            }, 
            { 
                "lifecycleEventImage": { 
                    "digest": 
 "sha256:6ab380c5a5acf71c1b6660d645d2cd79cc8ce91b38e0352cbf9561e050427baf", 
                    "tagStatus": "Tagged", 
                    "tagList": [ 
                        "centos" 
                    ], 
                    "pushedAt": 1584042842000 
                }, 
                "rulePriority": 1 
            } 
        ] 
    }
}
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Amazon ECR のサービスクォータ
次の表に、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のデフォルトのサービスクォータを示しま
す。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

レプリケーション設定のルールごとのフィ
ルター数

サポートされている
各リージョン: 100

いい
え

レプリケーション設定の
ルールごとのフィルターの
最大数。

リポジトリあたりのイメージ数 サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい リポジトリあたりのイメー
ジの最大数。

レイヤーパート サポートされている
各リージョン: 4,200

いい
え

レイヤーパートの最大数 こ
れは、Amazon ECR API ア
クションを直接使用して、
イメージプッシュオペレー
ションのマルチパートアッ
プロードを開始している場
合にのみ適用されます。

ライフサイクルポリシーの長さ サポートされてい
る各リージョン: 
30,720

いい
え

ライフサイクルポリシーの
最大文字数。

レイヤーパートの最大サイズ サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レイヤーパートの最大サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。

レイヤーの最大サイズ サポートされてい
る各リージョン: 
42,000

いい
え

レイヤーの最大サイズ 
(MiB)。

レイヤーパートの最小サイズ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

レイヤーパートの最小サイ
ズ (MiB)。これは、Amazon 
ECR API アクションを直
接使用して、イメージプッ
シュオペレーションのマル
チパートアップロードを開
始している場合にのみ適用
されます。

BatchCheckLayerAvailability リクエストの
レート

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BatchCheckLayerAvailability 
リクエストの最大数。イ
メージがリポジトリにプッ
シュされると、イメージ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

レイヤーごとに以前にアッ
プロードされたかどうかが
確認されます。アップロー
ドされている場合、そのイ
メージレイヤーはスキップ
されます。

BatchGetImage リクエストのレート サポートされてい
る各リージョン: 
2,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
BatchGetImage リクエスト
の最大数。イメージがプル
されると、BatchGetImage 
API が 1 回呼び出され、
イメージマニフェスト
が取得されます。この 
API のクォータの引き上
げをリクエストする場
合、GetDownloadUrlForLayer 
の使用状況も確認してくだ
さい。

CompleteLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
CompleteLayerUpload リク
エストの最大数。イメージ
がプッシュされると、新し
いイメージレイヤーごとに 
CompleteLayerUpload API 
が 1 回呼び出されて、アッ
プロードが完了したことが
確認されます。

GetAuthorizationToken リクエストのレー
ト

サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetAuthorizationToken リク
エストの最大数。

GetDownloadUrlForLayer リクエストの
レート

サポートされてい
る各リージョン: 
3,000/秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
GetDownloadUrlForLayer 
リクエストの最大数。イ
メージがプルされると、ま
だキャッシュされていない
イメージレイヤーごとに 
GetDownloadUrlForLayer 
API が 1 回呼び出されま
す。この API のクォータの
引き上げをリクエストする
場合、BatchGetImage の
使用状況も確認してくださ
い。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

InitiateLayerUpload リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 100/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
InitiateLayerUpload リクエ
ストの最大数。イメージ
がプッシュされると、ま
だアップロードされてい
ないイメージレイヤーごと
に InitiateLayerUpload API 
が 1 回呼び出されます。
イメージレイヤーがアッ
プロードされたかどうか
は、BatchCheckLayerAvailability 
API アクションによって決
定されます。

PutImage リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

はい 現在のリージョンで 1 秒あ
たりに実行できる PutImage 
リクエストの最大数。イ
メージがプッシュされ、す
べての新しいイメージレイ
ヤーがアップロードされる
と、PutImage API が 1 回
呼び出され、イメージマニ
フェスト、およびイメージ
に関連付けられたタグが作
成または更新されます。

UploadLayerPart リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 500/
秒

はい 現在のリージョンで 1 
秒あたりに実行できる 
UploadLayerPart リクエス
トの最大数。イメージが
プッシュされると、新しい
各イメージレイヤーがいく
つかに分けてアップロード
され、UploadLayerPart API 
が新しいイメージレイヤー
パートごとに 1 回呼び出さ
れます。

イメージスキャンのレート サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

24 時間あたりのイメージス
キャンの最大数。

登録済みリポジトリ サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい このアカウントで現在の
リージョンに作成できるリ
ポジトリの最大数。

ライフサイクルポリシーあたりのルール サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

ライフサイクルポリシーの
ルールの最大数

レプリケーション設定ごとのルール サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

レプリケーション設定の
ルールの最大数。

イメージあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

イメージあたりのタグの最
大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

レプリケーション設定のすべてのルール全
体における一意のレプリケート先

サポートされている
各リージョン: 25

いい
え

レプリケーション設定のす
べてのルール全体における
一意のレプリケート先の最
大数。

AWS Management Console での Amazon ECR 
サービスクォータの管理

Amazon ECR は、Service Quotas と統合されています。Service Quotas は、クォータを一元的な場所か
ら表示および管理できる AWS サービスです。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の
「Service Quotas とは」を参照してください。

Service Quotas を使用すると、すべての Amazon ECR サービスクォータの値を簡単に検索できます。

Amazon ECR のサービスクォータを表示するには (AWS Management Console)

1. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotas コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[AWS サービス] を選択します。
3. [AWS のサービス] リストから [Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)] を選択します。

Service quotas (Service Quotas)の一覧には、Service Quotas名、適用された値 (使用可能な場
合)、AWS デフォルトのクォータ、クォータ値が調整可能かどうかが表示されます。

4. 説明など、Service Quotasに関する追加情報を表示するには、クォータ名を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota 
increase」(クォータ引き上げリクエスト) を参照してください。

API 使用量メトリクスをモニタリングするための 
CloudWatch アラームの作成
Amazon ECR には、レジストリ認証、イメージプッシュ、イメージプルアクションに関連する各 API 
の AWS の サービスクォータに対応する CloudWatch 使用量メトリクスが用意されています。Service 
Quotas コンソールでは、使用状況をグラフで可視化し、使用量がサービスクォータに近づくと警告するア
ラームを設定できます。詳細については、「Amazon ECR 使用状況メトリクス (p. 123)」を参照してくだ
さい。

以下の手順を使用して、Amazon ECR API 使用量メトリクスのいずれかに基づいて CloudWatch アラーム
を作成します。

Amazon ECR 使用量クォータに基づいてアラームを作成するには (AWS Management Console)

1. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotas コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[AWS サービス] を選択します。
3. [AWS のサービス] リストから [Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)] を選択します。
4. [Service quotas (サービスクォータ)] リストで、アラームを作成する Amazon ECR 使用量クォータを

選択します。
5. Amazon CloudWatch Events アラームのセクションで [Create] (作成) を選択します。
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するための CloudWatch アラームの作成

6. [アラームのしきい値] で、適用されたクォータ値からアラーム値として設定する値の割合を選択しま
す。

7. [アラーム名] にアラームの名前を入力し、[Create (作成)] を選択します。
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Amazon ECR のトラブルシューティ
ング

この章では、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の診断情報と、一般的な問題とエラー
メッセージのトラブルシューティングステップを示します。

トピック
• Docker デバッグ出力の有効化 (p. 142)
• AWS CloudTrail の有効化 (p. 142)
• Amazon ECR のパフォーマンスを最適化する (p. 142)
• Amazon ECR 使用時の Docker コマンドのエラーのトラブルシューティング (p. 143)
• Amazon ECR エラーメッセージのトラブルシューティング (p. 146)
• イメージスキャニングの問題のトラブルシューティング (p. 147)

Docker デバッグ出力の有効化
Docker 関連の問題をデバッグを開始するには、最初にホストインスタンスで実行している Docker デーモ
ンで Docker デバッグ出力を有効にします。Amazon ECS コンテナインスタンスで Amazon ECR からプ
ルされたイメージを使用している場合に Docker のデバッグを有効にする方法の詳細については、Amazon 
Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Docker デバッグ出力の有効化」を参照してください。

AWS CloudTrail の有効化
Amazon ECR によって返されるエラーに関する追加情報は、AWS CloudTrail を有効にすることで検出で
きます。これは、AWS アカウントの AWS コールを記録するサービスです。CloudTrail がログファイル
を Amazon S3 バケットに配信します。CloudTrail が収集した情報を使用して、成功した AWS サービス
リクエスト、そのリクエストの送信者、そのリクエストの送信時間などを確認できます。CloudTrail の
詳細（有効にする方法、ログファイルを検索する方法を含む）については、AWS CloudTrail ユーザーガ
イドを参照してください。Amazon ECR での CloudTrail の使用の詳細については、「AWS CloudTrail で 
Amazon ECR アクションをログに記録する (p. 128)」を参照してください。

Amazon ECR のパフォーマンスを最適化する
次のセクションでは、Amazon ECR の使用時にパフォーマンスを最適化するために使用できる設定と戦略
の推奨事項を示します。

レイヤーの同時アップロードを利用するには、Docker 1.10 以降を使用する

Docker イメージは、イメージの中間ビルドステージであるレイヤーで構成されます。Dockerfile の各
行により、新しいレイヤーが作成されます。Docker 1.10 以降を使用する場合、Docker はデフォルト
で可能な限り多くのレイヤーを Amazon ECR への同時アップロードとしてプッシュし、それにより
アップロード時間が高速になります。

小さなベースイメージを使用する

Docker Hub を通じて利用できるデフォルトイメージには、アプリケーションが要求しない多くの依
存関係が含まれている場合があります。Docker コミュニティで他のユーザーによって作成、管理され
る、より小さいイメージを使用するか、Docker の最小スクラッチイメージを使用して独自のベースイ
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メージを構築することを検討します。詳細については、Docker のドキュメントの「ベースイメージの
作成」を参照してください。

Dockerfile で、最も変更の少ない依存関係を前に配置する

Docker はレイヤーをキャッシュし、それによりビルド時間を高速化します。最後のビルド以降にレイ
ヤーで何も変更されていない場合、Docker はレイヤーを再構築する代わりにキャッシュしたバージョ
ンを使用します。ただし、各レイヤーは、それ以前のレイヤーに依存しています。レイヤーが変更さ
れた場合、Docker はそのレイヤーだけでなく、そのレイヤーの後のレイヤーも同様に再コンパイルし
ます。

Docker ファイルの再構築と、レイヤーの再アップロードに必要な時間を最小化するため、最も変更を
行わない依存関係を Dockerfile で前に配置します。頻繁に変更を行う依存関係 (アプリケーションの
ソースコードなど) はスタックで後に配置します。

コマンドをチェーン処理して不要なファイルの保存を避ける

レイヤーで作成された中間ファイルは、それ以降のレイヤーで削除された場合でも、そのレイヤーの
一部として残ります。次の例を考えます。

WORKDIR /tmp
RUN wget http://example.com/software.tar.gz  
RUN wget tar -xvf software.tar.gz  
RUN mv software/binary /opt/bin/myapp
RUN rm software.tar.gz

この例では、最初と 2 番目の RUN コマンドによって作成されたレイヤーには、元の .tar.gz ファイル
と解凍されていないそのすべてのコンテンツが含まれます。ただし、.tar.gz ファイルは 4 番目の RUN 
コマンドによって削除されます。これらのコマンドを 1 つの RUN ステートメントにチェーン処理し
て、不要なファイルが最終的な Docker イメージの一部とはならないようにできます。

WORKDIR /tmp
RUN wget http://example.com/software.tar.gz &&\ 
    wget tar -xvf software.tar.gz &&\ 
    mv software/binary /opt/bin/myapp &&\ 
    rm software.tar.gz                                 

最も近いリージョンのエンドポイントを使用する

アプリケーションが実行されている場所に最も近いリージョンのエンドポイントを使用することによ
り、Amazon ECR からのイメージのプルのレイテンシーを減らすことができます。アプリケーション
が Amazon EC2 インスタンスで実行されている場合、次のシェルコードを使用して、インスタンスの
アベイラビリティーゾーンからリージョンを取得できます。

REGION=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone |\ 
     sed -n 's/\(\d*\)[a-zA-Z]*$/\1/p')                                     

リージョンは --region パラメーターを使用して AWS CLI コマンドに渡すか、aws configure コマンド
を使用してプロファイルのデフォルトリージョンとして設定できます。また、AWS SDK を使用して
呼び出しを行うときに、リージョンを設定することもできます。詳細については、ご使用の特定のプ
ログラミング言語の SDK のドキュメントを参照してください。

Amazon ECR 使用時の Docker コマンドのエラーの
トラブルシューティング

場合によっては、Amazon ECR に対して Docker コマンドを実行すると、エラーメッセージが表示される
ことがあります。一般的なエラーメッセージと考えられる解決策を以下に説明します。
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Amazon ECR レポジトリからイメージをプルする
ときのエラー: "ファイルシステムの検証に失敗し
ました" または "404: イメージが見つかりません"

トピック
• Amazon ECR レポジトリからイメージをプルするときのエラー: "ファイルシステムの検証に失敗しま

した" または "404: イメージが見つかりません" (p. 144)
• Amazon ECR からイメージをプルする際のエラー: "ファイルシステムレイヤーの検証に失敗しまし

た" (p. 144)
• プルスルーキャッシュルールを使用してプルするとエラーが発生する (p. 145)
• レポジトリへのプッシュの際の HTTP 403 エラー、または "基本的な認証情報がありません" エ

ラー (p. 146)

Amazon ECR レポジトリからイメージをプルすると
きのエラー: "ファイルシステムの検証に失敗しました" 
または "404: イメージが見つかりません"
docker pull コマンドを使用すると、Docker 1.9 以降で Amazon ECR レポジトリからイメージをプルする
ときにエラー Filesystem verification failed が表示されます。Docker 1.9 より前のバージョン
を使用するときはエラー 404: Image not found が表示される場合があります。

考えられる理由とその説明を以下に示します。

ローカルディスクがいっぱいである

docker pull を実行しているローカルディスクがいっぱいである場合、ローカルファイルで計算された 
SHA-1 ハッシュは、Amazon ECR で計算されたものとは異なる可能性があります。ローカルディスク
に、プルしている Docker イメージを保存するのに十分な空き容量があることを確認します。新しい
イメージの容量を確保するために、古いイメージを削除することもできます。docker images コマン
ドを使用して、ローカルにダウンロードしたすべての Docker イメージのリストとそのサイズを表示
します。

ネットワークエラーにより、クライアントがリモートリポジトリに接続できない

Amazon ECR レポジトリへの呼び出しでは、インターネットへの機能している接続が必要です。ネッ
トワーク設定を確認し、他のツールやアプリケーションがインターネット上のリソースにアクセスで
きることを確認します。プライベートサブネットの Amazon EC2 インスタンスで docker pull を実行
している場合は、そのサブネットにインターネットへのルートがあることを確認します。ネットワー
クアドレス変換 (NAT) サーバーまたはマネージド NAT ゲートウェイを使用します。

現時点では、Amazon ECR リポジトリへの呼び出しでは、会社のファイアウォールから Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) へのネットワークアクセスも必要です。組織で、サービスエン
ドポイントを許可するファイアウォールソフトウェアまたは NAT デバイスを使用している場合、現在
のリージョンの Amazon S3 サービスエンドポイントが許可されていることを確認します。

HTTP プロキシの背後で Docker を使用している場合は、適切なプロキシ設定を使用して Docker を設
定できます。詳細については、Docker ドキュメントの「HTTP プロキシ」を参照してください。

Amazon ECR からイメージをプルする際のエラー: 
"ファイルシステムレイヤーの検証に失敗しました"
docker pull コマンドを使用してイメージをプルするときに、エラー image image-name not found が
表示される場合があります。Docker のログを調べると、次のようなエラーが見つかる場合があります。

filesystem layer verification failed for digest sha256:2b96f...
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用してプルするとエラーが発生する

このエラーは、イメージの 1 つ以上のレイヤーがダウンロードに失敗したことを示します。考えられる理
由とその説明を以下に示します。

古いバージョンの Docker 使用している

このエラーは、Docker 1.10 より前のバージョンを使用している場合に、まれに発生することがあり
ます。Docker クライアントを 1.10 以降にアップグレードします。

クライアントでネットワークエラーまたはディスクエラーが発生した

Filesystem verification failed メッセージについて前に説明したように、ディスクがいっぱ
いであるか、ネットワークの問題により、1 つ以上のレイヤーをダウンロードできない可能性があり
ます。上記の推奨事項に従って、ファイルシステムがいっぱいでないこと、およびネットワーク内か
ら Amazon S3 へのアクセスを有効にしたことを確認します。

プルスルーキャッシュルールを使用してプルするとエ
ラーが発生する
プルスルーキャッシュルールを使用してアップストリームイメージをプルする際に、最もよく発生する可
能性のある一般的なエラーは次のとおりです。

リポジトリが存在しない

リポジトリが存在しないことを示すエラーは、ほとんどの場合、Amazon ECR プライベートレジ
ストリにリポジトリが存在しないか、アップストリームイメージをプルする IAM プリンシパルに
ecr:CreateRepository アクセス許可が付与されていないのが原因です。このエラーを解決するに
は、プルコマンドのリポジトリ URI が正しいこと、必要となる IAM アクセス許可がアップストリーム
イメージをプルする IAM プリンシパルに付与されていること、またはアップストリームのイメージを
プルする前に、プッシュされるアップストリームイメージのリポジトリが Amazon ECR プライベー
トレジストリに作成されていることを確認します。必要となる IAM アクセス許可の詳細については、
「必要な IAM 許可 (p. 42)」を参照してください。

このエラーの例を以下に示します。

Error response from daemon: repository 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
ecr-public/amazonlinux/amazonlinux not found: name unknown: The repository with 
 name 'ecr-public/amazonlinux/amazonlinux' does not exist in the registry with id 
 '111122223333'

リクエストされたイメージが見つからない

イメージが見つからないことを示すエラーは、ほとんどの場合、アップストリームレジスト
リにイメージが存在しないか、アップストリームイメージをプルする IAM プリンシパルに
ecr:BatchImportUpstreamImage アクセス許可が付与されておらず、Amazon ECR プライベート
レジストリ内にレポジトリがすでに作成されているのが原因です。このエラーを解決するには、アッ
プストリームイメージとイメージタグ名が正しく、それが存在し、アップストリームイメージをプ
ルする IAM プリンシパルに必要な IAM アクセス許可が付与されていることを確認する必要がありま
す。必要となる IAM アクセス許可の詳細については、「必要な IAM 許可 (p. 42)」を参照してくださ
い。

このエラーの例を以下に示します。

Error response from daemon: manifest for 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
ecr-public/amazonlinux/amazonlinux:latest not found: manifest unknown: Requested image 
 not found
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レポジトリへのプッシュの際の HTTP 403 エラー、

または "基本的な認証情報がありません" エラー

レポジトリへのプッシュの際の HTTP 403 エラー、ま
たは "基本的な認証情報がありません" エラー
aws ecr get-login-password コマンドを使用して Docker に対して正常に認証されても、HTTP 403 
(Forbidden) エラーが発生したり、docker push コマンドまたは docker pull コマンドからのエラーメッ
セージ no basic auth credentials が表示されたりする場合があります。この問題の既知の原因をい
くつか次に示します。

別のリージョンに対して認証されている

認証リクエストは特定のリージョンに関連付けられていて、リージョン間では使用できません。たと
えば、米国西部 (オレゴン)リージョン から認証トークンを取得する場合、これを使用して、米国東
部 (バージニア北部) リージョンのリポジトリに対して認証を行うことはできません。この問題を解決
するには、リポジトリが存在する同じリージョンから認証トークンを取得したことを確認してくださ
い。詳細については、「the section called “レジストリの認証” (p. 13)」を参照してください。

プッシュ先として認証したリポジトリに対するアクセス許可がない

プッシュ先のリポジトリに対するアクセス許可がありません。詳細については、「プライベートリポ
ジトリポリシー (p. 24)」を参照してください。

トークンの有効期限が切れた。

GetAuthorizationToken オペレーションを使用して取得した認証トークンのデフォルトの有効期
限は 12 時間です。

wincred 認証情報マネージャーのバグ

一部のバージョンの Docker for Windows では、wincred という認証情報マネージャーを使用しま
す。この認証情報マネージャーは、aws ecr get-login-password によって生成された Docker ログイン
コマンドを正しく処理しません (詳細については、https://github.com/docker/docker/issues/22910 を参
照)。出力される Docker ログインコマンドは実行できますが、イメージをプッシュまたはプルしよう
とすると、コマンドは失敗します。これに対処するには、aws ecr get-login-password から出力される 
Docker ログインコマンドのレジストリ引数から https:// スキームを削除します。HTTPS スキーム
のない Docker ログインコマンドの例を次に示します。

docker login -u AWS -p <password> <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com

Amazon ECR エラーメッセージのトラブルシュー
ティング

Amazon ECS コンソールまたは AWS CLI を通じてトリガーされた API コールがエラーメッセージで終了
することがあります。一般的なエラーメッセージと考えられる解決策を以下に説明します。

HTTP 429: リクエストが多すぎる、または 
ThrottleException
1 つ以上の Amazon ECR コマンドまたは API コールから、429: Too Many Requests エラーまたは
ThrottleException エラーを受け取ることがあります。Amazon ECR で Docker ツールを使用している
場合、Docker バージョン 1.12.0 以降では、エラーメッセージ TOOMANYREQUESTS: Rate exceeded が
表示されることがあります。Docker バージョン 1.12.0 以前では、エラー Unknown: Rate exceeded が
表示されることがあります。
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HTTP 403: "ユーザー [arn] は [operation] 

の実行を許可されていません"

これは、短い間隔で Amazon ECR の単一のエンドポイントを繰り返し呼び出していて、リクエストがス
ロットリングされていることを示します。スロットリングは、1 人のユーザーから単一のエンドポイント
への呼び出しが、期間中に特定のしきい値を超えたときに発生します。

Amazon ECR のさまざまな API オペレーションでは、それぞれ異なるスロットリングが行われます。

たとえば、GetAuthorizationToken アクションのスロットリングは 20 TPS (トランザクショ
ン/秒) で、最大 200 TPS のバーストが可能です。各リージョンで、各アカウントには、最大 
200 GetAuthorizationToken クレジットを保存できるバケットが割り当てられ、1 秒あたり 
20 クレジットの割合で補充されます。バケットに 200 クレジットがある場合、1 秒あたり 200
GetAuthorizationToken API トランザクションに達すると、1 秒あたり 20 トランザクションが無期限
に維持されます。

スロットリングエラーを処理するには、増分バックオフをコードに含めて再試行関数を実装します。詳細
については、アマゾン ウェブ サービス全般のリファレンスの AWS でのエラーの再試行とエクスポネン
シャルバックオフを参照してください。

HTTP 403: "ユーザー [arn] は [operation] の実行を許可
されていません"
Amazon ECR を使用してアクションを実行しようとすると、次のエラーを受け取ることがあります。

$ aws ecr get-login-password 
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the GetAuthorizationToken 
 operation:  
    User: arn:aws:iam::account-number:user/username is not authorized to perform:  
    ecr:GetAuthorizationToken on resource: *

これは、Amazon ECR を使用するアクセス権限がユーザーに付与されていないか、それらのアクセス
権限が正しく設定されていないことを示します。特に、Amazon ECR レポジトリに対してアクションを
実行している場合は、そのリポジトリにアクセスする権限がユーザーに付与されていることを確認しま
す。Amazon ECR の許可の作成と検証の詳細については、「Amazon Elastic Container Registry の Identity 
and Access Management (p. 85)」を参照してください。

HTTP 404: "レポジトリは存在しません" エラー
現在存在しない Docker Hub リポジトリを指定すると、Docker Hub はそのレポジトリを自動的に作成し
ます。Amazon ECR では、レポジトリを使用するには、その前に新しいリポジトリを明示的に作成する必
要があります。これにより、(タイプミスなどの原因で) 新しいレポジトリが間違って作成されるのを防止
し、適切なセキュリティアクセスポリシーが明示的に新しいレポジトリに割り当てられます。レポジトリ
の作成方法の詳細については、「Amazon ECR プライベートリポジトリ (p. 21)」を参照してください。

イメージスキャニングの問題のトラブルシューティ
ング

以下は、一般的なイメージスキャンの失敗です。このようなエラーを Amazon ECR コンソールで表示する
には、API、AWS CLI、または DescribeImageScanFindings API を使用してを介してイメージの詳細
を確認します。

UnsupportedImageError

Amazon ECR でのベーシックイメージスキャニングがサポートされていないオペレーティン
グシステムを使用して構築されたイメージに対してベーシックスキャンを実行しようとする
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SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED を理解する

と、UnsupportedImageError エラーが発生することがあります。Amazon ECR は、Amazon 
Linux、Amazon Linux 2、Debian、Ubuntu、CentOS、Oracle Linux、Alpine、RHEL Linux ディストリ
ビューションのメジャーバージョンのパッケージ脆弱性スキャニングをサポートします。ディストリ
ビューションでベンダーからのサポートがなくなると、Amazon ECR は脆弱性のスキャンをサポート
しなくなる可能性があります。Amazon ECRは、Docker スクラッチイメージから構築されたイメージ
のスキャンをサポートしません。

Important

拡張スキャンを使用する場合、Amazon Inspector では特定のオペレーティングシステムお
よびメディアタイプのスキャンがサポートされます。完全なリストについては、Amazon 
Inspector ユーザーガイドの「サポートされているオペレーティングおよびメディアタイプ」
を参照してください。

UNDEFINED 深刻度が返される

深刻度が UNDEFINED のスキャン結果が返される場合があります。この問題の一般的な原因は以下の
とおりです。
• この脆弱性に、CVE ソースによって優先度が割り当てられていなかった。
• この脆弱性に、Amazon ECR が認識しない優先度が割り当てられていた。

脆弱性の深刻度と説明を判断するには、ソースから直接 CVE を表示できます。

スキャンステータス SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED
を理解する
プライベートレジストリに対して Amazon Inspector を使用した拡張スキャンが有効になっている場合にス
キャンの脆弱性を表示すると、SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED のスキャンステータスが表示されること
があります。この問題の最も一般的な原因は以下のとおりです。

• プライベートレジストリの拡張スキャンを最初にオンにすると、Amazon Inspector は、画像プッシュの
タイムスタンプに基づいて、過去 30 日以内に Amazon ECR にプッシュされた画像のみを認識します。
古い画像は SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED スキャンステータスになります。これらの画像を Amazon 
Inspector でスキャンしたい場合は、リポジトリに再度プッシュする必要があります。

• Amazon Inspector コンソールで ECR 再スキャン時間を変更し、その時間が経過すると、イメージのス
キャンステータスは expired の理由コードで inactive に変更され、イメージに関するすべての結果
はクローズされるようにスケジュールされます。その結果、Amazon ECR コンソールにスキャンステー
タスが SCAN_ELIGIBILITY_EXPIRED として一覧表示されます。
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ドキュメント履歴
次の表に、Amazon ECR の前回のリリース以後に行われたドキュメントの重要な変更を示します。また、
お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。

変更 説明 日付

Amazon ECR 拡張スキャン
期間のサポート

Amazon Inspector で、拡張スキャンが有効になっている
場合にリポジトリが監視される期間を設定できるようにな
りました。詳細については、「拡張スキャンの期間を変更
する (p. 71)」を参照してください。

2022 年 6 月 
28 日

Amazon ECR はリポジトリ
のプルカウントメトリクス
を Amazon CloudWatch に
送信します

Amazon ECR はリポジトリのプルカウントメトリクスを 
Amazon CloudWatch に送信します。詳細については、
「Amazon ECR リポジトリメトリクス (p. 124)」を参照し
てください。

2022 年 1 月 
6 日

拡張されたレプリケーショ
ンサポート

Amazon ECR が、レプリケートされるリポジトリのフィ
ルタリングに対するサポートを追加しました。詳細に
ついては、「プライベートイメージのレプリケーショ
ン (p. 48)」を参照してください。

2021 年 9 月 
21 日

Amazon ECR の AWS 管理
ポリシー

Amazon ECR で、AWS 管理ポリシーのドキュメントが
追加されました。詳細については、「Amazon Elastic 
Container Regist の AWS 管理ポリシー (p. 93)」を参照し
てください。

2021 年 6 月 
24 日

クロスリージョンおよびク
ロスアカウントレプリケー
ション

Amazon ECR で、プライベートレジストリのレプリケー
ション設定を構成するためのサポートが追加されまし
た。詳細については、「プライベートレジストリの設
定 (p. 15)」を参照してください。

2020 年 12 
月 8 日

OCI アーティファクトサ
ポート

Amazon ECR では、Open Container Initiative (OCI) 
アーティファクトのプッシュおよびプルがサポートさ
れました。アーティファクトのタイプを示すために
DescribeImages API レスポンスに新しいパラメータ
artifactMediaType が追加されました

詳細については、「Helm チャートをプッシュす
る (p. 38)」を参照してください。

2020 年 8 月 
24 日

保管中の暗号化 Amazon ECR で、AWS Key Management Service (AWS 
KMS) に格納されたカスタマーマネージドキーでサーバー
側の暗号化を使用してレポジトリを暗号化するための設定
のサポートが追加されました。

詳細については、「保管中の暗号化 (p. 109)」を参照して
ください。

2020 年 7 月 
29 日

マルチアーキテクチャイ
メージ

Amazon ECR で、マルチアーキテクチャイメージに使用
される Docker マニフェストリストの作成とプッシュのサ
ポートが追加されました。

詳細については、「マルチアーキテクチャイメージのプッ
シュ (p. 36)」を参照してください。

2020 年 4 月 
28 日
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変更 説明 日付

Amazon ECR 使用状況メト
リクス

Amazon ECR で、アカウントのリソースの使用状況を可
視化する CloudWatch 使用量メトリクスが追加されまし
た。また、CloudWatch と Service Quotas の両方のコン
ソールから CloudWatch アラームを作成し、適用された
サービスクォータに使用量が近づいたときにアラートを受
けられるようになりました。

詳細については、「Amazon ECR 使用状況メトリク
ス (p. 123)」を参照してください。

2020 年 2 月 
28 日

Amazon ECR サービス
クォータの更新

Amazon ECR サービスクォータが更新されて、API 別の
クォータを含めることができるようになりました。

詳細については、「Amazon ECR のサービスクォー
タ (p. 137)」を参照してください。

2020 年 2 月 
19 日

get-login-password コ
マンドの追加

get-login-password のサポートが追加されて、シンプルで
安全な方法で認証トークンを取得できるようになりまし
た。

詳細については、「認可トークンを使用する (p. 14)」を参
照してください。

2020 年 2 月 
4 日

イメージスキャン コンテナイメージ内のソフトウェアの脆弱性を識別する
のに役立つイメージスキャンのサポートが追加されまし
た。Amazon ECR は、オープンソースの CoreOS Clair プ
ロジェクトの共通脆弱性識別子 (CVE) データベースを使用
し、スキャン結果のリストを提供します。

詳細については、「イメージスキャン (p. 67)」を参照して
ください。

2019 年 10 
月 24 日

VPC エンドポイントポリ
シー

Amazon ECR インターフェイス VPC エンドポイントで 
IAM ポリシーを設定するためのサポートが追加されまし
た。

詳細については、「Amazon ECR VPC エンドポイントの
エンドポイントポリシーを作成する (p. 120)」を参照して
ください。

2019 年 9 月 
26 日

イメージタグの変更可能性 イメージタグが上書きされるのを防止するためにリポジト
リの設定で変更不可のサポートが追加されました。

詳細については、「イメージタグの変更可能性 (p. 66)」を
参照してください。

2019 年 7 月 
25 日

インターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS 
PrivateLink)

AWS PrivateLink を使用したインターフェイス VPC エン
ドポイントの設定のサポートが追加されました。これによ
り、インターネット、NAT インスタンス、VPN 接続、ま
たは AWS Direct Connect を経由せずに、VPC と Amazon 
ECR をプライベートに接続できます。

詳細については、「Amazon ECR インターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 115)」を参照してく
ださい。

2019 年 1 月 
25 日
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リソースへのタグ付け Amazon ECR で、メタデータタグをリポジトリに追加す
るためのサポートが追加されました。

詳細については、「プライベートリポジトリのタグ付
け (p. 30)」を参照してください。

2018 年 12 
月 18 日

Amazon ECR の名称変更 Amazon Elastic Container Registry の名称が変更されまし
た (以前の名称は Amazon EC2 Container Registry)。

2017 年 11 
月 21 日

ライフサイクルポリシー Amazon ECR ライフサイクルポリシーを使用して、リポ
ジトリ内のイメージのライフサイクル管理を指定すること
ができます。

詳細については、「ライフサイクルポリシー (p. 54)」を参
照してください。

2017 年 10 
月 11 日

Amazon ECR での Docker 
Image Manifest 2、Schema 
2 のサポート

Amazon ECR が Docker Image Manifest V2 Schema 2 
(Docker バージョン 1.10 以降で使用) をサポートするよう
になりました。

詳細については、「コンテナイメージマニフェストの形
式 (p. 78)」を参照してください。

2017 年 1 月 
27 日

Amazon ECR の一般提供 Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セ
キュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージ
ド AWS Docker レジストリサービスです。

2015 年 12 
月 21 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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