
Amazon ECS
AWS Fargate のユーザーガイド



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

Amazon ECS: AWS Fargate のユーザーガイド
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 ECS AWS Fargate のユーザーガイド

Table of Contents
AWS Fargateとは? ............................................................................................................................. 1

コンポーネント .......................................................................................................................... 1
クラスター ........................................................................................................................ 1
タスク定義 ........................................................................................................................ 1
タスク ............................................................................................................................... 1
サービス ............................................................................................................................ 1

オペレーティングシステムと CPU アーキテクチャ .......................................................................... 2
リージョン ................................................................................................................................ 2
AWS Fargate の Windows コンテナに関する考慮事項 ...................................................................... 2
開始チュートリアル .................................................................................................................... 3
料金 .......................................................................................................................................... 3

はじめに ............................................................................................................................................ 4
セットアップする ....................................................................................................................... 4

AWS アカウントにサインアップする ..................................................................................... 4
管理ユーザーを作成する ...................................................................................................... 5
仮想プライベートクラウドを作成する .................................................................................... 5
AWS CLI をインストールする .............................................................................................. 6

コンテナイメージの作成 .............................................................................................................. 6
前提条件 ............................................................................................................................ 7
Docker イメージの作成 ....................................................................................................... 8
Amazon Elastic Container Registry にイメージをプッシュします ............................................. 10
クリーンアップ ................................................................................................................. 11
次のステップ .................................................................................................................... 11

AWSコパイロットを使用する ..................................................................................................... 11
前提条件 .......................................................................................................................... 11
1 つのコマンドを使用してアプリケーションをデプロイする .................................................... 11
アプリケーションをステップバイステップでデプロイする ...................................................... 12

AWS CDK を使用する場合 ......................................................................................................... 16
ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する ..................................................................... 16
ステップ 2: AWS CDK を使用して、Fargate 上のコンテナ化されたウェブサーバーを定義する ..... 18
ステップ 3: ウェブサーバーをテストする ............................................................................. 22
ステップ 4: クリーンアップする ......................................................................................... 22
次のステップ .................................................................................................................... 22

AWS Fargate で Linux コンテナを使う場合のコンソールの使用方法 ................................................. 23
前提条件 .......................................................................................................................... 23
ステップ 1: クラスターを作成する ...................................................................................... 23
ステップ 2: タスク定義を作成する ...................................................................................... 24
ステップ 3: サービスを作成する ......................................................................................... 24
ステップ 4: サービスを表示する ......................................................................................... 25
ステップ 5：クリーンアップ .............................................................................................. 25

AWS Fargate で Windows コンテナを使う場合のコンソールの使用方法 ............................................ 26
前提条件 .......................................................................................................................... 23
ステップ 1: クラスターを作成する ...................................................................................... 26
ステップ 2: Windows タスク定義を登録する ......................................................................... 27
ステップ 3: タスク定義を使用してサービスを作成する ........................................................... 28
ステップ 4: サービスを表示する ......................................................................................... 28
ステップ 5: クリーンアップ ............................................................................................... 29

デベロッパー用ツールの概要 .............................................................................................................. 30
AWS Management Console ........................................................................................................ 30
AWS Command Line Interface .................................................................................................... 30
AWS CloudFormation ................................................................................................................ 31
AWS Copilot CLI ...................................................................................................................... 31
AWS CDK ............................................................................................................................... 32
AWS App2Container ................................................................................................................. 32

iii



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

Amazon ECS CLI ..................................................................................................................... 32
Docker Desktop の Amazon ECS との統合 ................................................................................... 33
AWS SDK ................................................................................................................................ 33
概要 ........................................................................................................................................ 33
AWS Copilot CLIの使用 ............................................................................................................. 34

AWS Copilot CLI のインストール ........................................................................................ 34
次のステップ .................................................................................................................... 40

Amazon ECS CLI の使用 ........................................................................................................... 40
Amazon ECS CLI をインストールします。 ........................................................................... 41
Amazon ECS CLI の設定 ................................................................................................... 46

プラットフォームのバージョン ........................................................................................................... 49
Linux プラットフォームのバージョン ........................................................................................... 49

プラットフォームのバージョンに関する考慮事項 ................................................................... 49
1.4.0 ............................................................................................................................... 50
1.3.0 ............................................................................................................................... 51
1.2.0 ............................................................................................................................... 52
1.1.0 ............................................................................................................................... 52
1.0.0 ............................................................................................................................... 52
プラットフォームバージョン 1.4.0 への移行 ......................................................................... 52
プラットフォームのバージョンの廃止 .................................................................................. 53

Windows プラットフォームバージョン ......................................................................................... 54
プラットフォームのバージョンに関する考慮事項 ................................................................... 54
1.0.0 ............................................................................................................................... 54

クラスター ....................................................................................................................................... 55
クラスターの概念 ...................................................................................................................... 55
Amazon ECS コンソールでのクラスター管理 ............................................................................... 56

コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラスター作成 ................................................ 56
コンソールを使用したクラスターの更新 ............................................................................... 57
コンソールを使用したクラスター削除 .................................................................................. 58

キャパシティープロバイダー ...................................................................................................... 59
キャパシティープロバイダーの概念 ..................................................................................... 59
キャパシティープロバイダータイプ ..................................................................................... 61
キャパシティープロバイダーに関する考慮事項 ...................................................................... 61
AWS Fargate キャパシティープロバイダー ........................................................................... 62

AWS CLI を使用したクラスターとキャパシティプロバイダーの管理 ................................................. 65
タスク定義 ....................................................................................................................................... 66

タスク定義の状態 ...................................................................................................................... 67
Fargate タスク定義の考慮事項 .................................................................................................... 67

ネットワークモード .......................................................................................................... 68
タスク CPU とメモリ ........................................................................................................ 69
ログ記録 .......................................................................................................................... 69
Amazon ECS タスク実行 IAM ロール。 ............................................................................... 70
タスク定義の例 ................................................................................................................. 70
タスクストレージ .............................................................................................................. 71

アプリケーションのアーキテクチャ ............................................................................................. 72
Fargate 起動タイプを使用する場合 ...................................................................................... 72

Amazon ECS コンソールでのタスク定義管理 ............................................................................... 73
コンソールを使用したタスク定義の作成 ............................................................................... 73
コンソールを使用したタスク定義の更新 ............................................................................... 82
新しいコンソールを使用したタスク定義リビジョンの登録解除 ................................................ 84
コンソールを使用したタスク定義リビジョンの削除 ................................................................ 85

タスク定義テンプレート ............................................................................................................ 85
タスク定義パラメータ ............................................................................................................... 89

ファミリー ....................................................................................................................... 89
起動タイプ ....................................................................................................................... 89
タスク実行ロール .............................................................................................................. 90
ネットワークモード .......................................................................................................... 90

iv



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

ランタイムプラットフォーム .............................................................................................. 90
タスクサイズ .................................................................................................................... 91
コンテナ定義 .................................................................................................................... 93
プロキシ設定 .................................................................................................................. 115
ボリューム ..................................................................................................................... 116
タグ .............................................................................................................................. 118
その他のタスク定義パラメータ ......................................................................................... 119

起動タイプ ............................................................................................................................. 120
Fargate 起動タイプ ......................................................................................................... 120

Amazon ECSの 64-bit ARM ワークロードの操作 ......................................................................... 121
考慮事項 ........................................................................................................................ 122
タスク定義で ARM アーキテクチャを指定する .................................................................... 123
ARM を設定するためのインターフェイス ........................................................................... 123

タスクでのデータボリュームの使用 ........................................................................................... 123
Fargate タスクエフェメラルストレージ .............................................................................. 124
Fargate Linux コンテナプラットフォームのバージョン ......................................................... 124
Fargate Windows コンテナプラットフォームのバージョン .................................................... 125
Amazon EFS ボリューム .................................................................................................. 125
バインドマウント ............................................................................................................ 128

Fargate タスクネットワーキング ............................................................................................... 133
Fargate タスクネットワーキングに関する考慮事項 ............................................................... 135
デュアルスタックモードでの VPC の使用 ........................................................................... 135

awslogs ログドライバーを使用する ........................................................................................... 136
コンテナ用の awslogs ログドライバーを有効にする ............................................................. 136
ロググループを作成する ................................................................................................... 136
使用できる awslogs ログドライバーのオプション ................................................................ 137
タスク定義でログ設定を指定する ...................................................................................... 139
CloudWatch Logs での コンテナログの表示 ........................................................................ 140

カスタムログルーティング ........................................................................................................ 140
考慮事項 ........................................................................................................................ 140
必要な IAM 許可 ............................................................................................................. 141
Fluentd バッファ制限 ....................................................................................................... 142
TCP 経由で Fluent ロガーライブラリまたは Log4j を使用する ............................................... 144
Fluent Bit イメージに AWS を使用する .............................................................................. 144
FireLens 設定を使用するタスク定義の作成 ......................................................................... 146
正規表現を使用したログのフィルタリング .......................................................................... 149
複数行またはスタックトレースログメッセージを連結する ..................................................... 150
タスク定義の例 ............................................................................................................... 165

タスクのプライベートレジストリの認証 ..................................................................................... 170
プライベートレジストリの認証で必須の IAM アクセス許可 ................................................... 170
プライベートレジストリの認証の使用 ................................................................................ 171

環境変数の受け渡し ................................................................................................................. 172
環境変数ファイルの指定に関する考慮事項 .......................................................................... 173
必要な IAM 許可 ............................................................................................................. 173

コンテナへの機密データの受け渡し ........................................................................................... 174
アプリケーション経由でのシークレットの取得 .................................................................... 174
環境変数を介したシークレットの取得 ................................................................................ 178
ログ記録設定のシークレットを取得する ............................................................................. 186

タスク定義の例 ....................................................................................................................... 187
例: ウェブサーバー .......................................................................................................... 188
例: splunk ログドライバー .............................................................................................. 189
例: fluentd ログドライバー ............................................................................................ 190
例: gelf ログドライバー ................................................................................................. 190
例: コンテナの依存関係 .................................................................................................... 191
Windows のサンプルのタスク定義 ..................................................................................... 192

AWS CLI を使用したタスク定義管理 .......................................................................................... 193
アカウント設定 ............................................................................................................................... 194

v



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

Amazon リソースネーム (ARN) と ID ......................................................................................... 196
ARN およびリソース ID 形式のタイムライン ............................................................................... 197
AWS Fargate 連邦情報処理標準 (FIPS-140) コンプライアンス ....................................................... 197
タグ付け認可 .......................................................................................................................... 197
タグ付け認可のタイムライン ..................................................................................................... 198
コンソールを使用したアカウント設定の表示 ............................................................................... 199
アカウント設定の変更 .............................................................................................................. 199
デフォルトのアカウント設定の復元 ........................................................................................... 199
AWS CLI を使用したアカウント設定管理 ................................................................................... 199

タスクのスケジューリング ................................................................................................................ 201
Amazon ECS コンソールを使用したスタンドアロンタスクの実行 .................................................. 202
新しいコンソールを使用してタスクを停止する ............................................................................ 206
スケジュールされたタスク ........................................................................................................ 206

スケジュールされたタスクを作成する ................................................................................ 206
スケジュールされたタスクをコンソールで表示する .............................................................. 210
スケジュールされたタスクを編集する ................................................................................ 210

タスクの保守 .......................................................................................................................... 210
タスクの終了通知を理解する ............................................................................................. 211

サービス ........................................................................................................................................ 212
サービススケジューラの概念 ..................................................................................................... 212

レプリカ ........................................................................................................................ 213
その他のサービスの概念 ........................................................................................................... 213
サービス定義パラメータ ........................................................................................................... 213

起動タイプ ..................................................................................................................... 214
キャパシティープロバイダー戦略 ...................................................................................... 214
タスク定義 ..................................................................................................................... 215
プラットフォームオペレーティングシステム ....................................................................... 215
プラットフォームのバージョニング ................................................................................... 216
クラスター ..................................................................................................................... 216
サービス名 ..................................................................................................................... 216
スケジュール戦略 ............................................................................................................ 216
必要数 ........................................................................................................................... 217
デプロイ設定 .................................................................................................................. 217
デプロイメントコントローラー ......................................................................................... 219
タスクの配置 .................................................................................................................. 219
タグ .............................................................................................................................. 220
ネットワーク構成 ............................................................................................................ 221
クライアントトークン ...................................................................................................... 226
サービス定義テンプレート ................................................................................................ 227

Amazon ECS コンソールのサービス管理 .................................................................................... 228
コンソールを使用したサービスの作成 ................................................................................ 228
コンソールを使用したサービスの更新 ................................................................................ 237
コンソールでサービスの削除 ............................................................................................. 240

デプロイタイプ ....................................................................................................................... 241
ローリング更新 ............................................................................................................... 241
CodeDeploy による Blue/Green デプロイ ........................................................................... 245
外部デプロイ .................................................................................................................. 250

サービスの負荷分散 ................................................................................................................. 255
ロードバランサーの種類 ................................................................................................... 256
ロードバランサーの作成 ................................................................................................... 259
サービスに複数のターゲットグループを登録する ................................................................. 264

サービスのオートスケーリング ................................................................................................. 266
サービスの自動スケーリングとデプロイ ............................................................................. 267
サービスの Auto Scaling に必要な IAM 許可 ....................................................................... 267
考慮事項 ........................................................................................................................ 268
AWS CLI および SDK の操作 ........................................................................................... 269
ターゲット追跡スケーリングポリシー ................................................................................ 269

vi



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

ステップスケーリングポリシー ......................................................................................... 270
相互接続サービス .................................................................................................................... 271

相互接続方法の選択 ......................................................................................................... 271
ネットワークモード互換表 ................................................................................................ 272
Service Connect .............................................................................................................. 272
サービス検出 .................................................................................................................. 289

タスクスケールイン保護 ........................................................................................................... 292
タスクスケールイン保護メカニズム ................................................................................... 293
タスクスケールイン保護に関する考慮事項 .......................................................................... 294
タスクスケールイン保護に必要な IAM アクセス許可 ............................................................ 294

サービスの調整ロジック ........................................................................................................... 295
AWS CLI を使用したサービス管理 ............................................................................................. 295

リソースとタグ ............................................................................................................................... 296
リソースのタグ付け ................................................................................................................. 296

リソースのタグ付け方法 ................................................................................................... 296
作成時のリソースのタグ付け ............................................................................................. 298
タグの制限 ..................................................................................................................... 298
Amazon ECS マネージドのタグ ........................................................................................ 299
請求用のリソースにタグを付ける ...................................................................................... 299
コンソールでのタグの処理 ................................................................................................ 300
CLI または API でのタグの操作 ......................................................................................... 301

Service Quotas ....................................................................................................................... 302
Amazon ECS のサービスクォータ ..................................................................................... 302
AWS Fargate Service Quotas ........................................................................................... 304
AWS Management Console での Amazon ECS とAWS FargateService Quotasの管理 ................ 305

AWS Fargate リージョン ......................................................................................................... 306
AWS Fargate の Linux コンテナをサポートしているリージョン ............................................. 306
AWS Fargate の Windows コンテナをサポートしているリージョン ........................................ 307

使用状況レポート .................................................................................................................... 308
タスクレベルのコストと使用状況 ...................................................................................... 309

モニタリング .................................................................................................................................. 311
モニタリングツール ................................................................................................................. 311

自動化ツール .................................................................................................................. 312
手動ツール ..................................................................................................................... 312

CloudWatch メトリクス ........................................................................................................... 313
CloudWatch メトリクスの使用 .......................................................................................... 313
使用できるメトリクスとディメンション ............................................................................. 313
サービス使用率 ............................................................................................................... 319
サービスの RUNNING タスク数 .......................................................................................... 319
Amazon ECS メトリクスの表示 ........................................................................................ 320

使用状況メトリクス ................................................................................................................. 321
Fargate のリソース使用状況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 . 322

アラームイベントと EventBridge ............................................................................................... 322
Amazon ECS イベント .................................................................................................... 323
イベントの処理 ............................................................................................................... 331

CloudWatch コンテナインサイト ............................................................................................... 333
Container Insights の考慮事項 ........................................................................................... 333
クラスターおよびサービスレベルのメトリクスの CloudWatch コンテナインサイトの設定 .......... 333
コンソールを使用する全ユーザーの Container Insights のデフォルトを変更するには ................. 334
コマンドラインを使用して全ユーザーの Container Insights のデフォルトを変更するには ........... 334
コマンドラインを使用して特定のユーザーに対する Container Insights のデフォルトを変更する
には .............................................................................................................................. 335
コマンドラインを使用して、特定のクラスターに対して Container Insights を有効にするには ..... 335
CloudWatch Container Insights を使用して、Amazon ECS ライフサイクルイベントを表示する
には .............................................................................................................................. 335

アプリケーショントレースデータの収集 ..................................................................................... 337
AWS X-Ray を使用した AWS Distro for OpenTelemetry の統合に必要な IAM 権限 ..................... 337

vii



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

タスク定義で AWS X-Ray 統合向け OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro の指定 ............... 338
アプリケーションメトリクスを収集する ..................................................................................... 339

アプリケーションメトリクスを Amazon CloudWatch にエクスポートする ............................... 339
アプリケーションメトリクスを Amazon Managed Service for Prometheus にエクスポートする .. 342

AWS CloudTrail を使用した Amazon ECS API コールのログ記録 ................................................... 344
CloudTrail のAmazon ECS 情報 ........................................................................................ 345
Amazon ECS ログファイルエントリの理解 ......................................................................... 345

Compute Optimizer 推奨事項 .................................................................................................... 346
Fargate のタスクサイズに関する推奨事項 ........................................................................... 347

セキュリティ .................................................................................................................................. 348
Identity and Access Management .............................................................................................. 348

対象者 ........................................................................................................................... 349
アイデンティティを使用した認証 ...................................................................................... 349
ポリシーを使用したアクセスの管理 ................................................................................... 352
IAM を使用するAmazon Elastic Container Service ................................................................ 353
アイデンティティベースポリシーの例 ................................................................................ 360
Amazon ECS の AWS 管理ポリシー .................................................................................. 371
サービスリンクロールの使用 ............................................................................................. 380
タスク実行 IAM ロール .................................................................................................... 382
タスク IAM ロール .......................................................................................................... 387
ECS Anywhere IAM ロール .............................................................................................. 391
CodeDeploy IAM ロール ................................................................................................... 393
CloudWatch Events IAM ロール ........................................................................................ 397
リソース作成時のタグ付け ................................................................................................ 401
トラブルシューティング ................................................................................................... 404

ログ記録とモニタリング ........................................................................................................... 405
コンプライアンス検証 .............................................................................................................. 406
AWS Fargate FIPS-140 コンプライアンス .................................................................................. 407

考慮事項 ........................................................................................................................ 407
Fargate で FIPS を使用する ............................................................................................. 407
監査に CloudTrail を使用する ............................................................................................ 408

インフラストラクチャセキュリティ ........................................................................................... 409
インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) .................................................... 409

タスクメタデータエンドポイント ...................................................................................................... 413
タスクメタデータエンドポイント v4 .......................................................................................... 413

タスクメタデータエンドポイントの有効化 .......................................................................... 414
タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 のパス .......................................................... 414
タスクメタデータ JSON レスポンス .................................................................................. 414
例 ................................................................................................................................. 418

タスクメタデータエンドポイント v3 .......................................................................................... 423
タスクメタデータの有効化 ................................................................................................ 423
タスクメタデータエンドポイントのパス ............................................................................. 423
タスクメタデータ JSON レスポンス .................................................................................. 424
タスクメタデータレスポンスの例 ...................................................................................... 426

コンテナエージェントのエンドポイント ............................................................................................. 428
タスクスケールインプロテクションのエンドポイント ................................................................... 428

タスクスケールインプロテクションのエンドポイントパス ..................................................... 428
タスクスケールインプロテクションエンドポイントの要求 ..................................................... 428
タスクスケールインプロテクションのエンドポイントレスポンス ........................................... 429

他の サービスでの連携 ..................................................................................................................... 432
Amazon ECR を Amazon ECS で使用 ....................................................................................... 432

Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用 ................................................................ 432
AWS CloudFormation で Amazon ECS リソースを作成 ................................................................ 433

Amazon ECS と AWS CloudFormation テンプレート ........................................................... 433
テンプレートの例 ............................................................................................................ 433
AWS CLI を使用してテンプレートからリソースを作成する ................................................... 438
AWS CloudFormation の詳細はこちら ................................................................................ 439

viii



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

Amazon ECS でApp Mesh を使用 ............................................................................................. 439
チュートリアル ............................................................................................................................... 440

チュートリアル: VPC の作成 .................................................................................................... 440
ステップ 1: NAT ゲートウェイの Elastic IP アドレスを選択する ............................................. 440
ステップ 2: VPC ウィザードを実行する ............................................................................. 441
ステップ 3: 追加のサブネットを作成する ............................................................................ 441
次のステップ .................................................................................................................. 442

チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Linux タスクでクラスターの作成 ............................... 442
前提条件 ........................................................................................................................ 443
ステップ 1: クラスターを作成する ..................................................................................... 443
ステップ 2: Linux タスク定義を登録 .................................................................................. 444
ステップ 3: タスク定義をリスト表示する ............................................................................ 445
ステップ 4: サービスを作成する ........................................................................................ 445
ステップ 5: サービスをリスト表示する ............................................................................... 446
ステップ 6: 実行中のサービスを記述する ............................................................................ 446
ステップ 7: テスト .......................................................................................................... 447
ステップ 8: クリーンアップ .............................................................................................. 449

チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Windows タスクでクラスターを作成 .......................... 449
前提条件 ........................................................................................................................ 449
ステップ 1: クラスターを作成する ..................................................................................... 450
ステップ 2: Windows タスク定義を登録する ....................................................................... 450
ステップ 3: タスク定義をリスト表示する ............................................................................ 451
ステップ 4: サービスを作成する ........................................................................................ 452
ステップ 5: サービスをリスト表示する ............................................................................... 452
ステップ 6: 実行中のサービスを記述する ............................................................................ 452
ステップ 7: クリーンアップする ........................................................................................ 454

チュートリアル:サービス検出を使用して、サービスの作成 ............................................................ 454
前提条件 ........................................................................................................................ 455
ステップ 1: AWS Cloud Map でサービス検出リソースを作成する ........................................... 455
ステップ 2: Amazon ECS リソースを作成する .................................................................... 456
ステップ 3: AWS Cloud Map でサービス検出を検証する ....................................................... 458
ステップ 4: クリーンアップする ........................................................................................ 459

チュートリアル: Blue/Green デプロイを使用するサービスの作成 ................................................... 461
前提条件 ........................................................................................................................ 461
ステップ 1: Application Load Balancer の作成 ..................................................................... 461
ステップ 2: Amazon ECS クラスターを作成する ................................................................. 462
ステップ 3: タスク定義を登録する ..................................................................................... 463
ステップ 4: Amazon ECS サービスを作成する .................................................................... 463
ステップ 5: AWS CodeDeploy リソースを作成する .............................................................. 464
ステップ 6: CodeDeploy デプロイを作成およびモニタリングする ........................................... 466
ステップ 7: クリーンアップする ........................................................................................ 469

チュートリアル:Amazon ECS CloudWatch Events イベントについて聴く ........................................ 470
前提条件: テストクラスターを設定する .............................................................................. 470
ステップ 1: Lambda 関数を作成する .................................................................................. 470
ステップ 2: イベントルールを登録する ............................................................................... 471
ステップ 3: タスク定義を作成する ..................................................................................... 471
ステップ 4: ルールをテストする ........................................................................................ 472

チュートリアル:タスク停止イベントに Amazon シンプル 通知サービス アラートを送信 .................... 472
前提条件: テストクラスターを設定する .............................................................................. 472
前提条件: Amazon SNS 用のアクセス許可の設定 ................................................................. 472
ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブする ......................................... 473
ステップ 2: イベントルールを登録する ............................................................................... 473
ステップ 3: ルールをテストする ........................................................................................ 474

チュートリアル: Windows コンテナ用に Amazon ECS に Fluent Bit をデプロイする .......................... 475
前提条件 ........................................................................................................................ 477
ステップ 1: IAM アクセスロールを作成する ........................................................................ 477
ステップ 2: Amazon ECS Windows コンテナインスタンスを作成する ..................................... 478

ix



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

ステップ 3: Fluent Bit の設定 ............................................................................................ 478
ステップ 4: ログを CloudWatch にルーティングする Windows Fluent Bit タスク定義を登録する .. 480
ステップ 5: デーモンスケジューリング戦略を使用して ecs-windows-fluent-bit タスク定
義を Amazon ECS サービスとして実行する ........................................................................ 481
ステップ 6: ログを生成する Windows タスク定義を登録する ................................................. 482
ステップ 7: windows-app-task タスク定義を実行する ...................................................... 483
ステップ 8: CloudWatch でログを確認する ......................................................................... 483
ステップ 9: クリーンアップする。 ..................................................................................... 484

トラブルシューティング ................................................................................................................... 486
デバッグ用にAmazon ECS Exec を使用 ..................................................................................... 486

アーキテクチャ ............................................................................................................... 486
ECS Exec を使用するための考慮事項 ................................................................................ 487
ECS Exec を使用するための前提条件 ................................................................................ 488
ECS Exec の使用 ............................................................................................................ 488
ECS Exec を使用するログ記録と監査 ................................................................................ 490
IAM ポリシーを使用して ECS Exec へのアクセスを制限する ................................................ 493
ECS Exec に関する問題のトラブルシューティング .............................................................. 495

停止されたタスクでのエラーの確認 ........................................................................................... 495
その他のリソース ............................................................................................................ 497

停止したタスクのエラーコード ................................................................................................. 497
CannotPullContainer task errors ................................................................................................ 499
サービスイベントメッセージ ..................................................................................................... 501

サービスイベントメッセージ ............................................................................................. 502
指定された CPU またはメモリの値が無効 ................................................................................... 504
サービスロードバランサーのトラブルシューティング ................................................................... 505
サービスの Auto Scaling のトラブルシューティング ..................................................................... 506
AWS Fargate スロットリングのクォータ .................................................................................... 507

RunTask API のスロットリング ........................................................................................ 507
レートクォータを調整する ................................................................................................ 508

API の失敗の理由 .................................................................................................................... 508
クラシック Amazon Elastic Container Service コンソール ..................................................................... 510

クラシックコンソールを使用した開始方法 .................................................................................. 510
AWS Fargate の Linux コンテナでクラシックコンソールを使用する ....................................... 510
AWS Fargate の Windows コンテナでクラシックコンソールを使用する .................................. 514

クラシック Amazon ECS コンソールでのクラスター管理 ............................................................. 518
従来のコンソールを使用したクラスターの作成 .................................................................... 518
クラシックコンソールを使用してクラスターを削除するには .................................................. 519

クラシック Amazon ECS コンソールでのタスク定義管理 ............................................................. 520
クラシックコンソールを使用したタスク定義の作成 .............................................................. 520
クラシックコンソールを使用したタスク定義の更新 .............................................................. 523
タスク定義のリビジョンから登録解除するには .................................................................... 524

クラシック Amazon ECS コンソールでのタスク管理 .................................................................... 525
クラシック Amazon ECS コンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する方法 .............. 525

サービス管理 .......................................................................................................................... 527
サービスの作成 ............................................................................................................... 528
クラシックコンソールを使用したサービスの更新 ................................................................. 540
クラシックコンソールを使用してサービスを削除するには ..................................................... 542

タグ管理 ................................................................................................................................ 543
クラシックコンソールを使って個々のリソースのタグを追加および削除 .................................. 543

アカウント設定管理 ................................................................................................................. 544
コンソールを使用したアカウント設定の変更 ....................................................................... 544
クラシックコンソールを使用したアカウント設定の表示 ........................................................ 544

モニタリングとトラブルシューティング ..................................................................................... 545
サービスメトリクスの表示 ................................................................................................ 545
Amazon ECS クラシックコンソールで、エラーにより停止されたタスクの確認 ........................ 545

ドキュメント履歴 ............................................................................................................................ 547
AWS 用語集 ................................................................................................................................... 560

x



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
コンポーネント

AWS Fargateとは?
AWS Fargate Fargate はAmazon ECSで使用できるテクノロジーであり、サーバーやAmazon EC2インス
タンスの クラスターを管理することなくコンテナを実行できます。Fargate を使用すると、コンテナを実
行するために仮想マシンのクラスターをプロビジョニング、設定、スケールする必要はありません。これ
により、サーバータイプの選択、クラスターをスケールするタイミングの決定、クラスターのパッキング
の最適化を行う必要がなくなります。

Fargate 起動タイプまたは Fargate 容量プロバイダーを使用して Amazon ECS タスクやサービスを実行
する場合、アプリケーションをコンテナにパッケージ化し、オペレーションシステム、CPU とメモリ要
件を指定し、ネットワークと IAM ポリシーを定義して、アプリケーションを起動します。各Fargate タス
クは、独自の分離境界を持ち、基盤となるカーネル、CPU リソース、メモリリソース、Elastic Network 
Interface を別のタスクと共有しません。

Fargate アーキテクチャの詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の
「Fargate 起動タイプを使用する場合」を参照してください。

このトピックでは、Fargate タスクおよびサービスのさまざまなコンポーネントを説明し、Amazon ECS
で Fargate を使用する際の特別な考慮事項を示しています。

コンポーネント
クラスター
Amazon ECSクラスターは、タスクまたはサービスの論理グループです。クラスターを使用して、アプリ
ケーションを分離できます。タスクが Fargate で実行されると、クラスターリソースは Fargate によって
管理されます。

タスク定義
タスク定義は、アプリケーションを形成する 1 つ以上のコンテナを記述するテキストファイルで
す。JSON 形式にあります。最大 10 個のコンテナを記述するために使用できます。タスク定義はアプリ
ケーションのブループリントとして機能します。それは、アプリケーションのさまざまなパラメータを指
定します。たとえば、オペレーティングシステムのパラメータ、使用するコンテナ、アプリケーションで
開くポート、タスクのコンテナで使用するデータボリュームなどの指定に使用できます。タスク定義で使
用できる特定のパラメータは、お客様の特定のアプリケーションのニーズによって異なります。

アプリケーションスタック全体は 1 つのタスク定義にある必要はありません。むしろ、複数のタスク定義
間にまたがってアプリケーションを展開することをお勧めします。関連するコンテナを独自のタスク定義
に結合し、それぞれが単一のコンポーネントを表すことにより、これを行えます。

タスク
タスクはクラスター内のタスク定義のインスタンス化です。Amazon ECS でアプリケーションのタスク定
義を作成後、クラスターで実行するタスクの数を指定できます。スタンドアロンタスクを実行することも
できますし、サービスの一部としてタスクを実行することもできます。

サービス
Amazon ECS サービスを使用すると、Amazon ECS クラスターで必要な数のタスクを同時に実行して維持
できます。仕組みとしては、タスクがいずれかの理由で失敗または停止した場合に、Amazon ECS サービ
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オペレーティングシステムと CPU アーキテクチャ

ススケジューラがタスク定義に基づいて別のインスタンスを起動することによって動作します。これは、
それを置き換え、サービス内の必要な数のタスクを維持するために行われます。

オペレーティングシステムと CPU アーキテクチャ
以下のオペレーティングシステムがサポートされています。

• Amazon Linux 2
• Windows Server 2019 Full
• Windows Server 2019 Core
• Windows Server 2022 Full
• Windows Server 2022 Core

Fargate で Windows コンテナを使用する場合は、the section called “AWS Fargate の Windows コンテナに
関する考慮事項” (p. 2) を確認してください。

Amazon ECS タスク定義には、ARM と X86_64 の 2 つのアーキテクチャを使用できます。

Fargate で Windows コンテナを実行する場合、X86_64 CPU アーキテクチャを備えている必要がありま
す。

Fargate で Linux コンテナを実行する場合、ARM ベースのアプリケーションに X86_64 CPU アーキテク
チャ、または ARM64 アーキテクチャを使用できます。詳細については、「the section called “Amazon 
ECSの 64-bit ARM ワークロードの操作” (p. 121)」を参照してください。

リージョン
Fargate で Linux コンテナをサポートするリージョンの情報については、「the section called “AWS 
Fargate の Linux コンテナをサポートしているリージョン” (p. 306)」を参照してください。

Fargate で Windows コンテナをサポートするリージョンの情報については、「the section called “AWS 
Fargate の Windows コンテナをサポートしているリージョン” (p. 307)」を参照してください。

AWS Fargate の Windows コンテナに関する考慮事
項

AWS Fargate の Windows コンテナは以下のオペレーティングシステムをサポートしています。

• Windows Server 2019 Full
• Windows Server 2019 Core
• Windows Server 2022 Full
• Windows Server 2022 Core

オペレーティングシステムのライセンス管理は、AWS が担当します。したがって、お客様は、追加の 
Microsoft ライセンスの必要はありません。

AWS Fargate の Windows コンテナは、awslogs ドライバをサポートしています。詳細については、「the 
section called “awslogs ログドライバーを使用する” (p. 136)」を参照してください。

2



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
開始チュートリアル

タスクは Linux コンテナまたは Windows コンテナのいずれかを実行できます。両方のコンテナタイプを実
行する必要がある場合は、個別のタスクを作成する必要があります。

Fargate の Windows コンテナでは、以下の機能はサポートされていません。

• グループ管理サービスアカウント (gMSA)
• Amazon FSx
• ENI トランキング
• タスク用 App Mesh サービスとプロキシの統合
• タスク用 Firelens ログルーターの統合
• 設定可能なエフェメラルストレージ
• EFS ボリューム
• 以下に示すタスク定義パラメータ。

• maxSwap
• swappiness

• Fargate Spot キャパシティープロバイダー
• イメージボリューム

Dockerfile volume オプションは無視されます。代わりに、タスクの定義でバインドマウントを使用しま
す。詳細については、「バインドマウント (p. 128)」を参照してください。

開始チュートリアル
以下のチュートリアルは、Fargate で Amazon ECS の使用開始に役立ちます。

• AWS Fargate の Linux コンテナによるコンソールの使用開始 (p. 23)
• the section called “AWS Fargate で Windows コンテナを使う場合のコンソールの使用方法” (p. 26)
• チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Linux タスクでクラスターの作成 (p. 442)
• the section called “AWS Fargate で Windows コンテナを使う場合のコンソールの使用方法” (p. 26)
• the section called “チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Windows タスクでクラスターを作

成” (p. 449)

Amazon Elastic Container Service の詳細については、Amazon ECS とは？を参照してください。

料金
AWS FargateのAmazon ECSでは、タスクで使用する vCPU とメモリリソースに対して料金が発生しま
す。詳細については、Fargateの料金を参照してください。

Fargate はSavings Plans も提供しており、AWS使用量を大幅に節約できます。詳細については、 Savings 
Plans ユーザーガイドを参照してください。

請求を表示するには、AWS Billing and Cost Management コンソールで請求およびコスト管理ダッシュ
ボードに移動します。請求書には、料金の明細が記載された使用状況レポートへのリンクが記載されてい
ます。AWS アカウント請求の詳細については、AWS Account Billingを参照してください。

AWSの請求、アカウント、イベントについてのご質問は、こちらにお問い合わせくださいAWS Support。 
　　　　　　 

AWS環境のコスト、セキュリティ、およびパフォーマンスの最適化に役立つサービスである Trusted 
Advisor の概要については、こちらを参照してくださいAWS Trusted Advisor。
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セットアップする

Amazon ECS の開始方法
以下のガイドでは、Amazon ECS にアクセスするために利用できるツールの概要と、コンテナを実行する
ためのステップバイステップの初歩的な手順について説明します。Docker の基本では、Docker コンテナ
イメージを作成し、Amazon ECR プライベート リポジトリにアップロードする基本的な手順を説明しま
す。入門ガイドでは、AWS CopilotのコマンドラインインターフェースとAWS Management Consoleを使
用して、Amazon ECS とAWS Fargate でコンテナを実行するための一般的なタスクを完了する手順につい
て説明します。

内容
• Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)
• Amazon ECS で使用するコンテナイメージの作成　 (p. 6)
• AWSコパイロットを使用して、Amazon ECS の開始方法 (p. 11)
• AWS CDKを使用してAmazon ECS の開始方法 (p. 16)
• AWS Fargate の Linux コンテナによるコンソールの使用開始 (p. 23)
• AWS Fargate の Windows コンテナによるコンソールの使用開始 (p. 26)

Amazon ECS を使用するようにセットアップする
すでに Amazon Web Services (AWS) にサインアップしていて、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) を使用している場合は、すぐに Amazon ECS を使用し始めることができます。2 つのサービスの
セットアッププロセスは似ています。次のガイドでは、最初の Amazon ECS のクラスターを起動する準備
をします。

Amazon ECS のセットアップを行うには、以下のタスクを完了します。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。
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管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

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。

仮想プライベートクラウドを作成する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソー
スを起動できます。

Note

Amazon ECS コンソールの初回実行時にクラスター用の VPC が作成されるため、Amazon ECS 
コンソールを使用する予定の場合は次のセクションに進むことができます。

デフォルトの VPC がある場合は、このセクションもスキップして、次のタスク「AWS CLI をインストー
ルする (p. 6)」に移動できます。デフォルトの VPC があるかどうかを判断するには、Amazon EC2 コ
ンソールでサポートされるプラットフォームの「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」を
参照してください。また、次の手順を使用して、アカウントにデフォルト以外の VPC を作成することもで
きます。

Important

アカウントがリージョン内で Amazon EC2 Classic をサポートしている場合、そのリージョンに
はデフォルトの VPC はありません。

VPC の作成方法の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のみを作成する」を参照し、
次の表を使用して、選択するオプションを決定します。
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オプション 値

作成するためのリソース VPC のみ

名前 オプションで、VPC の名前を指
定します。

IPv4 CIDR ブロック IPv4 CIDR 手動入力

CIDR ブロックサイズは /16 か
ら /28 の間である必要がありま
す。

IPv6 CIDR ブロック IPv6 CIDR ブロックなし

テナンシー デフォルト

Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC とは」を参照してくだ
さい。

AWS CLI をインストールする
Amazon ECS を使用すると、AWS Management Console でのすべてのオペレーションを手動で管理でき
ます。ただし、ローカルのデスクトップまたはデベロッパーボックスに AWS CLI をインストールするこ
とは可能です。この場合は、Amazon ECS 内の共通の管理タスクを自動化するための、スクリプトを作成
できます。

Amazon ECS で AWS CLI を使用するには、最新バージョンの AWS CLI をインストールします。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 コマンドラインインターフェイスのインストール」を参照してくだ
さい。

Amazon ECS で使用するコンテナイメージの作成
　

Amazon ECS は、タスク定義で Docker イメージを使用して、コンテナを起動します。Docker は、コン
テナ内の分散アプリケーションの構築、実行、テスト、デプロイするためのツールを提供するテクノロ
ジーです。Docker には、Amazon ECS にコンテナをデプロイするためのチュートリアルが用意されてい
ます。詳細については、「Deploying Docker containers on Amazon ECS( Amazon ECSでDocker コンテナ
のデプロイする) を参照してください。

ここでは、最初の Docker イメージを作成し、そのイメージを Amazon ECS タスク定義で使用するため
に、コンテナレジストリである Amazon ECR にプッシュするステップを説明します。このチュートリアル
は、Docker の概念と機能を基本的に理解していることを前提としています。Docker の詳細については、
「Docker とは」、「Docker の概要」を参照してください。

Important

AWS と Docker が協力して、Docker ツールを使用して直接 Amazon ECS にコンテナをデプ
ロイおよび管理できる、簡素化されたデベロッパーエクスペリエンスを構築しました。これ
で、Docker Desktop と Docker Compose を使用してコンテナをローカルで構築およびテストし
た後、Fargate. の Amazon ECS にコンテナをデプロイできるようになります。Amazon ECSと 
Docker 統合を開始するには、Docker Desktop をダウンロードし、オプションで Docker ID にサ
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インアップします。詳細については、「Docker Desktop」と「Docker ID サインアップ」を参照
してください。

前提条件
開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認します。

• Amazon ECR のセットアップステップを完了したことを確認します。詳細については、Amazon Elastic 
Container Registry ユーザーガイドの「Amazon ECR の設定」を参照してください。

• ユーザーは、Amazon ECR サービスにアクセスし、使用するために必要な IAM 権限を持ちます。詳細
については、「Amazon ECRマネージドポリシー」を参照してください。

• Docker をインストールします。Amazon Linux 2 の Docker インストールステップについては、
「Amazon Linux2 に Docker をインストールする (p. 7)」を参照してください。他のすべてのオペ
レーティングシステムについては、[Docker Desktop overview] (Docker デスクトップの概要) の Docker 
ドキュメントを参照してください。

• AWS CLI がインストールされ、設定されている。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。

ローカル開発環境がない、または不要で、Amazon EC2 インスタンスを使って Docker を使用したい場合
は、Amazon Linux 2 を使用してAmazon EC2 インスタンスを起動し、Docker Engine と Docker CLI をイ
ンストールするためのステップを以下に示します。

Amazon Linux2 に Docker をインストールする
Docker Desktop は、Mac または Windows 環境に簡単にインストールできるアプリケーションです。これ
により、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスの構築および共有ができます。Docker 
Desktop には、Docker Engine、Docker CLI クライアント、Docker Compose、および Amazon ECS で 
Docker を使用するときに役立つその他のツールが含まれています。使用するオペレーティングシステムに 
Docker Desktop をインストールする方法の詳細については、「Docker Desktop の概要」を参照してくだ
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. SSH を使用して 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「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

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 Engine パッケージをインストールします。

sudo amazon-linux-extras install docker

Important

このステップでは、インスタンスに Amazon Linux 2 AMI を使用していることを前提として
います。他のすべてのオペレーティングシステムについては、「Docker デスクトップの概
要」を参照してください。

5. Docker サービスを開始します。

sudo service docker start
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(オプション) システム再起動のたびに Docker デーモンを確実に起動できるように、次のコマンドを
実行します。

sudo systemctl enable docker

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. 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?

Docker イメージの作成
Amazon ECS のタスク定義では、Docker イメージを使用してクラスター内のコンテナインスタンスでコ
ンテナを起動します。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、そのイメージを Amazon 
ECR コンテナレジストリにプッシュして、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 ubuntu:18.04

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

# 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 && \  
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 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。

• 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 Mac コンピューターで 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。

docker-machine ip machine-name

ウェブページに「Hello, World!」が確認できます。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。
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にイメージをプッシュします

Amazon Elastic Container Registry にイメージをプッ
シュします
Amazon ECR はマネージド型 AWS Docker レジストリサービスです。Docker CLI を使用して、Amazon 
ECR リポジトリ内のイメージをプッシュ、プル、および管理できます。Amazon ECR 製品の詳細、主な
お客様導入事例、FAQ については、Amazon Elastic コンテナレジストリ 製品の詳細ページを参照してく
ださい。

イメージにタグを付け、Amazon ECR にプッシュするには

1. hello-world イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します。出力の repositoryUri
に注目してください。

region を、AWS リージョン に置き換えます (例えば us-east-1)。

aws ecr create-repository --repository-name hello-repository --region region

出力:

{ 
    "repository": { 
        "registryId": "aws_account_id", 
        "repositoryName": "hello-repository", 
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:region:aws_account_id:repository/hello-
repository", 
        "createdAt": 1505337806.0, 
        "repositoryUri": "aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository" 
    }
}

2. 前のステップの repositoryUri の値で hello-world イメージにタグを付けます。

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

3. aws ecr get-login-password コマンドを実行します。認証先のレジストリ URI を指定します。詳細に
ついては、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの「レジストリの認証」を参照してく
ださい。

docker login -u AWS -p $(aws ecr get-login-password --
region REGION) aws_account_id.dkr.ecr.REGION.amazonaws.com

出力:

Login Succeeded

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。

4. repositoryUri前のステップの値 を使用して、Amazon ECR にイメージをプッシュします。

docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/hello-repository
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クリーンアップ
Amazon ECS タスク定義の作成、およびコンテナイメージを使用したタスク起動を続行するには、次のス
テップ (p. 11) に進んでください。Amazon ECR イメージの試用を終了したら、レポジトリを削除し、
イメージストレージに対して課金されないようにします。

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

次のステップ
コンテナイメージを作成し、Amazon ECR にプッシュしたら、以下の次のステップを検討する必要があり
ます。

• the section called “AWS Fargate で Linux コンテナを使う場合のコンソールの使用方法” (p. 23)
• the section called “AWS Fargate で Windows コンテナを使う場合のコンソールの使用方法” (p. 26)
• チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Linux タスクでクラスターの作成 (p. 442)

AWSコパイロットを使用して、Amazon ECS の開
始方法

AWSAmazon ECS アプリケーションをデプロイしてコパイロットを使用して、Amazon ECS の使用を開
始する

前提条件
開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• AWS アカウントをセットアップします。詳細については、「Amazon ECS を使用するようにセット
アップする (p. 4)」を参照してください。

• AWSコパイロット CLIのインストール。現在、リリースは Linux および macOS システムをサポートし
ています。詳細については、「AWS Copilot CLI のインストール (p. 34)」を参照してください。

• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイ
ス」を参照してください。

• aws configure を実行して、AWSコパイロット CLI がアプリケーションとサービスの管理に使用する
デフォルトプロファイルを設定します。

• Docker のインストールと実行 詳細については、「Docker の開始方法」を参照してください。

1 つのコマンドを使用してアプリケーションをデプロ
イする
起動する前に、AWS コマンドラインツールがインストールされており、aws configure が実行済みで
あることを確認してください。

次のコマンドを使用して、アプリケーションをデプロイします。

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-cli-sample-app.git demo-app && \  
cd demo-app &&                               \
copilot init --app demo                      \ 
  --name api                                 \ 
  --type 'Load Balanced Web Service'         \ 
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  --dockerfile './Dockerfile'                \ 
  --port 80                                  \ 
  --deploy

アプリケーションをステップバイステップでデプロイ
する
ステップ 1: 認証情報を設定する
aws configure を実行して、AWSコパイロット CLI がアプリケーションとサービスの管理に使用するデ
フォルトプロファイルを設定します。

aws configure

ステップ 2: デモアプリのクローンを作成する
単純なフラスコアプリケーションと Dockerfile のクローンを作成します。

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-cli-sample-app.git demo-app

ステップ 3: アプリケーションをセットアップする
1. demo-app ディレクトリ内から、init コマンドを実行します。

Windows ユーザーの場合は、ダウンロードした copilot.exe ファイルを含むフォルダから init コ
マンドを実行します。

copilot init

AWSコパイロット では、次のステップから始めて、一連の端末プロンプトを使用して、最初のアプリ
ケーションとサービスのセットアップを順を追って説明します。AWS コパイロットすでにを使用して
アプリケーションをデプロイしている場合は、アプリケーション名のリストからアプリケーションを
選択するように求められます。

2. アプリケーションに名前を付ける

What would you like to name your application? [? for help]

Enter demo.

ステップ 4:「デモ」アプリケーションで ECS サービスをセット
アップする
1. サービスタイプを選択するよう求められます。小さな API を提供するシンプルな Flask アプリケー

ションを構築しています。

Which service type best represents your service's architecture? [Use arrows to move, 
 type to filter, ? for more help] 
   > Load Balanced Web Service
     Backend Service 
     Scheduled Job
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Choose    Load Balanced Web Service   .
2. サービスの名前を指定します。

What do you want to name this Load Balanced Web Service? [? for help]

サービスの名前の場合、Enter api。
3. ドッカーファイルを選択します。

Which Dockerfile would you like to use for api? [Use arrows to move, type to filter, ? 
 for more help] 
   > ./Dockerfile
     Use an existing image instead

Choose Dockerfile.

Windows ユーザーの場合は、Dockerfile へのパスを demo-app folder (*`...\demo-app\Dockerfile`*\.) 
に入力します。

4. ポートを定義します。

Which port do you want customer traffic sent to? [? for help] (80)

Enter 80、またはデフォルトを受け入れます。
5. 作成中のアプリケーションリソースを示すログが見られます。

Creating the infrastructure to manage services under application demo.

6. アプリケーションリソースが作成されたら、テスト環境をデプロイします。

Would you like to deploy a test environment? [? for help] (y/N)

Enter y.

Proposing infrastructure changes for the test environment.

7. アプリケーションデプロイのステータスを示すログが見られます。

Note: It's best to run this command in the root of your Git repository.
Welcome to the Copilot CLI! We're going to walk you through some questions
to help you get set up with an application on ECS. An application is a collection of
containerized services that operate together.

Use existing application: No
Application name: demo
Workload type: Load Balanced Web Service
Service name: api
Dockerfile: ./Dockerfile
no EXPOSE statements in Dockerfile ./Dockerfile
Port: 80
Ok great, we'll set up a Load Balanced Web Service named api in application demo
 listening on port 80.

# Created the infrastructure to manage services under application demo.

# Wrote the manifest for service api at copilot/api/manifest.yml
Your manifest contains configurations like your container size and port (:80).
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# Created ECR repositories for service api.

All right, you're all set for local development.
Deploy: Yes

# Created the infrastructure for the test environment.
- Virtual private cloud on 2 availability zones to hold your services     [Complete]
- Virtual private cloud on 2 availability zones to hold your services     [Complete] 
  - Internet gateway to connect the network to the internet               [Complete] 
  - Public subnets for internet facing services                           [Complete] 
  - Private subnets for services that can't be reached from the internet  [Complete] 
  - Routing tables for services to talk with each other                   [Complete]
- ECS Cluster to hold your services                                       [Complete]
# Linked account aws_account_id and region region to application demo.

# Created environment test in region region under application demo.                     
      
Environment test is already on the latest version v1.0.0, skip upgrade.
[+] Building 0.8s (7/7) FINISHED 
 => [internal] load .dockerignore                                                       
                            0.1s 
 => => transferring context: 2B                                                         
                            0.0s 
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                    
                            0.0s 
 => => transferring dockerfile: 37B                                                     
                            0.0s 
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:latest                         
                            0.7s 
 => [internal] load build context                                                       
                            0.0s 
 => => transferring context: 32B                                                        
                            0.0s 
 => [1/2] FROM docker.io/library/
nginx@sha256:aeade65e99e5d5e7ce162833636f692354c227ff438556e5f3ed0335b7cc2f1b     0.0s 
 => CACHED [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html                                  
                            0.0s 
 => exporting to image                                                                  
                            0.0s 
 => => exporting layers                                                                 
                            0.0s 
 => => writing image 
 sha256:3ee02fd4c0f67d7bd808ed7fc73263880649834cbb05d5ca62380f539f4884c4                
        0.0s 
 => => naming to aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/demo/api:cee7709           
                            0.0s
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /home/user/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded
The push refers to repository [aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/demo/api]
592a5c0c47f1: Pushed
6c7de695ede3: Pushed
2f4accd375d9: Pushed
ffc9b21953f4: Pushed
cee7709: digest: sha_digest

# Deployed api, you can access it at http://demo-
Publi-1OQ8VMS2VC2WG-561733989.region.elb.amazonaws.com.
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ステップ 5: アプリケーションが実行されていることを検証する
次のコマンドを使用して、アプリケーションのステータスを表示します。

AWS コパイロットのアプリケーションを一覧を表示します。

copilot app ls

アプリケーション内の環境およびサービスに関する情報を表示します。

copilot app show

環境に関する情報を表示します。

copilot env ls

エンドポイント、キャパシティー、関連リソースなど、サービスに関する情報を表示します。

copilot svc show

アプリケーション内のすべてのサービスのリスト。

copilot svc ls

デプロイされたサービスのログを表示します。

copilot svc logs

サービスのステータスを表示する

copilot svc status

使用可能なコマンドとオプションを一覧表示します。

copilot --help

copilot init --help

ステップ 6。CI/CD パイプラインの作成方法を学ぶ
AWS コパイロットを使用して CI/CD パイプラインと git ワークフローを完全に自動化する方法についての
詳細は、「ECSワークショップ」を参照してください。

ステップ 7: クリーンアップする
次のコマンドを実行して、すべてのリソースを削除およびクリーンアップします。

copilot app delete

15

https://ecsworkshop.com/microservices/frontend/#create-a-ci-cd-pipeline


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
AWS CDK を使用する場合

AWS CDKを使用してAmazon ECS の開始方法
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、選択したプログラミング言語を使用して、AWS クラウド
インフラストラクチャの定義に使用できる、Infrastructure as Code (IAC) フレームワークです。独自のク
ラウドインフラストラクチャを定義するには、最初に、(CDK でサポートされている言語のいずれかで) 
1 つ以上のスタックが含まれるアプリケーションを記述します。次に、それを AWS CloudFormation テ
ンプレートに合成して、AWS アカウント にリソースをデプロイします。このトピックのステップに従っ
て、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と Fargate 上の AWS CDK で、コンテナ化された
ウェブサーバーをデプロイしてください。

CDK に含まれる AWS 構成ライブラリは、AWS のサービス が提供するリソースのモデル化に使用できる
モジュールを提供します。一般的なサービスでは、ライブラリが、スマートなデフォルトとベストプラク
ティスを持つ厳選された構成を提供します。これらのモジュールの 1 つである aws-ecs-patterns は、
コンテナ化されたサービスと必要なすべてのサポートリソースをほんの数行のコードで定義するために使
用できる、高レベルの抽象化を提供します。

このトピックでは、ApplicationLoadBalancedFargateService 構成を使用します。この構成
は、Application Load Balancer の背後にある Fargate に Amazon ECS サービスをデプロイします。この
aws-ecs-patterns モジュールには、Network Load Balancer を使用したり、Amazon EC2 で実行した
りする構成も含まれています。

このタスクを開始する前に、AWS CDK 開発環境をセットアップし、次のコマンドを実行して AWS CDK 
をインストールします。AWS CDK 開発環境のセットアップ方法については、「Getting Started With the 
AWS CDK - Prerequisites」( の使用を開始する - 前提条件) を参照してください。

npm install -g aws-cdk

Note

これらの手順は、AWS CDK v2 を使用していることを前提としています。

トピック
• ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する (p. 16)
• ステップ 2: AWS CDK を使用して、Fargate 上のコンテナ化されたウェブサーバーを定義す

る (p. 18)
• ステップ 3: ウェブサーバーをテストする (p. 22)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 22)
• 次のステップ (p. 22)

ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する
新しいAWS CDKアプリケーションのディレクトリを作成し、プロジェクトを初期化します。

TypeScript

mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language typescript

JavaScript

mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
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ステップ 1:AWS CDK プロジェクトを設定する

cdk init --language javascript

Python

mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language python

プロジェクトが開始されたら、プロジェクトの仮想環境をアクティブにし、AWS CDK のベースライ
ンの依存関係をインストールします。

source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

Java

mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language java

この Maven プロジェクトを Java IDE にインポートします。例えば Eclipse では、[File] (ファイル) >
[Import] (インポート) > [Maven] > [Existing Maven Projects] (既存の Maven プロジェクト) を使用しま
す。

C#

mkdir hello-ecs
cd hello-ecs
cdk init --language csharp

Note

AWS CDKアプリケーションテンプレートは、プロジェクトディレクトリの名前を使用し、ソー
スファイルとクラスの名前を生成します。この例では、ディレクトリ名は hello-ecs です。別
のプロジェクトディレクトリ名を使用する場合、アプリケーションはこれらの指示と一致しませ
ん。

AWS CDK v2 は、aws-cdk-lib と呼ばれる単一パッケージですべての AWS のサービス の安定した構
成を含んでいます。このパッケージは、プロジェクト開始時に依存関係としてインストールされます。特
定のプログラミング言語で作業する場合、パッケージはプロジェクトを初めて構築するときにインストー
ルされます。このトピックでは、Amazon ECS の使用時に高レベルの抽象化を提供する、Amazon ECS 
Patterns 構成の使用方法について説明します。このモジュールは、Amazon ECS 構成およびその他の構成
に依存し、Amazon ECS アプリケーションに必要なリソースをプロビジョニングします。

これらのライブラリを CDK アプリケーションにインポートする際に使用する名前は、使用するプログラ
ミング言語によって若干異なります。参考として、サポートされている各 CDK プログラミング言語で使
用される名前を以下に示します。

TypeScript

aws-cdk-lib/aws-ecs
aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns

JavaScript

aws-cdk-lib/aws-ecs
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ステップ 2: AWS CDK を使用して、Fargate 上
のコンテナ化されたウェブサーバーを定義する

aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns

Python

aws_cdk.aws_ecs
aws_cdk.aws_ecs_patterns

Java

software.amazon.awscdk.services.ecs
software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns

C#

Amazon.CDK.AWS.ECS
Amazon.CDK.AWS.ECS.Patterns

ステップ 2: AWS CDK を使用して、Fargate 上のコン
テナ化されたウェブサーバーを定義する
DockerHub のコンテナイメージ amazon-ecs-sample を使用します。このイメージには、Amazon Linux 
2 で実行される PHP ウェブアプリケーションが含まれています。

作成した AWS CDK プロジェクトで、スタック定義を含むファイルを次の例のいずれかと同様に編集しま
す。

Note

スタックはデプロイの単位です。すべてのリソースがスタック内にある必要があり、スタック内
のすべてのリソースは同時にデプロイされます。リソースのデプロイに失敗すると、既にデプロ
イされている他のリソースはロールバックされます。AWS CDK アプリケーションには複数のス
タックを含めることができ、あるスタック内のリソースは別のスタック内のリソースを参照でき
ます。

TypeScript

lib/hello-ecs-stack.ts を更新すると次のようになります。

import * as cdk from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as ecs from 'aws-cdk-lib/aws-ecs';
import * as ecsp from 'aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns';

export class HelloEcsStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, 'MyWebServer', { 
      taskImageOptions: { 
        image: ecs.ContainerImage.fromRegistry('amazon/amazon-ecs-sample'), 
      }, 
      publicLoadBalancer: true 
    }); 
  }
}

18

https://hub.docker.com/r/amazon/amazon-ecs-sample


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
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のコンテナ化されたウェブサーバーを定義する

JavaScript

lib/hello-ecs-stack.js を更新すると次のようになります。

const cdk = require('aws-cdk-lib');
const { Construct } = require('constructs');
const ecs = require('aws-cdk-lib/aws-ecs');
const ecsp = require('aws-cdk-lib/aws-ecs-patterns');

class HelloEcsStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope = Construct, id = string, props = cdk.StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(this, 'MyWebServer', { 
      taskImageOptions: { 
        image: ecs.ContainerImage.fromRegistry('amazon/amazon-ecs-sample'), 
      }, 
      publicLoadBalancer: true 
    }); 
  }
}

module.exports = { HelloEcsStack }

Python

hello-ecs/hello_ecs_stack.py を更新すると次のようになります。

import aws_cdk as cdk
from constructs import Construct

import aws_cdk.aws_ecs as ecs
import aws_cdk.aws_ecs_patterns as ecsp

class HelloEcsStack(cdk.Stack): 

    def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None: 
        super().__init__(scope, construct_id, **kwargs) 

        ecsp.ApplicationLoadBalancedFargateService(self, "MyWebServer", 
            task_image_options=ecsp.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions( 
                image=ecs.ContainerImage.from_registry("amazon/amazon-ecs-sample")), 
            public_load_balancer=True 
        )

Java

src/main/java/com.myorg/HelloEcsStack.java を更新すると次のようになります。

package com.myorg;

import software.constructs.Construct;
import software.amazon.awscdk.Stack;
import software.amazon.awscdk.StackProps;

import software.amazon.awscdk.services.ecs.ContainerImage;
import 
 software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns.ApplicationLoadBalancedFargateService;
import 
 software.amazon.awscdk.services.ecs.patterns.ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions;

public class HelloEcsStack extends Stack { 
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    public HelloEcsStack(final Construct scope, final String id) { 
        this(scope, id, null); 
    } 

    public HelloEcsStack(final Construct scope, final String id, final StackProps 
 props) { 
        super(scope, id, props); 

        ApplicationLoadBalancedFargateService.Builder.create(this, "MyWebServer") 
         .taskImageOptions(ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions.builder() 
           .image(ContainerImage.fromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample")) 
           .build()) 
         .publicLoadBalancer(true) 
         .build();         
    }
}

C#

src/HelloEcs/HelloEcsStack.cs を更新すると次のようになります。

using Amazon.CDK;
using Constructs;
using Amazon.CDK.AWS.ECS;
using Amazon.CDK.AWS.ECS.Patterns;
namespace HelloEcs
{ 
    public class HelloEcsStack : Stack 
    { 
        internal HelloEcsStack(Construct scope, string id, IStackProps props = null) : 
 base(scope, id, props) 
        { 
            new ApplicationLoadBalancedFargateService(this, "MyWebServer", 
                new ApplicationLoadBalancedFargateServiceProps 
                { 
                    TaskImageOptions = new ApplicationLoadBalancedTaskImageOptions 
                    { 
                        Image = ContainerImage.FromRegistry("amazon/amazon-ecs-sample") 
                    }, 
                    PublicLoadBalancer = true 
                }); 
        } 
    }
}

前述の短いスニペットには次のものが含まれます。

• サービスの論理名: MyWebServer。
• DockerHub から取得したコンテナイメージ: amazon/amazon-ecs-sample。
• ロードバランサーが公開アドレスを持ち、インターネットからアクセスできる事実といった、その他の

関連情報。

AWS CDK は、次のリソースを含む、ウェブサーバーのデプロイに必要なすべてのリソースを作成しま
す。この例では、これらのリソースは省略されています。

• Amazon ECS クラスター
• Amazon VPC と Amazon EC2 インスタンス
• Auto Scaling グループ
• Application Load Balancer
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• IAM ロールとポリシー

自動プロビジョニングされたリソースの一部は、スタックで定義されているすべての Amazon ECS サービ
スにより共有されます。

ソースファイルを保存し、アプリケーションのメインディレクトリで cdk synth コマンドを実行しま
す。AWS CDK はアプリケーションを実行し、そのアプリケーションから AWS CloudFormation テンプ
レートを合成して、テンプレートを表示します。テンプレートは約 600 行の YAML ファイルです。ファイ
ルの先頭は以下のとおりです。テンプレートはこの例と異なる場合があります。

Resources: 
  MyWebServerLB3B5FD3AB: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      LoadBalancerAttributes: 
        - Key: deletion_protection.enabled 
          Value: "false" 
      Scheme: internet-facing 
      SecurityGroups: 
        - Fn::GetAtt: 
            - MyWebServerLBSecurityGroup01B285AA 
            - GroupId 
      Subnets: 
        - Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet1Subnet3C273B99 
        - Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet2Subnet95FF715A 
      Type: application 
    DependsOn: 
      - EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet1DefaultRouteFF4E2178 
      - EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpcPublicSubnet2DefaultRouteB1375520 
    Metadata: 
      aws:cdk:path: HelloEcsStack/MyWebServer/LB/Resource 
  MyWebServerLBSecurityGroup01B285AA: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Automatically created Security Group for ELB 
 HelloEcsStackMyWebServerLB06757F57 
      SecurityGroupIngress: 
        - CidrIp: 0.0.0.0/0 
          Description: Allow from anyone on port 80 
          FromPort: 80 
          IpProtocol: tcp 
          ToPort: 80 
      VpcId: 
        Ref: EcsDefaultClusterMnL3mNNYNVpc7788A521 
    Metadata: 
      aws:cdk:path: HelloEcsStack/MyWebServer/LB/SecurityGroup/Resource
# and so on for another few hundred lines

AWS アカウント でサービスをデプロイするには、cdk deploy コマンドをアプリケーションのメイン
ディレクトリで実行します。AWS CDK が生成した IAM ポリシーを、承認するよう求められます。

デプロイには数分かかり、その間に AWS CDK は複数のリソースを作成します。デプロイからの出力の末
尾数行に、ロードバランサーの公開ホスト名と、新しいウェブサーバーの URL が含まれます。その内容は
次のとおりです。

Outputs:
HelloEcsStack.MyWebServerLoadBalancerDNSXXXXXXX = Hello-MyWeb-ZZZZZZZZZZZZZ-ZZZZZZZZZZ.us-
west-2.elb.amazonaws.com
HelloEcsStack.MyWebServerServiceURLYYYYYYYY = http://Hello-MyWeb-ZZZZZZZZZZZZZ-
ZZZZZZZZZZ.us-west-2.elb.amazonaws.com
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ステップ 3: ウェブサーバーをテストする

ステップ 3: ウェブサーバーをテストする
デプロイ出力から URL をコピーし、ウェブブラウザに貼り付けます。ウェブサーバーからの次のウェルカ
ムメッセージが表示されます。

ステップ 4: クリーンアップする
ウェブサーバーの使用が終了したら、CDK を使用して cdk destroy コマンドをアプリケーションのメイ
ンディレクトリで実行し、サービスを終了します。これにより、将来的に想定外の請求が発生するのを防
げます。

次のステップ
AWS CDK を使用して AWS インフラストラクチャを開発する方法の詳細については、「AWS CDK デベ
ロッパーガイド」を参照してください。

選択した言語で AWS CDK アプリケーションを記述する方法については、以下を参照してください。

TypeScript

TypeScript で AWS CDK を操作
JavaScript

JavaScript で AWS CDK を操作　
Python

Python で AWS CDK を捜査　
Java

Java で AWS CDK を操作
C#

C# で AWS CDK を操作

このトピックで使用する AWS 構成ライブラリモジュールの詳細は、以下の AWS CDK API リファレンス
の概要を参照してください。

• aws-ecs
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AWS Fargate で Linux コンテナを
使う場合のコンソールの使用方法

• aws-ecs-patterns

AWS Fargate の Linux コンテナによるコンソール
の使用開始

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービス
で、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことができます。AWS Fargate でサービスや
タスクを起動して、Amazon ECS 管理のサーバーレスインフラストラクチャにあるコンテナをホストする
ことができます。Amazon ECS Fargateでの広範囲な 概要については、AWS Fargateとは? (p. 1)を参照し
てください。

Amazon ECS で AWS Fargate がサポートされているリージョンで、タスクに Fargate 起動タイプを使用
し、Amazon ECS on AWS Fargate の使用を開始します。

AWS Fargateで Amazon ECSの使用を開始するには、以下のステップを完了します。

前提条件
開始する前に、Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4) の手順を完了するようにして
ください。

• ユーザーが管理者権限を持っていることが必要です。詳細については、「Amazon ECS を使用するよう
にセットアップする (p. 4)」を参照してください。

• ユーザーがサービスロールを作成するための IAM 権限を持っていることが必要です。詳細については、
「AWS 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。

• 管理者権限を持つユーザーは、タスク実行ロールを手動で作成することにより、使用するアカウントで
有効にできます。詳しくは、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

ステップ 1: クラスターを作成する
デフォルトの VPC を使用するクラスターを作成します。

開始する前に、適切な IAM アクセス許可を割り当ててください。詳細については、「the section called 
“クラスターの例” (p. 366)」を参照してください。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、[Create Cluster] (クラスターの作成) を選択します。
5. [Cluster configuration] (クラスター設定) で、[Cluster name] (クラスター名) に一意の名前を入力しま

す。

名前には、最大 255 文字 (大文字と小文字)、数字、およびハイフンを含めることができます。
6. (オプション) Container Insights を有効にするには、[Monitoring] (モニタリング) を展開し、[Use 

Container Insights] (Container Insights を使用する) をオンにします。
7. (オプション) クラスターを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) を展開し、タグを設定します。

[タグの追加] [タグの追加] を選択して、以下を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
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• [値] にキー値を入力します。

[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。
8. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 2: タスク定義を作成する
タスク定義はアプリケーションの設計図のようなものです。Amazon ECS でタスクを起動するたびに、タ
スク定義を指定します。サービスは、コンテナに使用する Docker イメージ、タスクで使用するコンテナ
の数、各コンテナのリソース割り当てを認識します。

1. ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択します。
2. [Create new Task Definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new revision with JSON] (JSON で新

しいリビジョンを作成) の順に選択します。
3. 以下のタスク定義の例をコピーしてボックスに貼り付け、[Save (保存)] を選択します。

{ 
    "family": "sample-fargate",  
    "networkMode": "awsvpc",  
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "fargate-app",  
            "image": "public.ecr.aws/docker/library/httpd:latest",  
            "portMappings": [ 
                { 
                    "containerPort": 80,  
                    "hostPort": 80,  
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ],  
            "essential": true,  
            "entryPoint": [ 
                "sh", 
  "-c" 
            ],  
            "command": [ 
                "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
 App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> 
 <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon 
 ECS.</p> </div></body></html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-
foreground\"" 
            ] 
        } 
    ],  
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ],  
    "cpu": "256",  
    "memory": "512"
}

4. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 3: サービスを作成する
タスク定義を使用してサービスを作成します。
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1. ナビゲーションペインで、[Clusters] (クラスター) を選択してから、the section called “ステップ 1: ク
ラスターを作成する” (p. 23) で作成したクラスターを選択します。

2. [Services] (サービス) タブから、[Create] (作成) を選択します。
3. [Deployment configure] (デプロイ設定) で、アプリケーションのデプロイ方法を指定します。

a. [Task definition] (タスク定義) で、the section called “ステップ 2: タスク定義を作成す
る” (p. 24) で作成したタスク定義を選択します。

b. [Service name] (サービス名) でサービスの名前を入力します。
c. [Desired tasks] (必要なタスク) に、1と入力します。

4. [Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 4: サービスを表示する
1. [Service: [service-name]] (サービス：サービス名) ページで、[Tasks] (タスク) タブを選択します。
2. [Services] (サービス) タブで、the section called “ステップ 3: サービスを作成する” (p. 24) で作成し

たサービスを選択します。
3. [Service: service-name] ページで、サービスのタスクのタスク ID を選択します。
4. [Configuration] (設定) セクションの[Public IP] (パブリック IP) で、[open address] (オープンアドレス) 

を選択します。
5. Amazon ECS サンプルアプリケーションを示すウェブページが表示されます。

ステップ 5：クリーンアップ
Amazon ECS クラスターの使用が終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないよう、
それに関連付けられたリソースをクリーンアップする必要があります。

タスク、サービス、クラスター、コンテナインスタンスなど、一部の Amazon ECS リソースは、Amazon 
ECS コンソールを使用してクリーンアップします。Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing 
ロードバランサー、Auto Scaling グループなど他のリソースは、Amazon EC2 コンソールで手動でクリー
ンアップするか、それを作成した AWS CloudFormation スタックを削除することでクリーンアップする必
要があります。

1. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
2. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
3. [Delete Cluster] を選択します。確認プロンプトで、delete cluster-nameと入力し、[Delete] (削除) 

を選択します。クラスターを削除すると、Auto Scaling グループ、VPC、ロードバランサーなどを含
むクラスターで作成された関連リソースがクリーンアップされます。
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を使う場合のコンソールの使用方法

AWS Fargate の Windows コンテナによるコンソー
ルの使用開始

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービス
で、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことができます。AWS Fargate でサービスや
タスクを起動して、Amazon ECS 管理のサーバーレスインフラストラクチャにあるコンテナをホストする
ことができます。Amazon ECS Fargateでの広範囲な 概要については、AWS Fargateとは? (p. 1)を参照し
てください。

Amazon ECS で AWS Fargate がサポートされているリージョンで、タスクに Fargate 起動タイプを使用
し、Amazon ECS on AWS Fargate の使用を開始します。

AWS Fargateで Amazon ECSの使用を開始するには、以下のステップを完了します。

前提条件
開始する前に、Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4) のステップを完了したこと、
および AWS ユーザーに AdministratorAccess または Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許
可 (p. 362) の IAM ポリシー例で指定されている必要なアクセス権限があることを確認します。

初回実行ウィザードは、Fargate タスクに必要なタスク実行 IAM ロールを自動的に作成しようとします。
初回実行のエクスペリエンスがこの IAM ロールを作成できるようにするには、次のいずれかがtrueである
必要があります。

• ユーザーが管理者権限を持っていることが必要です。詳細については、「Amazon ECS を使用するよう
にセットアップする (p. 4)」を参照してください。

• ユーザーがサービスロールを作成するための IAM 権限を持っていることが必要です。詳細については、
「AWS 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。

• 管理者権限を持つユーザーは、タスク実行ロールを手動で作成することにより、使用するアカウントで
有効にできます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してくだ
さい。

ステップ 1: クラスターを作成する
デフォルトの VPCを使用する windows という名前の新しいクラスターを作成できます。

AWS Management Console を使用してクラスターを作成するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、[Create Cluster] (クラスターの作成) を選択します。
5. [Cluster configuration] (クラスター設定) の [Cluster name] (クラスター名) に「windows」と入力しま

す。
6. (オプション) Container Insights を有効にするには、[Monitoring] (モニタリング) を展開し、[Use 

Container Insights] (Container Insights を使用する) をオンにします。
7. (オプション) クラスターを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) を展開し、タグを設定します。

[タグの追加] [タグの追加] を選択して、以下を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
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• [値] にキー値を入力します。

[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。
8. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 2: Windows タスク定義を登録する
Amazon ECS クラスターで Windows コンテナを実行する前に、タスク定義を登録する必要があります。
次のタスク定義の例では、mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis コンテナイメージを使用
してコンテナインスタンスのポート 8080 でシンプルなウェブページを表示します。

AWS Management Console を使用してサンプルタスク定義を登録するには

1. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。
2. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition with JSON] (JSON 

で新しいタスク定義を作成) の順に選択します。
3. 以下のタスク定義の例をコピーしてボックスに貼り付け、[Save (保存)] を選択します。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "command": [ 
                "New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -Value 
 '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 
 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your 
 application is now running on a container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe 
 w3svc" 
            ], 
            "entryPoint": [ 
                "powershell", 
                "-Command" 
            ], 
            "essential": true, 
            "cpu": 2048, 
            "memory": 4096,       
            "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "/ecs/fargate-windows-task-definition", 
                    "awslogs-region": "us-east-1", 
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            }, 
            "name": "sample_windows_app", 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "containerPort": 80, 
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "memory": "4096", 
    "cpu": "2048", 
    "networkMode": "awsvpc", 
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    "family": "windows-simple-iis-2019-core", 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE" 
    }, 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ]
}

4. 情報を確認し、[Create] (作成) を選択します。

ステップ 3: タスク定義を使用してサービスを作成す
る
タスク定義を登録したら、それを使用してクラスターにタスクを配置できます。次の手順では、タスク定
義を使用してサービスを作成し、クラスターに 1 つのタスクを配置します。

コンソールを使用してタスク定義からサービスを作成するには

1. ナビゲーションペインで、[Clusters] (クラスター) を選択してから、the section called “ステップ 1: ク
ラスターを作成する” (p. 26) で作成したクラスターを選択します。

2. [Services] (サービス) タブから、[Create] (作成) を選択します。
3. [Deployment configure] (デプロイ設定) で、アプリケーションのデプロイ方法を指定します。

a. [Task definition] (タスク定義) で、the section called “ステップ 2: タスク定義を作成す
る” (p. 24) で作成したタスク定義を選択します。

b. [Service name] (サービス名) でサービスの名前を入力します。
c. [Desired tasks] (必要なタスク) に、1と入力します。

4. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 4: サービスを表示する
サービスによってクラスターでタスクが起動されたら、サービスを表示し、ブラウザで IIS テストページ
を開いてコンテナが実行中であることを確認できます。

Note

コンテナインスタンスで Windows コンテナベースレイヤーをダウンロードして抽出するまでに最
大 15 分かかる場合があります。

サービスを表示するには

1. [Clusters] ページで、[windows] クラスターを選択します。
2. [Services] (サービス) タブで、[windows_fargate_sample_app] サービスを選択します。
3. [Service: windows_fargate_sample_app] ページで、サービス内のタスクのタスク ID を選択します。
4. [Task] (タスク) ページを表示し、[Configuration] (設定) セクションの[Public IP] (パブリック IP) 

で、[open address] (オープンアドレス) を選択します。
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ステップ 5: クリーンアップ
Amazon ECS クラスターの使用が終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないよう、
それに関連付けられたリソースをクリーンアップする必要があります。

タスク、サービス、クラスター、コンテナインスタンスなど、一部の Amazon ECS リソースは、Amazon 
ECS コンソールを使用してクリーンアップします。Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing 
ロードバランサー、Auto Scaling グループなど他のリソースは、Amazon EC2 コンソールで手動でクリー
ンアップするか、それを作成した AWS CloudFormation スタックを削除することでクリーンアップする必
要があります。

1. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
2. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
3. [Delete Cluster] を選択します。確認プロンプトで、delete windowsと入力し、[Delete] (削除) を選択

します。クラスターを削除すると、Auto Scaling グループ、VPC、ロードバランサーなどを含むクラ
スターで作成された関連リソースがクリーンアップされます。
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Amazon ECS デベロッパーツールの
概要

Amazon ECS は、大企業またはスタートアップ企業であるかにかかわらず、コンテナを迅速に稼働させ
るのに役立つさまざまなツールを提供します。専門知識のレベルは関係ありません。次の方法で Amazon 
ECS を使用できます。

• AWS Management Console (p. 30) を使用して、コンテナアプリケーションおよびサービスについ
て、学習、開発、管理、視覚化します。

• AWS Command Line Interface (p. 30)、AWS SDK (p. 33)または ECS API を使用して、プログラ
ミングまたはスクリプトにより、自動化されたデプロイで Amazon ECS リソースに対して特定のアク
ションを実行します。

• AWS CloudFormation (p. 31) を使用して、自動デプロイにより、環境内のすべての AWS リソースを
定義および管理します。

• 包括的な AWS Copilot CLI (p. 31) エンドツーエンドのデベロッパーワークフローを使用して、インフ
ラストラクチャの AWS ベストプラクティスに準拠したコンテナアプリケーションを作成、リリース、
運用します。

• 希望するプログラミング言語を使用して、AWS CDK (p. 32) でインフラストラクチャまたはアーキテ
クチャをコードとして定義します。

• コンテナのAWS App2Container (p. 32)統合移植性とツールエコシステムを使用して、オンプレミ
ス、Amazon EC2 インスタンス、またはその両方でホストされるアプリケーションをコンテナ化しま
す。

• Amazon ECS CLI (p. 32) で Docker Compose ファイル形式を使用して、アプリケーションを 
Amazon ECS にデプロイするか、Amazon ECS で実行されているコンテナを使ってローカルコンテナを
テストします。

• Docker Desktop の Amazon ECS を使用して、Docker Desktop の Amazon ECS との統合 (p. 33)から
コンテナを起動します。

AWS Management Console
AWS Management Consoleは、Amazon ECS リソースを管理するためのブラウザベースのインターフェ
イスです。コンソールには、サービスの概要が視覚的に表示されるため、追加のツールを使用しなくて
も、Amazon ECS の特徴と機能を簡単に探索できます。コンソールの使用について説明した、関連する
チュートリアルが多数用意されています。

コンソールに関するチュートリアルについては、「Amazon ECS の開始方法 (p. 4)」を参照してくださ
い。

アクションが成功するかどうかについてすぐに視覚的なフィードバックがもたらされるため、多くのお客
様はコンソールを使用することを好みます。AWS Management Consoleに慣れているAWSお客様は、ロー
ドバランサーや Amazon EC2 インスタンスなどの関連リソースを簡単に管理できます。

AWS Management Console から始めます。

AWS Command Line Interface
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS サービスを管理するために使用できる統合ツールで
す。この 1 つのツールだけでは、複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してこれらのサービ
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スを自動化することができます。AWS CLIのAmazon ECS コマンドは、Amazon ECS API を反映していま
す。

AWS には、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS Tools for Windows PowerShell という 2 
セットのコマンドラインツールが用意されています。詳細については、AWS Command Line Interfaceユー
ザーガイドおよびAWS Tools for Windows PowerShellユーザーガイドを参照してください。

AWS CLI は、スクリプト作成やコマンドラインツールとのインターフェイスを好みかつ使い慣れて
おり、Amazon ECS リソースに対して実行するアクションを正確に把握しているお客様に適していま
す。AWS CLI は、Amazon ECS API に詳しくなりたいお客様にも役立ちます。お客様は、AWS CLI を使
用して、Amazon ECS リソースでコマンドラインインターフェイスから直接作成、読み取り、更新、削除
などの多数の操作を実行できます。

Amazon ECS API および対応する CLI コマンドに詳しくなり、自動スクリプトを作成し、Amazon ECS リ
ソースに対して特定のアクションを実行したい場合は、AWS CLI を使用します。

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation と Amazon ECS の Terraform は両方とも、Infrastructure as Code を定義するための
強力な方法になります。実行中のテンプレートまたは AWS CloudFormation スタックのバージョンをいつ
でも簡単に追跡し、必要に応じて以前のバージョンにロールバックできます。インフラストラクチャとア
プリケーションのデプロイは、同じ自動化された方法で実行できます。この柔軟性と自動化により、AWS 
CloudFormation と Terraform は継続的なデリバリーパイプラインから Amazon ECS へワークロードをデ
プロイするための 2 つの一般的なフォーマットになります。

AWS CloudFormation の詳細については、「AWS CloudFormation で Amazon ECS リソースを作
成 (p. 433)」を参照してください。

Amazon ECS でインフラストラクチャのデプロイとアプリケーションを自動化し、環境内のすべての 
AWS リソースを明示的に定義および管理する場合は、AWS CloudFormation または Terraform を使用しま
す。

AWS Copilot CLI
AWS Copilot CLI (コマンドラインインターフェイス) は、Amazon ECS 上のコンテナや環境にパッケージ
化されたアプリケーションのデプロイと操作を、ソースコードから直接行えるようにする包括的なツール
です。AWS Copilot を使用すると、AWSと Amazon ECS 要素(Application Load Balancer、パブリックサ
ブネット、タスク、サービス、クラスターなど)を理解しなくても、これらの操作を実行できます。AWS
ユーザーに代わって Copilot が作成するAWSリソースは、ロードバランサーウェブサービスやバックエ
ンドサービスなどの独善的なサービスパターンから、コンテナ化されたアプリケーションが即時に本
番稼働できる環境を提供します。AWS CodePipeline パイプラインを使用して、複数の環境、アカウン
ト、またはリージョンにまたがってデプロイできます。それらのすべてが CLI 内で管理できます。AWS 
Copilot を使用して、ログの表示やサービスの健全性などのオペレータタスクを実行することもできま
す。AWSCopilot は、クラウドリソースの管理を容易にするオールインワンツールです。これにより、ア
プリケーションの開発と管理に集中できます。

詳細については、「AWS Copilot コマンドラインインターフェイスの使用 (p. 34)」を参照してくださ
い。

包括的な AWS Copilot エンドツーエンドのデベロッパーワークフローを使用して、インフラストラクチャ
の AWS ベストプラクティスに準拠したコンテナアプリケーションを作成、リリース、運用します。
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AWS CDK
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプ
リケーションリソースのモデル化とプロビジョニングができる、オープンソースのソフトウェア開発フ
レームワークです。AWS CDK では、AWS CloudFormation を介し、安全かつ反復可能な方法でリソー
スのプロビジョニングを行います。CDK を使用すると、アプリケーションの構築に使用した言語と同じ
言語を用いて、より少ないコード行で環境を生成できます。Amazon ECS は、ecs-patterns と呼ばれ
る CDK のモジュールを提供します。これにより、共通のアーキテクチャが作成されます。使用可能なパ
ターンは ApplicationLoadBalancedFargateService() です。このパターンはクラスター、タスク
定義、AWS Fargate で負荷分散された Amazon ECS サービスを実行するための追加リソースを作成しま
す。

詳細については、「AWS CDKを使用してAmazon ECS の開始方法 (p. 16)」を参照してください。

希望するプログラミング言語のコードとしてインフラストラクチャまたはアーキテクチャを定義する場
合は、AWS CDK を使用します。例えば、アプリケーションの作成に使用するのと同じ言語を使用できま
す。

AWS App2Container
企業のお客様は、オンプレミス、EC2 インスタンス、またはその両方でホストされているアプリケーショ
ンを既に持っている場合があります。そのようなお客様は、特に Amazon ECS 上のコンテナの移植性と
ツーリングエコシステムに特に興味があり、最初にコンテナ化する必要があります。AWSApp2Container 
により、これが可能になります。App2Container (A2C) は、.NET および Java アプリケーションをコ
ンテナ化されたアプリケーションに最新化するためのコマンドラインツールです。A2C は、仮想マシ
ン、オンプレミス、またはクラウドで実行されているすべてのアプリケーションのインベントリを分
析および構築します。コンテナ化するアプリケーションを選択すると、A2C はアプリケーションアー
ティファクトをパッケージ化し、コンテナイメージへの依存関係を識別します。次に、ネットワーク
ポートを設定し、Amazon ECS タスクを生成します。最後に、必要に応じてデプロイまたは変更できる 
CloudFormation テンプレートが作成されます。

詳細については、「AWS App2Container の開始方法」を参照してください。

オンプレミス、Amazon EC2 インスタンス、またはその両方でホストされているアプリケーションがある
場合は、App2Container を使用します。

Amazon ECS CLI
Amazon ECS CLI を使用すると、Amazon ECS と AWS Fargate での、Docker Compose ファイル形式を
使用したアプリケーションの実行が可能になります。Amazon ECR を使用して、リソースのプロビジョ
ニング、イメージのプッシュとプルを迅速に行い、Amazon ECS または AWS Fargate で実行中のアプリ
ケーションを監視することができます。また、ローカルで実行されているコンテナと、クラウド内のコン
テナを CLI 内でテストすることもできます。

詳細については、「Amazon ECS コマンドラインインターフェースの使用 (p. 40)」を参照してくださ
い。

Compose アプリケーションがあり、それを Amazon ECS へデプロイする場合、またはクラウドの 
Amazon ECS で実行されているコンテナを使用してローカルコンテナをテストする場合は、ECS CLI を使
用します。
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Docker Desktop の Amazon ECS との統合
AWS と Docker は共同で、Amazon ECS でのコンテナのデプロイと管理を Docker ツールを使用して直
接行える、簡素化されたデベロッパーエクスペリエンスを構築しました。これで、Docker Desktop と 
Docker Compose を使用してコンテナをローカルで構築およびテストした後、Fargate. の Amazon ECS 
にコンテナをデプロイできるようになります。Amazon ECSと Docker 統合を開始するには、Docker 
Desktop をダウンロードし、オプションで Docker ID にサインアップします。詳細については、「Docker 
Desktop」と「Docker ID サインアップ」を参照してください。

コンテナの初心者は、コンテナについて学び始めるのによく Docker CLI や Docker Compose などの 
Docker ツールを使用しています。これにより、Amazon ECS 用の Docker Compose CLIプラグインを
使用することが、ローカルでテストした後に AWS でコンテナを実行するための次のステップになりま
す。Docker には、Amazon ECS にコンテナをデプロイするためのチュートリアルが用意されています。
詳細については、「Deploying Docker containers on Amazon ECS( Amazon ECSでDocker コンテナのデプ
ロイする) を参照してください。

サービス検出、負荷分散、その他の AWS リソースなどの追加 Amazon ECS 機能を利用して、Docker 
Desktop のアプリケーションで使用することができます。

Amazon ECS 用の Docker Compose CLI プラグインを GitHub から直接ダウンロードすることもできま
す。詳細については、GitHub 上の「Amazon ECS 用の Docker Compose CLI プラグイン」を参照してく
ださい。

AWS SDK
AWS SDK を使用して、さまざまなプログラミング言語の Amazon ECS リソースと操作を管理することも
できます。SDK には、次のリストに示すタスクを含むタスクの処理に役立つモジュールが用意されていま
す。

• サービスリクエストに暗号署名する
• リクエストを再試行する
• エラーレスポンスの処理をする

使用できる SDK の詳細については、「アマゾン ウェブ サービスのツール」を参照してください。

概要
選択するオプションが数多く用意されており、最適なオプションを選択することができます。次のオプ
ションも考慮してください。

• 視覚化指向の場合は、AWS Management Console を使用してコンテナを視覚的に作成および操作できま
す。

• CLI を希望する場合は、AWS Copilot または AWS CLI の使用を検討してください。または、Docker エ
コシステムを希望する場合は、Docker CLI 内から AWS へデプロイする ECS の機能を利用できます。
これらのリソースのデプロイ後は、CLI またはコンソールを使用して視覚的に管理し続けることができ
ます。

• デベロッパーの場合は、AWS CDK を使用して、アプリケーションと同じ言語でインフラストラクチャ
を定義できます。CDK と AWS Copilot を使用して CloudFormation テンプレートにエクスポートできま
す。CloudFormation テンプレートでは、スクリプトや、AWS CodePipeline などの CI/CD パイプライン
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を使用して、詳細な設定の変更、その他の AWS リソースの追加、デプロイの自動化を行うことができ
ます。

AWS CLI、SDK、または ECS API は、ECS リソースに対するアクションを自動化するための便利なツー
ルで、デプロイに最適です。AWS CloudFormation を使用してアプリケーションをデプロイするには、さ
まざまなプログラミング言語または単純なテキストファイルを使用して、アプリケーションに必要なす
べてのリソースをモデル化およびプロビジョニングできます。その後、自動化された安全な方法で、複
数のリージョンとアカウントにアプリケーションをデプロイできます。例えば、ECS クラスター、サー
ビス、タスク定義、またはキャパシティープロバイダーをファイル内のコードとして定義し、AWS CLI 
CloudFormation コマンドを使用してデプロイできます。

オペレーションタスクを実行するには、AWS CLI、SDK、または ECS API を使用して、プログラムで
リソースを表示および管理できます。describe-tasks やlist-services などのコマンドにより、
最新のメタデータまたはすべてのリソースのリストを表示します。デプロイと同様に、お客様は自動化
を記述できます。これには、予期せず停止したリソースの検出時に修正アクションを提供する update-
service などのコマンドが含まれます。AWS Copilot を使用してサービスを操作することもできま
す。copilot svc logs または copilot app show のようなコマンドにより、各マイクロサービス、
またはアプリケーション全体についての詳細が分かります。

お客様は、このドキュメントに記載されている使用可能なツールを使用して、さまざま組み合わせて使用
できます。ECS ツーリングは、特定のツールから、変化するニーズに合う他のツールに乗り換えるための
さまざまなパスを提供します。例えば、リソースをより細かく制御したり、必要に応じて自動化を強化し
たりできます。ECS はまた、幅広いニーズと専門知識のレベルに応じた幅広いツールを提供しています。

AWS Copilot コマンドラインインターフェイスの使
用

AWS Copilot コマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドは、ローカル開発環境から、Amazon ECS 
での本番稼働対応のコンテナ化されたアプリケーションの構築、リリース、および運用を簡素化しま
す。AWS Copilot CLI は、Infrastructure as Code 使用することから、ユーザーの代わりにプロビジョニン
グされた CI/CD パイプラインを作成することまで、最新のアプリケーションのベストプラクティスをサ
ポートするデベロッパーワークフローと連携 Infrastructure as CodeInfrastructure as Code します。AWS 
Copilot CLI を毎日の開発の一部として使用し、AWS Management Console の代替としてテストのサイク
ルを使用します。

AWS Copilot は現在 Linux、macOS、Windows システムをサポートしています。AWS Copilot CLI の最新
バージョンの詳細については、「リリース」を参照してください。

Note

AWS Copilot CLI のソースコードは GitHub で入手できます。最新の CLI ドキュメントは AWS 
Copilot ウェブサイトで入手できます。含める変更について、問題とプルリクエストを送信する
ことをお勧めします。ただし、現在、アマゾン ウェブ サービスでは、AWS Copilot コードの
変更されたコピーの実行をサポートしていません。AWS Copilot の問題は、「Gitter」 または
「GitHub」 でご連絡ください。問題を開いたり、フィードバックを提供したり、バグを報告した
りすることができます。

AWS Copilot CLI のインストール
AWS Copilot CLI は、Homebrew を使用するか、手動でバイナリをダウンロードすることによって、Linux 
または macOS システムにインストールできます。次の手順は、希望するインストール方法で使用しま
す。
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Homebrew を使用した AWS Copilot CLIのインストール
次のコマンドは、Homebrew を使用して macOS または Linux システムに AWS Copilot CLIをインストー
ルするために使用されます。インストールする前に、Homebrew をインストールする必要があります。詳
細については、「Homebrew」を参照してください。

brew install aws/tap/copilot-cli

AWS Copilot CLI の手動インストール
Homebrew の代わりに、macOS または Linux システムに手動で AWS Copilot CLI をインストールするこ
とができます。お使いのオペレーティングシステムで次のコマンドを使用して、バイナリをダウンロード
し、実行アクセス許可を適用し、ヘルプメニューを一覧表示して動作を検証します。

macOS

macOS の場合:

sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/
latest/download/copilot-darwin \ 
   && sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \ 
   && copilot --help

Linux

Linux x86 (64 ビット) システムの場合:

sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/
latest/download/copilot-linux \ 
   && sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \ 
   && copilot --help

Linux ARM システムの場合:

sudo curl -Lo /usr/local/bin/copilot https://github.com/aws/copilot-cli/releases/
latest/download/copilot-linux-arm64 \ 
   && sudo chmod +x /usr/local/bin/copilot \ 
   && copilot --help

Windows

PowerShell を使用して、次のコマンドを実行します。

New-Item -Path 'C:\copilot' -ItemType directory; ` 
  Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\copilot\copilot.exe' https://github.com/aws/copilot-
cli/releases/latest/download/copilot-windows.exe

(任意) PGP 署名を使用した AWS Copilot CLI の検証
AWS Copilot CLI の実行可能ファイルは、PGP 署名を使用して暗号で署名されます。PGP 署名を使用し
て、AWS Copilot CLI 実行可能ファイルの妥当性を検証できます。GnuPG ツールを使用してこの署名を検
証するには、次のステップを行います。

1. GnuPG をダウンロードし、インストールします。詳細については、GnuPG のウェブサイトを参照し
てください。
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macOS

Homebrew の使用をお勧めします。製品ウェブサイトの手順に従って、Homebrew をインストー
ルします。詳細については、「Homebrew」を参照してください。Homebrew がインストールさ
れたら、macOS 端末から次のコマンドを使用します。

brew install gnupg

Linux

任意の Linux のパッケージマネージャーを使用して gpg をインストールします。
Windows

GnuPG ウェブサイトから Windows の簡易インストーラをダウンロードし、管理者としてインス
トールします。GnuPG をインストールしたら、管理者向け PowerShell を閉じてから再度開きま
す。

詳細については、「GnuPG のダウンロード」を参照してください。
2. GnuPG パスが環境パスに追加されていることを確認します。

macOS

echo $PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>

Linux

echo $PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

export PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>

Windows

Write-Output $Env:PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

e $Env:PATH += ";<path to GnuPG executable files>"

3. ローカルプレーンテキストファイルを作成します。

macOS

ターミナルで、次のように入力します。

touch <public_key_filename.txt>

TextEdit でファイルを開きます。
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Linux

gedit など、テキストエディタでテキストファイルを作成します。public_key_filename.txt
として保存します。

Windows

Notepad など、テキストエディタでテキストファイルを作成しま
す。public_key_filename.txt として保存します。

4. 次の Amazon ECS PGP パブリックキーの内容を追加し、ファイルを保存します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQINBFq1SasBEADliGcT1NVJ1ydfN8DqebYYe9ne3dt6jqKFmKowLmm6LLGJe7HU
jGtqhCWRDkN+qPpHqdArRgDZAtn2pXY5fEipHgar4CP8QgRnRMO2fl74lmavr4Vg
7K/KH8VHlq2uRw32/B94XLEgRbGTMdWFdKuxoPCttBQaMj3LGn6Pe+6xVWRkChQu
BoQAhjBQ+bEm0kNy0LjNgjNlnL3UMAG56t8E3LANIgGgEnpNsB1UwfWluPoGZoTx
N+6pHBJrKIL/1v/ETU4FXpYw2zvhWNahxeNRnoYj3uycHkeliCrw4kj0+skizBgO
2K7oVX8Oc3j5+ZilhL/qDLXmUCb2az5cMM1mOoF8EKX5HaNuq1KfwJxqXE6NNIcO
lFTrT7QwD5fMNld3FanLgv/ZnIrsSaqJOL6zRSq8O4LN1OWBVbndExk2Kr+5kFxn
5lBPgfPgRj5hQ+KTHMa9Y8Z7yUc64BJiN6F9Nl7FJuSsfqbdkvRLsQRbcBG9qxX3
rJAEhieJzVMEUNl+EgeCkxj5xuSkNU7zw2c3hQZqEcrADLV+hvFJktOz9Gm6xzbq
lTnWWCz4xrIWtuEBA2qE+MlDheVd78a3gIsEaSTfQq0osYXaQbvlnSWOoc1y/5Zb
zizHTJIhLtUyls9WisP2s0emeHZicVMfW61EgPrJAiupgc7kyZvFt4YwfwARAQAB
tCRBbWF6b24gRUNTIDxlY3Mtc2VjdXJpdHlAYW1hem9uLmNvbT6JAhwEEAECAAYF
AlrjL0YACgkQHivRXs0TaQrg1g/+JppwPqHnlVPmv7lessB8I5UqZeD6p6uVpHd7
Bs3pcPp8BV7BdRbs3sPLt5bV1+rkqOlw+0gZ4Q/ue/YbWtOAt4qY0OcEo0HgcnaX
lsB827QIfZIVtGWMhuh94xzm/SJkvngml6KB3YJNnWP61A9qJ37/VbVVLzvcmazA
McWB4HUMNrhd0JgBCo0gIpqCbpJEvUc02Bjn23eEJsS9kC7OUAHyQkVnx4d9UzXF
4OoISF6hmQKIBoLnRrAlj5Qvs3GhvHQ0ThYq0Grk/KMJJX2CSqt7tWJ8gk1n3H3Y
SReRXJRnv7DsDDBwFgT6r5Q2HW1TBUvaoZy5hF6maD09nHcNnvBjqADzeT8Tr/Qu
bBCLzkNSYqqkpgtwv7seoD2P4n1giRvDAOEfMZpVkUr+C252IaH1HZFEz+TvBVQM
Y8OWWxmIJW+J6evjo3N1eO19UHv71jvoF8zljbI4bsL2c+QTJmOv7nRqzDQgCWyp
Id/v2dUVVTk1j9omuLBBwNJzQCB+72LcIzJhYmaP1HC4LcKQG+/f41exuItenatK
lEJQhYtyVXcBlh6Yn/wzNg2NWOwb3vqY/F7m6u9ixAwgtIMgPCDE4aJ86zrrXYFz
N2HqkTSQh77Z8KPKmyGopsmN/reMuilPdINb249nA0dzoN+nj+tTFOYCIaLaFyjs
Z0r1QAOJAjkEEwECACMFAlq1SasCGwMHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIX
gAAKCRC86dmkLVF4T9iFEACEnkm1dNXsWUx34R3c0vamHrPxvfkyI1FlEUen8D1h
uX9xy6jCEROHWEp0rjGK4QDPgM93sWJ+s1UAKg214QRVzft0y9/DdR+twApA0fzy
uavIthGd6+03jAAo6udYDE+cZC3P7XBbDiYEWk4XAF9I1JjB8hTZUgvXBL046JhG
eM17+crgUyQeetkiOQemLbsbXQ40Bd9V7zf7XJraFd8VrwNUwNb+9KFtgAsc9rk+
YIT/PEf+YOPysgcxI4sTWghtyCulVnuGoskgDv4v73PALU0ieUrvvQVqWMRvhVx1
0X90J7cC1KOyhlEQQ1aFTgmQjmXexVTwIBm8LvysFK6YXM41KjOrlz3+6xBIm/qe
bFyLUnf4WoiuOplAaJhK9pRY+XEnGNxdtN4D26Kd0F+PLkm3Tr3Hy3b1Ok34FlGr
KVHUq1TZD7cvMnnNKEELTUcKX+1mV3an16nmAg/my1JSUt6BNK2rJpY1s/kkSGSE
XQ4zuF2IGCpvBFhYAlt5Un5zwqkwwQR3/n2kwAoDzonJcehDw/C/cGos5D0aIU7I
K2X2aTD3+pA7Mx3IMe2hqmYqRt9X42yF1PIEVRneBRJ3HDezAgJrNh0GQWRQkhIx
gz6/cTR+ekr5TptVszS9few2GpI5bCgBKBisZIssT89aw7mAKWut0Gcm4qM9/yK6
1bkCDQRatUmrARAAxNPvVwreJ2yAiFcUpdRlVhsuOgnxvs1QgsIw3H7+Pacr9Hpe
8uftYZqdC82KeSKhpHq7c8gMTMucIINtH25x9BCc73E33EjCL9Lqov1TL7+QkgHe
T+JIhZwdD8Mx2K+LVVVu/aWkNrfMuNwyDUciSI4D5QHa8T+F8fgN4OTpwYjirzel
5yoICMr9hVcbzDNv/ozKCxjx+XKgnFc3wrnDfJfntfDAT7ecwbUTL+viQKJ646s+
psiqXRYtVvYInEhLVrJ0aV6zHFoigE/Bils6/g7ru1Q6CEHqEw++APs5CcE8VzJu
WAGSVHZgun5Y9N4quR/M9Vm+IPMhTxrAg7rOvyRN9cAXfeSMf77I+XTifigNna8x
t/MOdjXr1fjF4pThEi5u6WsuRdFwjY2azEv3vevodTi4HoJReH6dFRa6y8c+UDgl
2iHiOKIpQqLbHEfQmHcDd2fix+AaJKMnPGNku9qCFEMbgSRJpXz6BfwnY1QuKE+I
R6jA0frUNt2jhiGG/F8RceXzohaaC/Cx7LUCUFWc0n7z32C9/Dtj7I1PMOacdZzz
bjJzRKO/ZDv+UN/c9dwAkllzAyPMwGBkUaY68EBstnIliW34aWm6IiHhxioVPKSp
VJfyiXPO0EXqujtHLAeChfjcns3I12YshT1dv2PafG53fp33ZdzeUgsBo+EAEQEA
AYkCHwQYAQIACQUCWrVJqwIbDAAKCRC86dmkLVF4T+ZdD/9x/8APzgNJF3o3STrF
jvnV1ycyhWYGAeBJiu7wjsNWwzMFOv15tLjB7AqeVxZn+WKDD/mIOQ45OZvnYZuy
X7DR0JszaH9wrYTxZLVruAu+t6UL0y/XQ4L1GZ9QR6+r+7t1Mvbfy7BlHbvX/gYt
Rwe/uwdibI0CagEzyX+2D3kTOlHO5XThbXaNf8AN8zha91Jt2Q2UR2X5T6JcwtMz
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FBvZnl3LSmZyE0EQehS2iUurU4uWOpGppuqVnbi0jbCvCHKgDGrqZ0smKNAQng54
F365W3g8AfY48s8XQwzmcliowYX9bT8PZiEi0J4QmQh0aXkpqZyFefuWeOL2R94S
XKzr+gRh3BAULoqF+qK+IUMxTip9KTPNvYDpiC66yBiT6gFDji5Ca9pGpJXrC3xe
TXiKQ8DBWDhBPVPrruLIaenTtZEOsPc4I85yt5U9RoPTStcOr34s3w5yEaJagt6S
Gc5r9ysjkfH6+6rbi1ujxMgROSqtqr+RyB+V9A5/OgtNZc8llK6u4UoOCde8jUUW
vqWKvjJB/Kz3u4zaeNu2ZyyHaOqOuH+TETcW+jsY9IhbEzqN5yQYGi4pVmDkY5vu
lXbJnbqPKpRXgM9BecV9AMbPgbDq/5LnHJJXg+G8YQOgp4lR/hC1TEFdIp5wM8AK
CWsENyt2o1rjgMXiZOMF8A5oBLkCDQRatUuSARAAr77kj7j2QR2SZeOSlFBvV7oS
mFeSNnz9xZssqrsm6bTwSHM6YLDwc7Sdf2esDdyzONETwqrVCg+FxgL8hmo9hS4c
rR6tmrP0mOmptr+xLLsKcaP7ogIXsyZnrEAEsvW8PnfayoiPCdc3cMCR/lTnHFGA
7EuR/XLBmi7Qg9tByVYQ5Yj5wB9V4B2yeCt3XtzPqeLKvaxl7PNelaHGJQY/xo+m
V0bndxf9IY+4oFJ4blD32WqvyxESo7vW6WBh7oqv3Zbm0yQrr8a6mDBpqLkvWwNI
3kpJR974tg5o5LfDu1BeeyHWPSGm4U/G4JB+JIG1ADy+RmoWEt4BqTCZ/knnoGvw
D5sTCxbKdmuOmhGyTssoG+3OOcGYHV7pWYPhazKHMPm201xKCjH1RfzRULzGKjD+
yMLT1I3AXFmLmZJXikAOlvE3/wgMqCXscbycbLjLD/bXIuFWo3rzoezeXjgi/DJx
jKBAyBTYO5nMcth1O9oaFd9d0HbsOUDkIMnsgGBE766Piro6MHo0T0rXl07Tp4pI
rwuSOsc6XzCzdImj0Wc6axS/HeUKRXWdXJwno5awTwXKRJMXGfhCvSvbcbc2Wx+L
IKvmB7EB4K3fmjFFE67yolmiw2qRcUBfygtH3eL5XZU28MiCpue8Y8GKJoBAUyvf
KeM1rO8Jm3iRAc5a/D0AEQEAAYkEPgQYAQIACQUCWrVLkgIbAgIpCRC86dmkLVF4
T8FdIAQZAQIABgUCWrVLkgAKCRDePL1hra+LjtHYD/9MucxdFe6bXO1dQR4tKhhQ
P0LRqy6zlBY9ILCLowNdGZdqorogUiUymgn3VhEhVtxTOoHcN7qOuM01PNsRnOeS
EYjf8Xrb1clzkD6xULwmOclTb9bBxnBc/4PFvHAbZW3QzusaZniNgkuxt6BTfloS
Of4inq71kjmGK+TlzQ6mUMQUg228NUQC+a84EPqYyAeY1sgvgB7hJBhYL0QAxhcW
6m20Rd8iEc6HyzJ3yCOCsKip/nRWAbf0OvfHfRBp0+m0ZwnJM8cPRFjOqqzFpKH9
HpDmTrC4wKP1+TL52LyEqNh4yZitXmZNV7giSRIkk0eDSko+bFy6VbMzKUMkUJK3
D3eHFAMkujmbfJmSMTJOPGn5SB1HyjCZNx6bhIIbQyEUB9gKCmUFaqXKwKpF6rj0
iQXAJxLR/shZ5Rk96VxzOphUl7T90m/PnUEEPwq8KsBhnMRgxa0RFidDP+n9fgtv
HLmrOqX9zBCVXh0mdWYLrWvmzQFWzG7AoE55fkf8nAEPsalrCdtaNUBHRXA0OQxG
AHMOdJQQvBsmqMvuAdjkDWpFu5y0My5ddU+hiUzUyQLjL5Hhd5LOUDdewlZgIw1j
xrEAUzDKetnemM8GkHxDgg8koev5frmShJuce7vSjKpCNg3EIJSgqMOPFjJuLWtZ
vjHeDNbJy6uNL65ckJy6WhGjEADS2WAW1D6Tfekkc21SsIXk/LqEpLMR/0g5OUif
wcEN1rS9IJXBwIy8MelN9qr5KcKQLmfdfBNEyyceBhyVl0MDyHOKC+7PofMtkGBq
13QieRHv5GJ8LB3fclqHV8pwTTo3Bc8z2g0TjmUYAN/ixETdReDoKavWJYSE9yoM
aaJu279ioVTrwpECse0XkiRyKToTjwOb73CGkBZZpJyqux/rmCV/fp4ALdSW8zbz
FJVORaivhoWwzjpfQKhwcU9lABXi2UvVm14v0AfeI7oiJPSU1zM4fEny4oiIBXlR
zhFNih1UjIu82X16mTm3BwbIga/s1fnQRGzyhqUIMii+mWra23EwjChaxpvjjcUH
5ilLc5Zq781aCYRygYQw+hu5nFkOH1R+Z50Ubxjd/aqUfnGIAX7kPMD3Lof4KldD
Q8ppQriUvxVo+4nPV6rpTy/PyqCLWDjkguHpJsEFsMkwajrAz0QNSAU5CJ0G2Zu4
yxvYlumHCEl7nbFrm0vIiA75Sa8KnywTDsyZsu3XcOcf3g+g1xWTpjJqy2bYXlqz
9uDOWtArWHOis6bq8l9RE6xr1RBVXS6uqgQIZFBGyq66b0dIq4D2JdsUvgEMaHbc
e7tBfeB1CMBdA64e9Rq7bFR7Tvt8gasCZYlNr3lydh+dFHIEkH53HzQe6l88HEic
+0jVnLkCDQRa55wJARAAyLya2Lx6gyoWoJN1a6740q3o8e9d4KggQOfGMTCflmeq
ivuzgN+3DZHN+9ty2KxXMtn0mhHBerZdbNJyjMNT1gAgrhPNB4HtXBXum2wS57WK
DNmade914L7FWTPAWBG2Wn448OEHTqsClICXXWy9IICgclAEyIq0Yq5mAdTEgRJS
Z8t4GpwtDL9gNQyFXaWQmDmkAsCygQMvhAlmu9xOIzQG5CxSnZFk7zcuL60k14Z3
Cmt49k4T/7ZU8goWi8tt+rU78/IL3J/fF9+1civ1OwuUidgfPCSvOUW1JojsdCQA
L+RZJcoXq7lfOFj/eNjeOSstCTDPfTCL+kThE6E5neDtbQHBYkEX1BRiTedsV4+M
ucgiTrdQFWKf89G72xdv8ut9AYYQ2BbEYU+JAYhUH8rYYui2dHKJIgjNvJscuUWb
+QEqJIRleJRhrO+/CHgMs4fZAkWF1VFhKBkcKmEjLn1f7EJJUUW84ZhKXjO/AUPX
1CHsNjziRceuJCJYox1cwsoq6jTE50GiNzcIxTn9xUc0UMKFeggNAFys1K+TDTm3
Bzo8H5ucjCUEmUm9lhkGwqTZgOlRX5eqPX+JBoSaObqhgqCa5IPinKRa6MgoFPHK
6sYKqroYwBGgZm6Js5chpNchvJMs/3WXNOEVg0J3z3vP0DMhxqWm+r+n9zlW8qsA
EQEAAYkEPgQYAQgACQUCWuecCQIbAgIpCRC86dmkLVF4T8FdIAQZAQgABgUCWuec
CQAKCRBQ3szEcQ5hr+ykD/4tOLRHFHXuKUcxgGaubUcVtsFrwBKma1cYjqaPms8u
6Sk0wfGRI32G/GhOrp0Ts/MOkbObq6VLTh8N5Yc/53MEl8zQFw9Y5AmRoW4PZXER
ujs5s7p4oR7xHMihMjCCBn1bvrR+34YPfgzTcgLiOEFHYT8UTxwnGmXOvNkMM7md
xD3CV5q6VAte8WKBo/220II3fcQlc9r/oWX4kXXkb0v9hoGwKbDJ1tzqTPrp/xFt
yohqnvImpnlz+Q9zXmbrWYL9/g8VCmW/NN2gju2G3Lu/TlFUWIT4v/5OPK6TdeNb
VKJO4+S8bTayqSG9CML1S57KSgCo5HUhQWeSNHI+fpe5oX6FALPT9JLDce8OZz1i
cZZ0MELP37mOOQun0AlmHm/hVzf0f311PtbzcqWaE51tJvgUR/nZFo6Ta3O5Ezhs
3VlEJNQ1Ijf/6DH87SxvAoRIARCuZd0qxBcDK0avpFzUtbJd24lRA3WJpkEiMqKv
RDVZkE4b6TW61f0o+LaVfK6E8oLpixegS4fiqC16mFrOdyRk+RJJfIUyz0WTDVmt
g0U1CO1ezokMSqkJ7724pyjr2xf/r9/sC6aOJwB/lKgZkJfC6NqL7TlxVA31dUga
LEOvEJTTE4gl+tYtfsCDvALCtqL0jduSkUo+RXcBItmXhA+tShW0pbS2Rtx/ixua
KohVD/0R4QxiSwQmICNtm9mw9ydIl1yjYXX5a9x4wMJracNY/LBybJPFnZnT4dYR
z4XjqysDwvvYZByaWoIe3QxjX84V6MlI2IdAT/xImu8gbaCI8tmyfpIrLnPKiR9D
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VFYfGBXuAX7+HgPPSFtrHQONCALxxzlbNpS+zxt9r0MiLgcLyspWxSdmoYGZ6nQP
RO5Nm/ZVS+u2imPCRzNUZEMa+dlE6kHx0rS0dPiuJ4O7NtPeYDKkoQtNagspsDvh
cK7CSqAiKMq06UBTxqlTSRkm62eOCtcs3p3OeHu5GRZF1uzTET0ZxYkaPgdrQknx
ozjP5mC7X+45lcCfmcVt94TFNL5HwEUVJpmOgmzILCI8yoDTWzloo+i+fPFsXX4f
kynhE83mSEcr5VHFYrTY3mQXGmNJ3bCLuc/jq7ysGq69xiKmTlUeXFm+aojcRO5i
zyShIRJZ0GZfuzDYFDbMV9amA/YQGygLw//zP5ju5SW26dNxlf3MdFQE5JJ86rn9
MgZ4gcpazHEVUsbZsgkLizRp9imUiH8ymLqAXnfRGlU/LpNSefnvDFTtEIRcpOHc
bhayG0bk51Bd4mioOXnIsKy4j63nJXA27x5EVVHQ1sYRN8Ny4Fdr2tMAmj2O+X+J
qX2yy/UX5nSPU492e2CdZ1UhoU0SRFY3bxKHKB7SDbVeav+K5g==
=Gi5D
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Amazon ECS PGP パブリックキーの詳細を参照用として以下に示します。

Key ID: BCE9D9A42D51784F
Type: RSA
Size: 4096/4096
Expires: Never
User ID: Amazon ECS
Key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F

テキストエディタを閉じることができます。
5. ターミナルで次のコマンドを使用して、Amazon ECS PGP パブリックキーを持ったファイルをイン

ポートします。

gpg --import <public_key_filename.txt>

6. AWS Copilot CLI 署名をダウンロードします。署名は、ASCII でデタッチ済みの PGP 署名で、拡張子
が .asc のファイルに保存されています。この署名ファイルには、対応する実行可能ファイルと同じ
名前が付けられており、拡張子は .asc です。

macOS

macOS システムでは、次のコマンドを実行します。

sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/
download/copilot-darwin.asc

Linux

Linux システム x86 (64 ビット) の場合は、次のコマンドを実行します。

sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/
download/copilot-linux.asc

Linux ARM システムの場合は、次のコマンドを実行します。

sudo curl -Lo copilot.asc https://github.com/aws/copilot-cli/releases/latest/
download/copilot-linux-arm64.asc

Windows

PowerShell を使用して、次のコマンドを実行します。

Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\copilot\copilot.asc' https://github.com/aws/copilot-
cli/releases/latest/download/copilot-windows.exe.asc
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7. 次のコマンドを使用して、署名を検証します。

• macOS および Linux システムの場合:

gpg --verify copilot.asc /usr/local/bin/copilot

正常な出力:

gpg: Signature made Tue Apr  3 13:29:30 2018 PDT
gpg:                using RSA key DE3CBD61ADAF8B8E
gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F 
     Subkey fingerprint: EB3D F841 E2C9 212A 2BD4  2232 DE3C BD61 ADAF 8B8E

Important

出力に警告が表示されることがありますが、問題ありません。これは、個人 PGP キー (持っ
ている場合) と Amazon ECS PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示されます。詳細
については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

8. Windows のインストールの場合は、次のコマンドを実行して、AWS Copilot ディレクトリをパスに追
加します。

e $Env:PATH += ";<path to Copilot executable files>"

次のステップ
インストール後、Amazon ECS アプリケーションをデプロイする方法について、AWS Copilotを使って説
明します。詳細については、「AWSコパイロットを使用して、Amazon ECS の開始方法 (p. 11)」を参照
してください。

Amazon ECS コマンドラインインターフェースの
使用

Amazon ECS は、コマンドラインインターフェイス (CLI) ツールである、AWS Copilot をリリースしま
した。これにより、ローカル開発環境から、Amazon ECS での本番稼働対応のコンテナ化されたアプリ
ケーションの構築、リリース、および運用を簡素化します。詳細については、「AWS Copilot コマンド
ラインインターフェイスの使用 (p. 34)」を参照してください。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コマンドラインインターフェース (CLI) には、ローカル
開発環境からのクラスターおよびタスクの作成、更新、モニタリングを簡素化する高レベルコマンドが用
意されています。Amazon ECS CLI は、マルチコンテナアプリケーションを定義および実行するための一
般的なオープンソース仕様である、Docker Compose ファイルをサポートしています。AWS Management 
Console の代わりに、毎日の開発およびテストのサイクルの一部として ECS CLI を使用します。

Amazon ECS CLI の最新バージョンは、Docker Compose ファイル構文バージョン 1、2、および 3 
のメジャーバージョンのみをサポートしています。構成ファイルで指定されたバージョンは、文字列
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"1"、"1.0"、"2"、"2.0"、"3"、または "3.0" である必要があります。Docker Compose マイナー
バージョンはサポートされていません。

Amazon ECS CLI のソースコードは GitHub で入手できます。このツールは、現在アクティブに開発され
ていません。リリースノートについては、「Changelog」を参照してください。

Amazon ECS CLI をインストールします。

Amazon ECS は、コマンドラインインターフェイス (CLI) ツールである、AWS Copilot をリリースしま
した。これにより、ローカル開発環境から、Amazon ECS での本番稼働対応のコンテナ化されたアプリ
ケーションの構築、リリース、および運用を簡素化します。詳細については、「AWS Copilot コマンド
ラインインターフェイスの使用 (p. 34)」を参照してください。

macOS、Linux、または Windows システムに Amazon ECS CLI をインストールする手順を以下に示しま
す。

Amazon ECS CLI をインストールするには

1. Amazon ECS CLI バイナリをダウンロードします。

macOS

sudo curl -Lo /usr/local/bin/ecs-cli https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-
cli-darwin-amd64-latest

Linux

sudo curl -Lo /usr/local/bin/ecs-cli https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-
cli-linux-amd64-latest

Windows

Windows PowerShell を開いて、次のコマンドを入力します。

Note

許可の問題が発生した場合、Windows に管理者としてアクセス権があり、管理者として 
PowerShell を実行していることを確認します。

New-Item -Path 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI' -ItemType Directory
Invoke-WebRequest -OutFile 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI\ecs-cli.exe' https://
amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-windows-amd64-latest.exe

2. PGP 署名を使用して Amazon ECS CLI を検証します。Amazon ECS CLI の実行可能ファイル
は、PGP 署名を使用して暗号で署名されます。PGP 署名を使用して、Amazon ECS CLI 実行可能
ファイルの妥当性を検証できます。GnuPG ツールを使用してこの署名を検証するには、次のステッ
プを行います。

a. GnuPG をダウンロードし、インストールします。詳細については、GnuPG のウェブサイトを参
照してください。

macOS

Homebrew の使用をお勧めします。製品ウェブサイトの手順に従って、Homebrew をインス
トールします。詳細については、「Homebrew」を参照してください。Homebrew がインス
トールされたら、macOS 端末から次のコマンドを使用します。
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brew install gnupg

Linux

任意の Linux のパッケージマネージャーを使用して gpg をインストールします。
Windows

GnuPG ウェブサイトから Windows の簡易インストーラをダウンロードし、管理者としてイ
ンストールします。GnuPG をインストールしたら、管理者向け PowerShell を閉じてから再
度開きます。

詳細については、「GnuPG のダウンロード」を参照してください。
b. GnuPG パスが環境パスに追加されていることを確認します。

macOS

echo $PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>

Linux

echo $PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

export PATH=$PATH:<path to GnuPG executable files>

Windows

Write-Output $Env:PATH

出力に GnuPG パスが表示されない場合は、次のコマンドを実行してパスに追加します。

e $Env:PATH += ";<path to GnuPG executable files>"

c. ローカルプレーンテキストファイルを作成します。

macOS

ターミナルで、次のように入力します。

touch <public_key_filename.txt>

TextEdit でファイルを開きます。
Linux

gedit など、テキストエディタでテキストファイルを作成しま
す。public_key_filename.txt として保存します。
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Windows

Notepad など、テキストエディタでテキストファイルを作成しま
す。public_key_filename.txt として保存します。

d. 次の Amazon ECS PGP パブリックキーの内容を追加し、ファイルを保存します。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQINBFq1SasBEADliGcT1NVJ1ydfN8DqebYYe9ne3dt6jqKFmKowLmm6LLGJe7HU
jGtqhCWRDkN+qPpHqdArRgDZAtn2pXY5fEipHgar4CP8QgRnRMO2fl74lmavr4Vg
7K/KH8VHlq2uRw32/B94XLEgRbGTMdWFdKuxoPCttBQaMj3LGn6Pe+6xVWRkChQu
BoQAhjBQ+bEm0kNy0LjNgjNlnL3UMAG56t8E3LANIgGgEnpNsB1UwfWluPoGZoTx
N+6pHBJrKIL/1v/ETU4FXpYw2zvhWNahxeNRnoYj3uycHkeliCrw4kj0+skizBgO
2K7oVX8Oc3j5+ZilhL/qDLXmUCb2az5cMM1mOoF8EKX5HaNuq1KfwJxqXE6NNIcO
lFTrT7QwD5fMNld3FanLgv/ZnIrsSaqJOL6zRSq8O4LN1OWBVbndExk2Kr+5kFxn
5lBPgfPgRj5hQ+KTHMa9Y8Z7yUc64BJiN6F9Nl7FJuSsfqbdkvRLsQRbcBG9qxX3
rJAEhieJzVMEUNl+EgeCkxj5xuSkNU7zw2c3hQZqEcrADLV+hvFJktOz9Gm6xzbq
lTnWWCz4xrIWtuEBA2qE+MlDheVd78a3gIsEaSTfQq0osYXaQbvlnSWOoc1y/5Zb
zizHTJIhLtUyls9WisP2s0emeHZicVMfW61EgPrJAiupgc7kyZvFt4YwfwARAQAB
tCRBbWF6b24gRUNTIDxlY3Mtc2VjdXJpdHlAYW1hem9uLmNvbT6JAhwEEAECAAYF
AlrjL0YACgkQHivRXs0TaQrg1g/+JppwPqHnlVPmv7lessB8I5UqZeD6p6uVpHd7
Bs3pcPp8BV7BdRbs3sPLt5bV1+rkqOlw+0gZ4Q/ue/YbWtOAt4qY0OcEo0HgcnaX
lsB827QIfZIVtGWMhuh94xzm/SJkvngml6KB3YJNnWP61A9qJ37/VbVVLzvcmazA
McWB4HUMNrhd0JgBCo0gIpqCbpJEvUc02Bjn23eEJsS9kC7OUAHyQkVnx4d9UzXF
4OoISF6hmQKIBoLnRrAlj5Qvs3GhvHQ0ThYq0Grk/KMJJX2CSqt7tWJ8gk1n3H3Y
SReRXJRnv7DsDDBwFgT6r5Q2HW1TBUvaoZy5hF6maD09nHcNnvBjqADzeT8Tr/Qu
bBCLzkNSYqqkpgtwv7seoD2P4n1giRvDAOEfMZpVkUr+C252IaH1HZFEz+TvBVQM
Y8OWWxmIJW+J6evjo3N1eO19UHv71jvoF8zljbI4bsL2c+QTJmOv7nRqzDQgCWyp
Id/v2dUVVTk1j9omuLBBwNJzQCB+72LcIzJhYmaP1HC4LcKQG+/f41exuItenatK
lEJQhYtyVXcBlh6Yn/wzNg2NWOwb3vqY/F7m6u9ixAwgtIMgPCDE4aJ86zrrXYFz
N2HqkTSQh77Z8KPKmyGopsmN/reMuilPdINb249nA0dzoN+nj+tTFOYCIaLaFyjs
Z0r1QAOJAjkEEwECACMFAlq1SasCGwMHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIX
gAAKCRC86dmkLVF4T9iFEACEnkm1dNXsWUx34R3c0vamHrPxvfkyI1FlEUen8D1h
uX9xy6jCEROHWEp0rjGK4QDPgM93sWJ+s1UAKg214QRVzft0y9/DdR+twApA0fzy
uavIthGd6+03jAAo6udYDE+cZC3P7XBbDiYEWk4XAF9I1JjB8hTZUgvXBL046JhG
eM17+crgUyQeetkiOQemLbsbXQ40Bd9V7zf7XJraFd8VrwNUwNb+9KFtgAsc9rk+
YIT/PEf+YOPysgcxI4sTWghtyCulVnuGoskgDv4v73PALU0ieUrvvQVqWMRvhVx1
0X90J7cC1KOyhlEQQ1aFTgmQjmXexVTwIBm8LvysFK6YXM41KjOrlz3+6xBIm/qe
bFyLUnf4WoiuOplAaJhK9pRY+XEnGNxdtN4D26Kd0F+PLkm3Tr3Hy3b1Ok34FlGr
KVHUq1TZD7cvMnnNKEELTUcKX+1mV3an16nmAg/my1JSUt6BNK2rJpY1s/kkSGSE
XQ4zuF2IGCpvBFhYAlt5Un5zwqkwwQR3/n2kwAoDzonJcehDw/C/cGos5D0aIU7I
K2X2aTD3+pA7Mx3IMe2hqmYqRt9X42yF1PIEVRneBRJ3HDezAgJrNh0GQWRQkhIx
gz6/cTR+ekr5TptVszS9few2GpI5bCgBKBisZIssT89aw7mAKWut0Gcm4qM9/yK6
1bkCDQRatUmrARAAxNPvVwreJ2yAiFcUpdRlVhsuOgnxvs1QgsIw3H7+Pacr9Hpe
8uftYZqdC82KeSKhpHq7c8gMTMucIINtH25x9BCc73E33EjCL9Lqov1TL7+QkgHe
T+JIhZwdD8Mx2K+LVVVu/aWkNrfMuNwyDUciSI4D5QHa8T+F8fgN4OTpwYjirzel
5yoICMr9hVcbzDNv/ozKCxjx+XKgnFc3wrnDfJfntfDAT7ecwbUTL+viQKJ646s+
psiqXRYtVvYInEhLVrJ0aV6zHFoigE/Bils6/g7ru1Q6CEHqEw++APs5CcE8VzJu
WAGSVHZgun5Y9N4quR/M9Vm+IPMhTxrAg7rOvyRN9cAXfeSMf77I+XTifigNna8x
t/MOdjXr1fjF4pThEi5u6WsuRdFwjY2azEv3vevodTi4HoJReH6dFRa6y8c+UDgl
2iHiOKIpQqLbHEfQmHcDd2fix+AaJKMnPGNku9qCFEMbgSRJpXz6BfwnY1QuKE+I
R6jA0frUNt2jhiGG/F8RceXzohaaC/Cx7LUCUFWc0n7z32C9/Dtj7I1PMOacdZzz
bjJzRKO/ZDv+UN/c9dwAkllzAyPMwGBkUaY68EBstnIliW34aWm6IiHhxioVPKSp
VJfyiXPO0EXqujtHLAeChfjcns3I12YshT1dv2PafG53fp33ZdzeUgsBo+EAEQEA
AYkCHwQYAQIACQUCWrVJqwIbDAAKCRC86dmkLVF4T+ZdD/9x/8APzgNJF3o3STrF
jvnV1ycyhWYGAeBJiu7wjsNWwzMFOv15tLjB7AqeVxZn+WKDD/mIOQ45OZvnYZuy
X7DR0JszaH9wrYTxZLVruAu+t6UL0y/XQ4L1GZ9QR6+r+7t1Mvbfy7BlHbvX/gYt
Rwe/uwdibI0CagEzyX+2D3kTOlHO5XThbXaNf8AN8zha91Jt2Q2UR2X5T6JcwtMz
FBvZnl3LSmZyE0EQehS2iUurU4uWOpGppuqVnbi0jbCvCHKgDGrqZ0smKNAQng54
F365W3g8AfY48s8XQwzmcliowYX9bT8PZiEi0J4QmQh0aXkpqZyFefuWeOL2R94S
XKzr+gRh3BAULoqF+qK+IUMxTip9KTPNvYDpiC66yBiT6gFDji5Ca9pGpJXrC3xe
TXiKQ8DBWDhBPVPrruLIaenTtZEOsPc4I85yt5U9RoPTStcOr34s3w5yEaJagt6S
Gc5r9ysjkfH6+6rbi1ujxMgROSqtqr+RyB+V9A5/OgtNZc8llK6u4UoOCde8jUUW
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vqWKvjJB/Kz3u4zaeNu2ZyyHaOqOuH+TETcW+jsY9IhbEzqN5yQYGi4pVmDkY5vu
lXbJnbqPKpRXgM9BecV9AMbPgbDq/5LnHJJXg+G8YQOgp4lR/hC1TEFdIp5wM8AK
CWsENyt2o1rjgMXiZOMF8A5oBLkCDQRatUuSARAAr77kj7j2QR2SZeOSlFBvV7oS
mFeSNnz9xZssqrsm6bTwSHM6YLDwc7Sdf2esDdyzONETwqrVCg+FxgL8hmo9hS4c
rR6tmrP0mOmptr+xLLsKcaP7ogIXsyZnrEAEsvW8PnfayoiPCdc3cMCR/lTnHFGA
7EuR/XLBmi7Qg9tByVYQ5Yj5wB9V4B2yeCt3XtzPqeLKvaxl7PNelaHGJQY/xo+m
V0bndxf9IY+4oFJ4blD32WqvyxESo7vW6WBh7oqv3Zbm0yQrr8a6mDBpqLkvWwNI
3kpJR974tg5o5LfDu1BeeyHWPSGm4U/G4JB+JIG1ADy+RmoWEt4BqTCZ/knnoGvw
D5sTCxbKdmuOmhGyTssoG+3OOcGYHV7pWYPhazKHMPm201xKCjH1RfzRULzGKjD+
yMLT1I3AXFmLmZJXikAOlvE3/wgMqCXscbycbLjLD/bXIuFWo3rzoezeXjgi/DJx
jKBAyBTYO5nMcth1O9oaFd9d0HbsOUDkIMnsgGBE766Piro6MHo0T0rXl07Tp4pI
rwuSOsc6XzCzdImj0Wc6axS/HeUKRXWdXJwno5awTwXKRJMXGfhCvSvbcbc2Wx+L
IKvmB7EB4K3fmjFFE67yolmiw2qRcUBfygtH3eL5XZU28MiCpue8Y8GKJoBAUyvf
KeM1rO8Jm3iRAc5a/D0AEQEAAYkEPgQYAQIACQUCWrVLkgIbAgIpCRC86dmkLVF4
T8FdIAQZAQIABgUCWrVLkgAKCRDePL1hra+LjtHYD/9MucxdFe6bXO1dQR4tKhhQ
P0LRqy6zlBY9ILCLowNdGZdqorogUiUymgn3VhEhVtxTOoHcN7qOuM01PNsRnOeS
EYjf8Xrb1clzkD6xULwmOclTb9bBxnBc/4PFvHAbZW3QzusaZniNgkuxt6BTfloS
Of4inq71kjmGK+TlzQ6mUMQUg228NUQC+a84EPqYyAeY1sgvgB7hJBhYL0QAxhcW
6m20Rd8iEc6HyzJ3yCOCsKip/nRWAbf0OvfHfRBp0+m0ZwnJM8cPRFjOqqzFpKH9
HpDmTrC4wKP1+TL52LyEqNh4yZitXmZNV7giSRIkk0eDSko+bFy6VbMzKUMkUJK3
D3eHFAMkujmbfJmSMTJOPGn5SB1HyjCZNx6bhIIbQyEUB9gKCmUFaqXKwKpF6rj0
iQXAJxLR/shZ5Rk96VxzOphUl7T90m/PnUEEPwq8KsBhnMRgxa0RFidDP+n9fgtv
HLmrOqX9zBCVXh0mdWYLrWvmzQFWzG7AoE55fkf8nAEPsalrCdtaNUBHRXA0OQxG
AHMOdJQQvBsmqMvuAdjkDWpFu5y0My5ddU+hiUzUyQLjL5Hhd5LOUDdewlZgIw1j
xrEAUzDKetnemM8GkHxDgg8koev5frmShJuce7vSjKpCNg3EIJSgqMOPFjJuLWtZ
vjHeDNbJy6uNL65ckJy6WhGjEADS2WAW1D6Tfekkc21SsIXk/LqEpLMR/0g5OUif
wcEN1rS9IJXBwIy8MelN9qr5KcKQLmfdfBNEyyceBhyVl0MDyHOKC+7PofMtkGBq
13QieRHv5GJ8LB3fclqHV8pwTTo3Bc8z2g0TjmUYAN/ixETdReDoKavWJYSE9yoM
aaJu279ioVTrwpECse0XkiRyKToTjwOb73CGkBZZpJyqux/rmCV/fp4ALdSW8zbz
FJVORaivhoWwzjpfQKhwcU9lABXi2UvVm14v0AfeI7oiJPSU1zM4fEny4oiIBXlR
zhFNih1UjIu82X16mTm3BwbIga/s1fnQRGzyhqUIMii+mWra23EwjChaxpvjjcUH
5ilLc5Zq781aCYRygYQw+hu5nFkOH1R+Z50Ubxjd/aqUfnGIAX7kPMD3Lof4KldD
Q8ppQriUvxVo+4nPV6rpTy/PyqCLWDjkguHpJsEFsMkwajrAz0QNSAU5CJ0G2Zu4
yxvYlumHCEl7nbFrm0vIiA75Sa8KnywTDsyZsu3XcOcf3g+g1xWTpjJqy2bYXlqz
9uDOWtArWHOis6bq8l9RE6xr1RBVXS6uqgQIZFBGyq66b0dIq4D2JdsUvgEMaHbc
e7tBfeB1CMBdA64e9Rq7bFR7Tvt8gasCZYlNr3lydh+dFHIEkH53HzQe6l88HEic
+0jVnLkCDQRa55wJARAAyLya2Lx6gyoWoJN1a6740q3o8e9d4KggQOfGMTCflmeq
ivuzgN+3DZHN+9ty2KxXMtn0mhHBerZdbNJyjMNT1gAgrhPNB4HtXBXum2wS57WK
DNmade914L7FWTPAWBG2Wn448OEHTqsClICXXWy9IICgclAEyIq0Yq5mAdTEgRJS
Z8t4GpwtDL9gNQyFXaWQmDmkAsCygQMvhAlmu9xOIzQG5CxSnZFk7zcuL60k14Z3
Cmt49k4T/7ZU8goWi8tt+rU78/IL3J/fF9+1civ1OwuUidgfPCSvOUW1JojsdCQA
L+RZJcoXq7lfOFj/eNjeOSstCTDPfTCL+kThE6E5neDtbQHBYkEX1BRiTedsV4+M
ucgiTrdQFWKf89G72xdv8ut9AYYQ2BbEYU+JAYhUH8rYYui2dHKJIgjNvJscuUWb
+QEqJIRleJRhrO+/CHgMs4fZAkWF1VFhKBkcKmEjLn1f7EJJUUW84ZhKXjO/AUPX
1CHsNjziRceuJCJYox1cwsoq6jTE50GiNzcIxTn9xUc0UMKFeggNAFys1K+TDTm3
Bzo8H5ucjCUEmUm9lhkGwqTZgOlRX5eqPX+JBoSaObqhgqCa5IPinKRa6MgoFPHK
6sYKqroYwBGgZm6Js5chpNchvJMs/3WXNOEVg0J3z3vP0DMhxqWm+r+n9zlW8qsA
EQEAAYkEPgQYAQgACQUCWuecCQIbAgIpCRC86dmkLVF4T8FdIAQZAQgABgUCWuec
CQAKCRBQ3szEcQ5hr+ykD/4tOLRHFHXuKUcxgGaubUcVtsFrwBKma1cYjqaPms8u
6Sk0wfGRI32G/GhOrp0Ts/MOkbObq6VLTh8N5Yc/53MEl8zQFw9Y5AmRoW4PZXER
ujs5s7p4oR7xHMihMjCCBn1bvrR+34YPfgzTcgLiOEFHYT8UTxwnGmXOvNkMM7md
xD3CV5q6VAte8WKBo/220II3fcQlc9r/oWX4kXXkb0v9hoGwKbDJ1tzqTPrp/xFt
yohqnvImpnlz+Q9zXmbrWYL9/g8VCmW/NN2gju2G3Lu/TlFUWIT4v/5OPK6TdeNb
VKJO4+S8bTayqSG9CML1S57KSgCo5HUhQWeSNHI+fpe5oX6FALPT9JLDce8OZz1i
cZZ0MELP37mOOQun0AlmHm/hVzf0f311PtbzcqWaE51tJvgUR/nZFo6Ta3O5Ezhs
3VlEJNQ1Ijf/6DH87SxvAoRIARCuZd0qxBcDK0avpFzUtbJd24lRA3WJpkEiMqKv
RDVZkE4b6TW61f0o+LaVfK6E8oLpixegS4fiqC16mFrOdyRk+RJJfIUyz0WTDVmt
g0U1CO1ezokMSqkJ7724pyjr2xf/r9/sC6aOJwB/lKgZkJfC6NqL7TlxVA31dUga
LEOvEJTTE4gl+tYtfsCDvALCtqL0jduSkUo+RXcBItmXhA+tShW0pbS2Rtx/ixua
KohVD/0R4QxiSwQmICNtm9mw9ydIl1yjYXX5a9x4wMJracNY/LBybJPFnZnT4dYR
z4XjqysDwvvYZByaWoIe3QxjX84V6MlI2IdAT/xImu8gbaCI8tmyfpIrLnPKiR9D
VFYfGBXuAX7+HgPPSFtrHQONCALxxzlbNpS+zxt9r0MiLgcLyspWxSdmoYGZ6nQP
RO5Nm/ZVS+u2imPCRzNUZEMa+dlE6kHx0rS0dPiuJ4O7NtPeYDKkoQtNagspsDvh
cK7CSqAiKMq06UBTxqlTSRkm62eOCtcs3p3OeHu5GRZF1uzTET0ZxYkaPgdrQknx
ozjP5mC7X+45lcCfmcVt94TFNL5HwEUVJpmOgmzILCI8yoDTWzloo+i+fPFsXX4f
kynhE83mSEcr5VHFYrTY3mQXGmNJ3bCLuc/jq7ysGq69xiKmTlUeXFm+aojcRO5i
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zyShIRJZ0GZfuzDYFDbMV9amA/YQGygLw//zP5ju5SW26dNxlf3MdFQE5JJ86rn9
MgZ4gcpazHEVUsbZsgkLizRp9imUiH8ymLqAXnfRGlU/LpNSefnvDFTtEIRcpOHc
bhayG0bk51Bd4mioOXnIsKy4j63nJXA27x5EVVHQ1sYRN8Ny4Fdr2tMAmj2O+X+J
qX2yy/UX5nSPU492e2CdZ1UhoU0SRFY3bxKHKB7SDbVeav+K5g==
=Gi5D
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Amazon ECS PGP パブリックキーの詳細を参照用として以下に示します。

Key ID: BCE9D9A42D51784F
Type: RSA
Size: 4096/4096
Expires: Never
User ID: Amazon ECS
Key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F

テキストエディタを閉じることができます。
e. ターミナルで次のコマンドを使用して、Amazon ECS PGP パブリックキーを持ったファイルを

インポートします。

gpg --import <public_key_filename.txt>

f. Amazon ECS CLI の署名をダウンロードします。署名は、ASCII でデタッチ済みの PGP 署名
で、拡張子が .asc のファイルに保存されています。この署名ファイルには、対応する実行可能
ファイルと同じ名前が付けられており、拡張子は .asc です。

macOS

curl -Lo ecs-cli.asc https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-darwin-
amd64-latest.asc

Linux

curl -Lo ecs-cli.asc https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/ecs-cli-linux-
amd64-latest.asc

Windows

Invoke-WebRequest -OutFile ecs-cli.asc https://amazon-ecs-cli.s3.amazonaws.com/
ecs-cli-windows-amd64-latest.exe.asc

g. 署名を検証します。

macOS and Linux

gpg --verify ecs-cli.asc /usr/local/bin/ecs-cli

Windows

gpg --verify ecs-cli.asc 'C:\Program Files\Amazon\ECSCLI\ecs-cli.exe'

正常な出力:

gpg: Signature made Tue Apr  3 13:29:30 2018 PDT
gpg:                using RSA key DE3CBD61ADAF8B8E
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gpg: Good signature from "Amazon ECS <ecs-security@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: F34C 3DDA E729 26B0 79BE  AEC6 BCE9 D9A4 2D51 784F 
     Subkey fingerprint: EB3D F841 E2C9 212A 2BD4  2232 DE3C BD61 ADAF 8B8E

Important

出力に警告が表示されることがありますが、問題ありません。これは、個人 PGP キー 
(持っている場合) と Amazon ECS PGP キーの間に信頼チェーンがないために表示され
ます。詳細については、「信用の輪 (Web of Trust)」を参照してください。

3. バイナリへの実行アクセス許可を適用します。

macOS and Linux

sudo chmod +x /usr/local/bin/ecs-cli

Windows

環境変数を編集し、C:\Program Files\Amazon\ECSCLI を PATH 変数フィールドに追加しま
す。その際に、セミコロンを使用して既存のエントリから区切ります。例:

setx path "%path%;C:\Program Files\Amazon\ECSCLI"

変更が有効になるように、PowerShell を再起動します。

Note

PATH 変数が設定されたら、Amazon ECS CLI を Windows PowerShell またはコマンドプ
ロンプトから使用できます。

4. CLI が適切に動作していることを確認します。

ecs-cli --version

Amazon ECS CLI の設定 (p. 46) に進みます。

Important

Amazon ECS CLI を使用する前に、AWS 認証情報、AWS リージョン、および Amazon 
ECS クラスター名で設定する必要があります。詳細については、「Amazon ECS CLI の設
定 (p. 46)」を参照してください。

Amazon ECS CLI の設定

Amazon ECS は、コマンドラインインターフェイス (CLI) ツールである、AWS Copilot をリリースしま
した。これにより、ローカル開発環境から、Amazon ECS での本番稼働対応のコンテナ化されたアプリ
ケーションの構築、リリース、および運用を簡素化します。詳細については、「AWS Copilot コマンド
ラインインターフェイスの使用 (p. 34)」を参照してください。

Amazon ECS CLI を使用するには、AWS 認証情報、クラスターを作成する AWS リージョン、お
よび Amazon ECS クラスターで使用する名前などの基本設定情報がいくつか必要です。設定情報
は macOS および Linux システムでは ~/.ecs ディレクトリに、Windows システムでは C:\Users
\<username>\AppData\local\ecs に保存されます。
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ステップ 1: Amazon ECS CLI を設定する

1. 次のコマンドを使用して CLI プロファイルを設定し、profile_name を希望のプロファイル名
に、$AWS_ACCESS_KEY_ID および $AWS_SECRET_ACCESS_KEY 環境変数を AWS 認証情報に置き
換えます。

ecs-cli configure profile --profile-name profile_name --access-key $AWS_ACCESS_KEY_ID
 --secret-key $AWS_SECRET_ACCESS_KEY

2. 次のコマンドで設定を完了させて、launch_type をデフォルトで使用するタスク起動タイプ
に、region_name を目的の AWS リージョンに、cluster_name を使用する既存の Amazon ECS 
クラスターまたは新しいクラスターの名前に、configuration_name をこの設定に付ける名前に置
き換えます。

ecs-cli configure --cluster cluster_name --default-launch-type launch_type --
region region_name --config-name configuration_name

プロファイルの使用
Amazon ECS CLI は、ecs-cli configure profileコマンドを使用して、プロファイルという名前の複数のAWS
認証情報のセットの設定をサポートします。デフォルトのプロファイルは、ecs-cli configure profile default
コマンドを使用して設定できます。これらのプロファイルは、--ecs-profile フラグを使用する認証情
報を必要とする Amazon ECS CLI コマンドを実行するときに参照できます。それ以外の場合、デフォルト
のプロファイルが使用されます。

クラスター設定の使用
クラスター設定は、クラスターの名前とリージョンを含む、Amazon ECS クラスターを説明する一連の
フィールドです。デフォルトのクラスタープロファイルは、ecs-cli configure default コマンドを使用して
設定できます。Amazon ECS CLI は、--config-name オプションを使用した複数の名前付きクラスター
設定の指定をサポートしています。

優先順位について
認証情報とリージョンの両方を Amazon ECS CLI コマンドで渡すには、複数の方法があります。以下に示
しているのは、それぞれの優先順位です。

認証情報の優先順位は次のとおりです。

1. Amazon ECS CLI プロファイルフラグ:
a. Amazon ECS プロファイル (--ecs-profile)
b. AWSプロファイル--aws-profile

2. 環境変数:
a. ECS_PROFILE
b. AWS_PROFILE
c. AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、および AWS_SESSION_TOKEN

3. ECS config‐デフォルトの ECS プロファイルから認証情報の取得を試みます.
4. デフォルトの AWS プロファイル ‐ AWS プロファイル名から認証情報 

(aws_access_key_id、aws_secret_access_key) または assume_role
(role_arn、source_profile) の使用を試みます
a. AWS_DEFAULT_PROFILE 環境変数 (デフォルトは default).

5. EC2 インスタンスロール
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リージョンの優先順位は次のとおりです。

1. Amazon ECS CLI フラグ:
a. リージョンフラグ (--region)
b. クラスター config フラグ (--cluster-config)

2. ECS config‐デフォルトの ECS プロファイルからリージョンの取得を試みます.
3. 環境変数—次の環境変数からリージョンの取得を試みます

a. AWS_REGION
b. AWS_DEFAULT_REGION

4. AWS プロファイル ‐ AWS プロファイル名からリージョンの使用を試みます:
a. AWS_PROFILE 環境変数
b. AWS_DEFAULT_PROFILE 環境変数 (デフォルトは default)
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AWS Fargateプラットフォームの
バージョン

AWS Fargate プラットフォームのバージョンを使って、Fargate タスクインフラストラクチャの特定の
ランタイム環境を参照できます。これは、カーネルとコンテナのランタイムバージョンの組み合わせで
す。同一のタスクを多数管理するためのタスク実行時、またはそのためのサービス作成時には、プラット
フォームバージョンを選択します。

ランタイム環境の進化に合わせて、新しいプラットフォームバージョンがリリースされます。例えば、
カーネルやオペレーティングシステムの更新、新機能の追加、バグ修正、セキュリティの更新があった
場合が当てはまります。Fargate プラットフォームのバージョンは、新しいプラットフォームバージョン
のリビジョンを行うことで更新されます。各タスクは、そのライフサイクルを通じて、単一のプラット
フォームバージョンのリビジョンで実行されます。最新のプラットフォームバージョンのリビジョンを使
用する場合は、新たにタスクを開始する必要があります。Fargate で実行される新しいタスクは、常にプ
ラットフォームバージョンの最新リビジョンで実行されます。これにより、タスクは必ず、安全でパッチ
適用済みのインフラストラクチャで開始されることが保証されます。

既存のプラットフォームのバージョンに影響を与えるセキュリティ上の問題が見つかった場合、AWS は、
そのプラットフォームバージョンのパッチ済みリビジョンを新たに作成します。また、脆弱性のあるリ
ビジョンで実行しているタスクは廃止されます。場合によっては、Fargate で使用しているタスクにつ
いて、廃止の予定が通知されることがあります。詳細については、「AWSFargate タスクのメンテナン
ス (p. 210)」を参照してください。

トピック
• Linux プラットフォームのバージョン (p. 49)
• Windows プラットフォームバージョン (p. 54)

Linux プラットフォームのバージョン
プラットフォームのバージョンに関する考慮事項
プラットフォームのバージョンを指定する際には、次の点を検討してください。

• プラットフォームのバージョンを指定するときは、1.4.0 などの特定のバージョン番号、あるいは
LATEST のいずれかを使用できます。

プラットフォームバージョンとして [LATEST] (最新) を選択すると、1.4.0 プラットフォームバージョ
ンが使用されます。

• サービスのプラットフォームバージョンを更新する場合は、デプロイを作成します。例えば、Linux の
プラットフォームバージョン 1.3.0 で、タスクを実行しているサービスがあるとします。そのサービス
が、Linux プラットフォームバージョン 1.4.0 でタスクを実行するように変更するには、サービスを更
新し、新しいプラットフォームバージョンを指定します。タスクは、最新のプラットフォームバージョ
ンと最新のプラットフォームバージョンのリビジョンで再デプロイされます。デプロイの詳細について
は、「Amazon ECS デプロイタイプ (p. 241)」を参照してください。

• サービスがプラットフォームバージョンを更新しないでスケールアップされた場合、これらのタスク
には、サービスの最新のデプロイで指定されたプラットフォームのバージョンが提供されます。例え
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ば、Linux のプラットフォームバージョン 1.3.0 で、タスクを実行しているサービスがあるとします。
このサービスについて必要とされる数を増加した場合、サービススケジューラーは、プラットフォーム
バージョン 1.3.0 の最新のプラットフォームバージョンのリビジョンを使用して、新しいタスクを開始
します。

• 新しいタスクは、常にプラットフォームバージョンの最新リビジョンで実行されるため、タスクは必
ず、安全でパッチ適用済みのインフラストラクチャで開始されることが保証されます。

• Fargate の Linux コンテナと Windows コンテナのプラットフォームバージョンの番号は相互に独立して
います。例えば、Fargate の Windows コンテナのプラットフォームバージョン 1.0.0 で使用される動
作、機能、およびソフトウェアは、Fargate の Linux コンテナのプラットフォームバージョン 1.0.0 の
動作、機能、およびソフトウェアとは比較できません。

使用できる Linux プラットフォームのバージョンは以下のとおりです。プラットフォームバージョンの廃
止については、「AWS Fargate プラットフォームバージョンの廃止 (p. 53)」を参照してください。

1.4.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.4.0。

• 2020 年 11 月 5 日以降、プラットフォームバージョン1.4.0を使用して Fargate で起動されたすべての
新しい Amazon ECS タスクで次の機能を使用できるようになります:
• Secrets Managerを使用して機密データを保存する場合、特定の JSON キーまたは特定のシークレッ

トのバージョンを環境変数またはログ設定に挿入できます。詳細については、「コンテナへの機密
データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。

• environmentFiles コンテナ定義パラメータを使用して、環境変数を一括で指定します。詳細につ
いては、「コンテナへの環境変数の受け渡し (p. 172)」を参照してください。

• VPC で実行されるタスクと IPv6 が有効になっているサブネットには、プライベート IPv4 アドレスと 
IPv6 アドレスの両方が割り当てられます。詳細については、Amazon Elastic Container Service ユー
ザーガイドAWS Fargate用のFargateタスクネットワーキングを参照してください。

• タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 には、タスク起動タイプ、コンテナの Amazon リソー
スネーム (ARN)、使用されるログドライバーとログドライバーオプションなど、タスクとコンテナ
に関する追加のメタデータが提供されます。/stats エンドポイントに対してクエリを実行すると、
コンテナのネットワークレート統計も受け取ります。詳細については、Amazon Elastic Container 
Service ユーザーガイドAWS Fargate用のタスクメタデータエンドポイントバージョン 4を参照してく
ださい。

• 2020 年 7 月 30 日以降、プラットフォームバージョン 1.4.0 を使用して Fargate で起動されたすべて
の新しい Amazon ECS タスクは、Network Load Balancer を使用して、UDP トラフィックを Fargate タ
スク上の Amazon ECS にルーティングできるようになります。詳細については、「サービスの負荷分
散 (p. 255)」を参照してください。

• 2020 年 5 月 28 日以降、プラットフォームバージョン1.4.0を使用してFargate で起動されたすべての
新しい Amazon ECS タスクにはAWS 所有する暗号化キーを使用して AES-256 暗号化アルゴリズムで
暗号化されたエフェメラルストレージが搭載されます。詳細については、「タスクでのデータボリュー
ムの使用 (p. 123)」を参照してください。

• 永続的なタスクストレージとして Amazon EFS ファイルシステムボリュームを使用するためにサポート
を追加しました。詳細については、「Amazon EFS ボリューム (p. 125)」を参照してください。

• エフェメラルタスクストレージは、タスクごとに最低 20 GB に増加しました。詳細については、「タス
クでのデータボリュームの使用 (p. 123)」を参照してください。

• タスクとの間のネットワークトラフィック動作を更新しました。プラットフォームバージョン 1.4.0 以
降、すべての Fargate タスクは単一の Elastic Network Interface (タスク ENI と呼ばれる) を受け取り、
すべてのネットワークトラフィックは VPC 内でこの ENI を通過し、VPC フローログを通じて表示され
ます。詳細については、Fargate タスクネットワーキング (p. 133)。　　　　　　　　 

• タスク ENI は、ジャンボフレームのサポートを追加しています。ネットワークインターフェイスは、
最大転送単位 (MTU) で設定されます。MTU は、1 つのフレームに収まるペイロードの最大サイズで
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す。MTU が大きいほど、1 つのフレーム内に収まるアプリケーションのペイロードが増えるため、フ
レームあたりのオーバーヘッドが減少し、効率が向上します。ジャンボフレームをサポートすると、
オーバーヘッドが減ります。タスクと転送先とのネットワークパスでジャンボフレームをサポートする
と、VPC 内に残っているすべてのトラフィックなどのオーバーヘッドが軽減されます。

• CloudWatch Container Insights には、Fargate タスクのネットワークパフォーマンスメトリクスが含ま
れます。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)」を参照してくだ
さい。

• タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 のサポートを追加しました。これにより、タスクの
ネットワーク統計情報や、タスクが実行されているアベイラビリティーゾーンなど、Fargate タスク
に関する追加情報が提供されます。詳細については、「タスクメタデータエンドポイントバージョン 
4 (p. 413)」を参照してください。

• コンテナの定義に SYS_PTRACE Linux パラメータのサポートを追加しました。詳細については、
「Linux パラメータ (p. 111)」を参照してください。

• Fargateコンテナエージェントは、Amazon ECS コンテナエージェントの使用をすべての Fargate タス
クに置き換えます。通常、この変更は、タスクの実行方法には影響しません。

• コンテナランタイムは Docker の代わりに Containerd を使用するようになりました。ほとんどの場合、
この変更はタスクの実行方法には影響しません。コンテナランタイムで発生するいくつかのエラーメッ
セージは、より一般的な内容になり、Docker には言及されなくなります。詳細については、Amazon 
Elastic Contain Service ユーザーガイドAWS Fargateの停止したタスクのエラーコードを参照してくださ
い。

• Amazon Linux 2 に基づく。

1.3.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.3.0。

• 2019 年 9 月 30 日以降、起動されたすべての新しい Fargate タスクでは、awsfirelensログドライ
バーをサポートします。タスク定義パラメータを使用して、AWS のサービスまたは AWS パートナー
ネットワーク (APN) の送信先に、ログをルーティングし保存および分析を行うように、FireLens for 
Amazon ECS を設定します。詳細については、「カスタムログルーティング (p. 140)」を参照してく
ださい。

• Fargateタスクのタスクリサイクルが追加されました。これは、Amazon ECS サービスの一部である
タスクを更新するプロセスです。詳細については、AWS Fargate 用 Amazon Elastic Container Service 
ユーザーガイドの「タスクの保守」を参照してください。

• 2019 年 3 月 27 日以降、起動されたすべての新しい Fargate タスクでは、プロキシ設定、コンテナのス
タートアップとシャットダウンの依存関係、コンテナ別の起動と停止のタイムアウト値を定義するため
の追加タスク定義パラメータを使用できます。詳細については、「プロキシ設定 (p. 115)」、「コンテ
ナの依存関係 (p. 112)」、および「コンテナのタイムアウト (p. 113)」を参照してください。

• 2019 年 4 月 2 日以降、起動されたすべての新しい Fargate タスクでは、機密データをAWS Secrets 
ManagerシークレットまたはAWS Systems Managerパラメーターストアのパラメーターのいずれかに
保存し、コンテナ定義でそれらを参照することにより、コンテナへの機密データの挿入をサポートしま
す。詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。

• 2019 年 5 月 1 日以降、起動された新しい Fargate タスクでは、secretOptions コンテナ定義パラ
メータを使用してコンテナのログ設定内の機密データを参照できます。詳細については、「コンテナへ
の機密データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。

• 2019 年 5 月 1 日以降、起動されるすべての新しいFargate タスクでは、splunkログドライバー
に加えて awslogsログドライバーがサポートされます。詳細については、「ストレージとログ記
録 (p. 104)」を参照してください。

• 2019 年 7 月 9 日以降に新しく起動された Fargate タスクでは、 CloudWatch Container Insights がサ
ポートされています。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)」を
参照してください。

51

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/stopped-task-error-codes.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/task-maintenance.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
1.2.0

• 2019 年 12 月 3 日より、Fargate Spot キャパシティープロバイダーがサポートされます。詳細について
は、「AWS Fargate キャパシティープロバイダー (p. 62)」を参照してください。

• Amazon Linux 2 に基づく。

1.2.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.2.0。

Note

プラットフォームバージョン 1.2.0 は今後利用できません。プラットフォームバージョンの廃止
については、AWS Fargate プラットフォームバージョンの廃止 (p. 53)を参照してください。

• AWS Secrets Manager を使用したプライベートレジストリ認証のサポートが追加されました。詳細につ
いては、「タスクのプライベートレジストリの認証 (p. 170)」を参照してください。

1.1.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.1.0。

Note

プラットフォームバージョン 1.1.0 は今後利用できません。プラットフォームバージョンの廃止
については、AWS Fargate プラットフォームバージョンの廃止 (p. 53)を参照してください。

• Amazon ECSタスクメタデータエンドポイントのサポートを追加しました。詳細については、
「Amazon ECSタスクメタデータエンドポイント (p. 413)」を参照してください。

• コンテナ定義に追加された Docker ヘルスチェックのサポート。詳細については、「ヘルスチェッ
ク (p. 99)」を参照してください。

• Amazon ECSサービス検出のサポートを追加しました。詳細については、「サービス検出 (p. 289)」を
参照してください。

1.0.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.0.0。

Note

プラットフォームバージョン 1.0.0 は今後利用できません。プラットフォームバージョンの廃止
については、AWS Fargate プラットフォームバージョンの廃止 (p. 53)を参照してください。

• Amazon Linux 2017.09 に基づく。
• 初回リリース。

プラットフォームバージョン 1.4.0 への移行
FargateタスクのAmazon ECSをプラットフォームバージョン 1.0.0、1.1.0、1.2.0、または 1.3.0 か
らプラットフォームバージョン 1.4.0 に移行する場合は、次のことを考慮してください。タスクを移行す
る前に、タスクがプラットフォームバージョン1.4.0で正しく機能するのを確認することがベストプラク
ティスとされています。
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• タスクとの間のネットワークトラフィック動作を更新しました。プラットフォームバージョン 1.4.0 以
降、Fargate タスクのすべての Amazon ECS は単一の Elastic Network Interface (タスク ENIと呼ばれる)
を受け取り、すべてのネットワークトラフィックは VPC 内でこの ENI を通過し、VPC フローログを通
じて表示されます。詳細については、Fargate タスクネットワーキング (p. 133)。　　　　　　　　 

• インターフェイス VPC エンドポイントを使用している場合は、次の点を考慮してください。
• Amazon ECR でホストされているコンテナイメージを使用する場

合、com.amazonaws.region.ecr.dkrとcom.amazonaws.region.ecr.apiの両方のAmazon ECR VPC エン
ドポイントおよび Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントが必要です。詳細については、Amazon 
Elastic コンテナレジストリ ユーザーガイドの Amazon ECR Interface VPC エンドポイント(AWS 
PrivateLink)を参照してください。

• Secrets Managerのシークレットを参照するタスク定義を使用してコンテナの機密データを取得する
場合は、 Secrets Managerのインターフェイス VPC 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、AWS Secrets Manager ユーザーガイドのVPC EndpointでSecrets Managerを使用するを
参照してください。

• Systems Managerパラメータストアのパラメータを参照するタスク定義を使用してコンテナの機密
データを取得する場合は、SystemsManagerのインターフェイスVPC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、AWS Systems ManagerユーザーガイドのVPCエンドポイントで
SystemsManagerを使用するを参照してください。

• タスクに関連付けられた Elastic Network Interface (ENI) のセキュリティグループに、タスクと使用し
ている VPC エンドポイント間のトラフィックを許可するために作成されたセキュリティグループルー
ルがあることを確認します。

AWS Fargate プラットフォームバージョンの廃止
このページでは、AWSFargate が非推奨にされたか、または廃止が予定されているプラットフォームの
バージョンを示しています。これらのプラットフォームのバージョンは、公開された廃止日までは引き続
き利用できます。

廃止予定のプラットフォームのバージョンごとに、強制更新日が提供されます。強制更新日に、廃止予定
のプラットフォームバージョンを指すLATEST プラットフォームバージョンを使用するすべてのサービス
は、強制新規デプロイオプションを使用して更新されます。強制新規デプロイオプションを使用してサー
ビスを更新すると、廃止予定のプラットフォームバージョンで実行されているすべてのタスクが停止さ
れ、新しいタスクはLATESTタグがその時に指すプラットフォームのバージョンを使用して起動されます。
明示的なプラットフォームバージョンが設定されているスタンドアロンのタスクまたはサービスは、強制
更新日の影響を受けません。

サービスのスタンドアロンタスクを更新して、最新のプラットフォームバージョンを使用することをお勧
めします。最新のプラットフォームバージョンへの移行の詳細については、プラットフォームバージョン 
1.4.0 への移行 (p. 52)を参照してください。

プラットフォームバージョンが廃止日に達すると、そのプラットフォームのバージョンは新しいタスクや
サービスで使用できなくなります。非推奨のプラットフォームバージョンを明示的に使用するスタンドア
ロンのタスクまたはサービスは、タスクが停止されるまでそのプラットフォームバージョンを使用し続け
ます。廃止日を過ぎると、非推奨のプラットフォームバージョンはセキュリティのアップデートやバグの
修正を受けなくなります。

プラットフォームのバージョニ
ング

強制更新日 廃止日

1.0.0 2020 年 10 月 26 日 2020 年 12 月 14 日

1.1.0 2020 年 10 月 26 日 2020 年 12 月 14 日

1.2.0 2020 年 10 月 26 日 2020 年 12 月 14 日
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現在のプラットフォームバージョンの詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバージョ
ン (p. 49)」を参照してください。

Windows プラットフォームバージョン
プラットフォームのバージョンに関する考慮事項
プラットフォームのバージョンを指定する際には、次の点を検討してください。

• プラットフォームのバージョンを指定するときは、1.0.0 などの特定のバージョン番号、あるいは
LATEST のいずれかを使用できます。

プラットフォームバージョンとして [LATEST] (最新) を選択すると、1.0.0 プラットフォームが使用さ
れます。

• 新しいタスクは、常にプラットフォームバージョンの最新リビジョンで実行されるため、タスクは必
ず、安全でパッチ適用済みのインフラストラクチャで開始されることが保証されます。

• Microsoft Windows Server のコンテナイメージは、特定のバージョンの Windows Server から作成する
必要があります。Windows Server コンテナイメージに適合したタスクの実行やサービスの作成を行う場
合は、platformFamily で同じバージョンの Windows Server を選択する必要があります。さらに、タ
スク定義で一致させる operatingSystemFamily を指定して、間違った Windows バージョンでタス
クが実行されないようにできます。詳細については、Microsoft Learn のウェブサイトで「コンテナホス
トのバージョンとコンテナイメージのバージョンを一致させる」を参照してください。

• Fargate の Linux コンテナと Windows コンテナのプラットフォームバージョンの番号は相互に独立して
います。例えば、Fargate の Windows コンテナのプラットフォームバージョン 1.0.0 で使用される動
作、機能、およびソフトウェアは、Fargate の Linux コンテナのプラットフォームバージョン 1.0.0 の
動作、機能、およびソフトウェアとは比較できません。

Windows コンテナに使用できるプラットフォームのバージョンは以下のとおりです。

1.0.0
以下は、プラットフォームバージョンの変更履歴です1.0.0。

• 以下の Microsoft Windows Server オペレーティングシステムに対応した初期リリース。
• Windows Server 2019 Full
• Windows Server 2019 Core
• Windows Server 2022 Full
• Windows Server 2022 Core
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Amazon ECS クラスター
Amazon ECS クラスターは、タスクとサービスをグループ化し、キャパシティおよび設定の共有を可能に
します。Amazon ECS クラスターは、タスクまたはサービスの論理グループです。タスクとサービスは、
クラスターに登録されているインフラストラクチャで実行されます。インフラストラクチャ容量はAWS 
Fargate (AWSが管理するサーバーレスインフラストラクチャ、お客様が管理する Amazon EC2 インスタ
ンス、またはリモートでお客様が管理するオンプレミスサーバーまたは仮想マシン (VM)) によって提供さ
れます。ほとんどの場合、Amazon ECS キャパシティプロバイダーを使用して、クラスター内のタスクで
使用するインフラストラクチャを管理できます。詳細については、「Amazon ECS キャパシティープロバ
イダー (p. 59)」を参照してください。

Amazon ECS の初回使用時には、デフォルトのクラスターが作成されますが、アカウントに複数のクラス
ターを作成して、クラスター別にリソースを分けることができます。

トピック
• クラスターの概念 (p. 55)
• Amazon ECS コンソールでのクラスター管理 (p. 56)
• Amazon ECS キャパシティープロバイダー (p. 59)
• AWS CLI を使用したクラスターとキャパシティプロバイダーの管理 (p. 65)

クラスターの概念
Amazon ECS クラスターに関する全般的な概念を以下に示します。

• クラスターは AWS リージョン 固有です。
• クラスターの有効な状態には以下のものがあります。

ACTIVE

クラスターはタスクを受け入れる準備ができており、該当する場合は、クラスターにコンテナイン
スタンスを登録できます。

PROVISIONING

クラスターにはキャパシティプロバイダーが関連付けられており、キャパシティプロバイダーに必
要なリソースが作成されています。

プロビジョン解除中

クラスターにはキャパシティプロバイダーが関連付けられており、キャパシティプロバイダーに必
要なリソースが削除されています。

FAILED

クラスターにはキャパシティプロバイダーが関連付けられており、キャパシティプロバイダーに必
要なリソースの作成に失敗しました。

INACTIVE

クラスターは削除されました。INACTIVE ステータスのクラスターは、一定期間アカウント内
で検出可能なままになる場合があります。ただし、この動作は今後変更される可能性があるた
め、INACTIVE クラスターの永続的な使用を前提としていないことを確認してください。

• クラスターには、AWS Fargate、Amazon EC2 インスタンス、または外部インスタンスでホストされて
いるタスクを混在させることができます。タスクは、起動タイプまたはキャパシティプロバイダー戦略
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として、Fargate または EC2 のインフラストラクチャで実行できます。EC2 を起動タイプとして使用す
る場合、ECS は Amazon EC2 Auto Scaling グループの容量を追跡およびスケーリングしません。起動
タイプの詳細については、「Amazon ECS 起動タイプ (p. 120)」を参照してください。

• クラスターには、Auto Scaling グループキャパシティプロバイダーと Fargate キャパシティプロバイ
ダーの両方を混在させることができます。ただし、キャパシティプロバイダー戦略を指定する場合、
それらにはどちらか一方のみを含めることができ、両方を含めることはできません。詳細については、
「Amazon ECS キャパシティープロバイダー (p. 59)」を参照してください。

• カスタム IAM ポリシーを作成して、特定のクラスターへのユーザーアクセスを許可または制限できま
す。詳細については、「クラスターの例 (p. 366)」の「Amazon Elastic Container Service のアイデン
ティティベースのポリシーの例 (p. 360)」セクションを参照してください。

• Fargate タスクを持つクラスターは、Service Auto Scaling を使用してスケーリングできます。詳細につ
いては、「サービスのオートスケーリング (p. 266)」を参照してください。

•  *クラスターのデフォルトの Service Connect 名前空間を設定できます。デフォルトの Service Connect 
名前空間を設定したら、Service Connect を有効にすることで、クラスター内で作成された新しいサー
ビスを名前空間のクライアントサービスとして追加できます。追加の設定は必要ありません。詳細につ
いては、「Service Connect  (p. 272)*」を参照してください。

Amazon ECS コンソールでのクラスター管理
新しい Amazon ECS コンソールを使用して Amazon ECS クラスターを管理します。

トピック
• コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラスター作成 (p. 56)
• コンソールを使用したクラスターの更新 (p. 57)
• コンソールを使用したクラスター削除 (p. 58)

コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラス
ター作成
新しい Amazon ECS エクスペリエンスを使用して、Amazon ECS クラスターの作成が行えます。これを
開始する前に、「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」 の手順を完了し、適切な IAM 
許可を割り当てる必要があります。詳細については、「the section called “クラスターの例” (p. 366)」を
参照してください。新しい Amazon ECS エクスペリエンスでは、AWS CloudFormation スタックを作成す
ることで、Amazon ECS クラスターに必要なリソースを作成するためのシンプルな方法を提供します。

クラスターの作成プロセスをできるだけ簡単にするために、コンソールには、以下で説明する多くの選択
肢に対するデフォルトの選択肢があります。コンソール内のほとんどのセクションには、詳細なコンテキ
ストを提供するヘルプパネルもあります。

デフォルトでは、次のプロパティを持つ Fargate 起動タイプ用に Amazon ECS クラスターを作成します。

• Fargate および Fargate Spot キャパシティープロバイダーを使用します。
• 選択したリージョンのデフォルト VPC 内のすべてのデフォルトサブネットでタスクとサービスを起動し

ます。
• Container Insights は使用しません。
• AWS CloudFormation に 3 つのタグが構成されています。
• AWS Cloud Map に、クラスターと同じ名前のデフォルトの名前空間を作成します。名前空間を使用す

ると、クラスターで作成したサービスを、追加の設定なしで名前空間内の他のサービスに接続できま
す。

詳細については、「相互接続サービス (p. 271)」を参照してください。
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以下のデフォルトオプションを変更できます。

• タスクとサービスがデフォルトで起動するサブネットを変更します。
• クラスターに関連付けられたデフォルトの名前空間を変更します。
• Container Insights をオンにします。

CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションおよびマイクロサービスのメト
リクスとログを収集、集約、要約します。Container Insights は、問題の迅速な特定と解決に使用するコ
ンテナの再起動失敗などの診断情報も提供します。詳細については、「the section called “CloudWatch 
コンテナインサイト” (p. 333)」を参照してください。

• クラスターを識別しやすいようにタグを追加します。

新しいクラスターを作成するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、[Create Cluster] (クラスターの作成) を選択します。
5. [Cluster configuration] (クラスター設定) で、[Cluster name] (クラスター名) に一意の名前を入力しま

す。

名前には、最大 255 文字 (大文字と小文字)、数字、およびハイフンを含めることができます。
6. (オプション) デフォルトの名前空間の名前を変更するには、[Namespace] (名前空間) に一意の名前を

入力します。
7. (オプション) タスクとサービスが起動する VPC とサブネットを変更するには、[Networking] (ネット

ワーク) で、次のいずれかのオペレーションを実行します。

• サブネットを削除するには、[Subnets] (サブネット) で、削除するサブネットごとに [X] を選択しま
す。

• [default] (デフォルト) VPC 以外の VPC に変更するには、[VPC] で既存の [VPC] を選択
し、[Subnets] (サブネット) で各サブネットを選択します。

8. (オプション) Container Insights を有効にするには、[Monitoring] (モニタリング) を展開し、[Use 
Container Insights] (Container Insights を使用する) をオンにします。

9. (オプション) クラスターを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) を展開し、タグを設定します。

[タグの追加] [タグの追加] を選択して、以下を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。

コンソールを使用したクラスターの更新
次のクラスタープロパティを変更できます。

• デフォルトのキャパシティプロバイダーを設定する

各クラスターには、1 つ以上のキャパシティプロバイダーがあり、さらにオプションとしてキャパシ
ティプロバイダー戦略があります。キャパシティープロバイダー戦略は、クラスターの複数のキャパ
シティープロバイダー間にタスクを分散する方法を決定します。スタンドアロンタスクを実行するか、
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サービスを作成するときは、クラスターのデフォルトのキャパシティプロバイダー戦略か、クラスター
のデフォルト戦略をオーバーライドするキャパシティプロバイダー戦略のいずれかを使用します。

キャパシティプロバイダーは起動タイプの代替手段です。詳細については、「キャパシティープロバイ
ダーの概念 (p. 59)」を参照してください。

• Container Insights をオンにします。

CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションおよびマイクロサービスのメト
リクスとログを収集、集約、要約します。Container Insights は、問題の迅速な特定と解決に使用するコ
ンテナの再起動失敗などの診断情報も提供します。詳細については、「the section called “CloudWatch 
コンテナインサイト” (p. 333)」を参照してください。

• クラスターを識別しやすいようにタグを追加します。

クラスターを更新するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
4. [クラスター: name] ページで、[クラスターを更新] を選択します。
5. デフォルトのキャパシティプロバイダーを設定するには、[デフォルトのキャパシティプロバイダー戦

略] で [さらに追加] を選択します。

a. [キャパシティプロバイダー] で、キャパシティプロバイダーを選択します。
b. (オプション) [ベース] で、キャパシティプロバイダーで実行されるタスクの最小数を入力しま

す。

1 つのキャパシティプロバイダーには、1 つの [ベース] 値のみを設定できます。
c. (オプション) [重み] で、指定されたキャパシティプロバイダーを使用する、起動されたタスクの

合計数の相対的な割合を入力します。
d. (オプション) 追加のキャパシティプロバイダーについて、ステップを繰り返します。

6. Container Insights をオンまたはオフにするには、[モニタリング] を展開し、[Container Insights を使
用] をオンにします。

7. クラスターを識別しやすくするには、[タグ] を展開し、タグを設定します。

[タグの追加] [タグの追加] を選択して、以下を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。
8. [Update] (更新) を選択します。

コンソールを使用したクラスター削除
クラスターの使用を終了する場合は、クラスターを削除できます。クラスターを削除すると、INACTIVE
状態に移行します。INACTIVE ステータスのクラスターは、一定期間アカウント内で検出可能なままにな
る場合があります。ただし、この動作は今後変更される可能性があるため、INACTIVE クラスターの永続
化に頼るべきではありません。

クラスターを削除する前に、次のオペレーションを実行する必要があります。

• クラスター内のすべてのサービスを削除します。詳細については、「the section called “クラシックコン
ソールを使用してサービスを削除するには” (p. 542)」を参照してください。
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• 現在実行中のタスクをすべて停止します。詳細については、「the section called “新しいコンソールを使
用してタスクを停止する” (p. 206)」を参照してください。

• 新しいコンソールでクラスターを作成した場合は、クラスターに作成された AWS CloudFormation ス
タックを削除します。スタックの名前は、cluster-name-ECS-Infra (クラスター-名前-名-ECS-インフ
ラ) です。例えば、クラスター名が「example-cluster-new-console」の場合、スタック名は example-
cluster-new-console-ECS-Infra となります。詳細については、「AWS CloudFormation ユー
ザーガイド」の「AWS CloudFormation コンソールのスタックを削除」を参照してください。

• 名前空間を削除します。詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの名前空間の削除を参
照してください。

クラシックコンソールを使用してクラスターを作成し、新しいコンソールを使用した際にエラーが発生
した場合は、クラシックコンソールを使用してクラスターの削除が必要な場合があります。詳細について
は、「the section called “クラシックコンソールを使用してクラスターを削除するには” (p. 519)」を参照
してください。

クラスターを削除するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
5. ページの右上で、[Delete Cluster] (クラスターを削除) を選択します。

クラスターに関連付けられているすべてのリソースを削除しなかった場合は、メッセージが表示され
ます。

6. 確認ボックスに [delete cluster name] (削除 クラスター名) と入力してください。

Amazon ECS キャパシティープロバイダー
Amazon ECS キャパシティプロバイダーは、クラスター内のタスクに対するインフラストラクチャのス
ケーリングを管理できます。各クラスターには、1 つ以上のキャパシティプロバイダーがあり、さらにオ
プションとしてキャパシティプロバイダー戦略があります。キャパシティープロバイダー戦略は、クラス
ターの複数のキャパシティープロバイダー間にタスクを分散する方法を決定します。スタンドアロンタス
クを実行するか、サービスを作成するときは、クラスターのデフォルトのキャパシティプロバイダー戦略
か、クラスターのデフォルト戦略をオーバーライドするキャパシティプロバイダー戦略のいずれかを使用
します。

キャパシティプロバイダーは起動タイプの代替手段です。キャパシティプロバイダー戦略と起動タイプの
どちらを使用する方が良いかは、タスクが Fargate か Amazon EC2 のインスタンスで実行されるかによっ
て異なります。詳細については、「キャパシティープロバイダーの概念 (p. 59)」を参照してください。

Amazon ECS Anywhere で外部コンテナインスタンスを使用する場合、キャパシティプロバイダーを使用
してそれらを管理することはできません。

キャパシティープロバイダーの概念
キャパシティープロバイダーは、以下のコンポーネントで構成されます。

キャパシティープロバイダー

キャパシティプロバイダーは、指定したインフラストラクチャを Amazon ECS がスケールアップまた
はスケールダウンするクラスター容量を定義します。キャパシティプロバイダーを使用する前に、ク
ラスターに関連付ける必要があります。
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タスクが実行されるインフラストラクチャを決定するために、キャパシティプロバイダー戦略でキャ
パシティプロバイダーを使用します。すべてのタスクには、キャパシティプロバイダー戦略または起
動タイプを含めるか、選択したクラスターに関連付けられているデフォルトのキャパシティプロバイ
ダー戦略を使用する必要があります。キャパシティプロバイダーは単独では使用できません。キャパ
シティプロバイダー戦略で参照する必要があります。タスクが起動タイプを使用する場合、そのタス
クが使用する容量はクラスター内のどのキャパシティプロバイダーによってもカウントされません。

AWS Fargate ユーザーの Amazon ECS には、FARGATE と FARGATE_SPOT のキャパシティプロバイ
ダーがあります。AWS Fargate キャパシティプロバイダーは予約されているため、作成や削除はでき
ません。キャパシティプロバイダーをクラスターに関連付けた後、キャパシティプロバイダー戦略に
追加できます。キャパシティプロバイダー戦略は、2 つのリザーブドキャパシティプロバイダーで実
行されるタスクの固定数と割合を決定します。詳細については、「AWS Fargate キャパシティープロ
バイダー (p. 62)」を参照してください。

デフォルトのキャパシティープロバイダー戦略

デフォルトのキャパシティプロバイダー戦略は、Amazon ECS クラスターに関連付けることができ
ます。これにより、クラスター内でサービスを作成したりスタンドアロンタスクを実行したりすると
き、およびカスタムキャパシティプロバイダー戦略や起動タイプが指定されていないときは常に、デ
フォルトのキャパシティプロバイダー戦略が使用されるようになります。各クラスターのデフォルト
のキャパシティプロバイダー戦略を定義することをお勧めします。

キャパシティープロバイダー戦略

キャパシティープロバイダー戦略は、1 つ以上のキャパシティープロバイダーで構成されます。オプ
ションでベース値とウェイト値を指定して、より細かく制御できます。キャパシティプロバイダー戦
略は、クラスター、サービス、またはタスクの構成の一部です。ただし、再利用可能なキャパシティ
プロバイダー戦略を作成することはできません。各クラスター、サービス、またはタスクキャパシ
ティプロバイダー戦略のキャパシティプロバイダー戦略は独立しています。

クラスターのデフォルトのキャパシティプロバイダー戦略がキャパシティ要件を満たしていない場合
は、サービスの作成時またはスタンドアロンタスクの実行時にカスタムのキャパシティプロバイダー
戦略を指定します。

Important

キャパシティがキャパシティプロバイダーによって管理されるクラスターのタスクに、キャ
パシティプロバイダー戦略の代わりに起動タイプを設定したとします。すると、この場合、
起動タイプがオーバーライドされます。つまり、これらのタスクはキャパシティプロバイ
ダーのスケーリングアクションにはカウントされません。

キャパシティプロバイダー戦略では、クラスターに既に関連付けられており、ACTIVE ま
たは UPDATING ステータスを持つキャパシティプロバイダーのみを使用できます。クラ
スターの作成時に、キャパシティプロバイダーをクラスターに関連付けることができま
す。PutClusterCapacityProviders API オペレーションを使用して、キャパシティプロバイダーを既存
のクラスターに関連付けることもできます。

キャパシティプロバイダー戦略では、オプションのベース値は、指定されたキャパシティプロバイ
ダーで実行されるタスクの最小限の数を指定します。キャパシティープロバイダー戦略では、ベース
を定義できるキャパシティープロバイダーは 1 つだけです。

ウェイト値は、指定したキャパシティプロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する相対
的な割合を決定します。次の例を考えます。2 つのキャパシティプロバイダーを含む戦略があり、
両方の重みが 1 であるとします。ベースの割合が達すると、タスクは 2 つのキャパシティプロバ
イダー間で均等に分割されます。同じロジックを使用して、capacityProviderA に 1 の重みを指定
し、capacityProviderB に 4 の重みを指定するとします。そして、capacityProviderA を使うタスクが 1 
つ実行されるごとに、capacityProviderB を使うタスクが 4 つ実行されることになります。
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キャパシティープロバイダータイプ
Amazon ECS ワークロードが実行されるインフラストラクチャによって、使用できるキャパシティプロバ
イダーのタイプが決まります。

Fargate でホストされた Amazon ECS ワークロードでは、次の事前定義されたキャパシティプロバイダー
を使用できます。

• Fargate
• Fargate Spot

Amazon EC2 インスタンスでホストされる Amazon ECS ワークロードの場合、次のコンポーネントで構
成されるキャパシティプロバイダーを作成し、維持する必要があります。

• 名前
• Auto Scaling グループ
• マネージドスケーリングとマネージドターミネーション保護の設定。

キャパシティープロバイダーに関する考慮事項
キャパシティプロバイダーを使用する場合は、次の点を考慮します。

• キャパシティプロバイダーは、キャパシティプロバイダー戦略で指定する前にクラスターに関連付ける
必要があります。

• キャパシティプロバイダー戦略を指定する場合、指定できるキャパシティプロバイダーの数は 6 に制限
されます。

• Auto Scaling グループキャパシティプロバイダーを使用するサービスは、Fargate キャパシティプロバイ
ダーを使用するように更新することはできません。逆の場合も同様です。

• キャパシティプロバイダー戦略では、コンソールでキャパシティプロバイダーに weight 値が指定され
ていない場合、1 のデフォルト値が使用されます。API または AWS CLI を使用する場合は、0 のデフォ
ルト値が使用されます。

• キャパシティプロバイダー戦略内で複数のキャパシティプロバイダーを指定する場合、少なくとも 1 つ
のキャパシティプロバイダーのウェイト値が 0 より大きい必要があります。さらに、ウェイトが 0 の
キャパシティプロバイダーはタスクの配置に使用されません。戦略に複数のキャパシティプロバイダー
を指定し、すべて同じウェイトを 0 にした場合、キャパシティプロバイダー戦略を使用する RunTask
または CreateService のアクションは失敗します。

• キャパシティプロバイダー戦略では、1 つのキャパシティプロバイダーのみが定義されたベース値を持
つことができます。ベース値を指定しない場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

• クラスターには、Auto Scaling グループキャパシティプロバイダーと Fargate キャパシティプロバイ
ダーの両方を混在させることができます。ただし、キャパシティプロバイダー戦略に含めることができ
るのは Auto Scaling グループまたは Fargate キャパシティプロバイダーのみで、両方を含めることはで
きません。

• クラスターには、キャパシティプロバイダーと起動タイプの両方を使用するサービスとスタンドアロン
タスクを混在させることができます。サービスは、起動タイプではなくキャパシティプロバイダー戦略
を使用するように更新できます。ただし、その場合は強制的に新しいデプロイを行う必要があります。

• マネージド終了保護を使用する場合は、マネージドスケーリングも使用する必要があります。そうでな
ければ、マネージド終了保護は機能しません。

次のセクションは、Fargate 起動タイプおよび EC2 起動タイプのキャパシティプロバイダーについて説明
します。

トピック
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• AWS Fargate キャパシティープロバイダー (p. 62)

AWS Fargate キャパシティープロバイダー
AWS Fargate キャパシティプロバイダーで Amazon ECS を使用すると、Amazon ECS タスクで Fargate 
と Fargate Spot キャパシティの両方を使用できます。キャパシティープロバイダーの詳細については、
「Amazon ECS キャパシティープロバイダー (p. 59)」を参照してください。

Fargate Spot を使用すると、割り込み許容のある Amazon ECS タスクを、Fargate 料金と比較して割引料
金で実行できます。Fargate Spot は、予備のコンピュートキャパシティーでタスクを実行します。AWS 
がキャパシティを戻す必要がある場合、タスクは中断され、2 分間の警告が表示されます。これについて
は、このセクションで詳しく説明します。

Fargate キャパシティープロバイダーに関する考慮事項
Fargate キャパシティプロバイダーを使用する場合は、次の点を考慮します。

• Fargate Spot キャパシティプロバイダーは、Fargate の Windows コンテナではサポートされません。
• ARM64 アーキテクチャの Linux タスクでは、Fargate Spot キャパシティプロバイダーはサポートされま

せん。Fargate Spot では、X86_64 アーキテクチャの Linux タスクのみサポートされます。
• Fargate および Fargate Spot キャパシティプロバイダーを作成する必要はありません。すべてのアカウ

ントで利用できます。使用するには、クラスターに関連付けるだけで済みます。
• クラスターに Fargate および Fargate Spot キャパシティプロバイダーを関連付けるには、Amazon 

ECS API または AWS CLI を使用する必要があります。コンソールを使用してそれらを関連付けること
はできません。詳細については、「既存のクラスターへの Fargate キャパシティープロバイダーの追
加 (p. 64)」を参照してください。

• Fargate と Fargate Spot キャパシティプロバイダーは予約されており、削除できません。ただ
し、PutClusterCapacityProviders API 操作を使用してクラスターとの関連付けを解除できます。

• [Networking only] (ネットワークのみ) クラスターテンプレートと共に Amazon ECS クラシックコンソー
ルを使用して新しいクラスターを作成すると、FARGATE および FARGATE_SPOT キャパシティプロバイ
ダーが自動的に新しいクラスターに関連付けられます。

• Fargate Spot を使用する場合は、タスクでプラットフォームバージョン 1.3.0 以降 (Linux 用) を使用し
ている必要があります。詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参
照してください。

• Fargate および Fargate Spot キャパシティープロバイダーを使用するタスクが停止した場合、タスク
状態の変更イベントが Amazon EventBridge に対し送信されます。停止した理由は原因を説明していま
す。詳細については、「タスク状態変更イベント (p. 324)」を参照してください。

• クラスターには、Fargate キャパシティプロバイダーと Auto Scaling グループキャパシティプロバイ
ダーを混在させることができます。ただし、キャパシティプロバイダー戦略に含めることができるのは 
Fargate または Auto Scaling グループキャパシティプロバイダーのみで、両方を含めることはできませ
ん。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「Auto Scaling グループキャパ
シティープロバイダー」を参照してください。

Fargate Spot 終了通知の処理
スポットの中断により Fargate Spot キャパシティーを使用するタスクが停止すると、タスクが停止する前
に 2 分間の警告が送信されます。警告は、タスク状態変更イベントとして Amazon EventBridge に送信さ
れ、実行中のタスクに SIGTERM シグナルとして送信されます。サービスの一部として Fargate Spot を使
用する場合、このシナリオでは、サービススケジューラは中断信号を受信し、利用可能なキャパシティが
あれば Fargate Spot で追加のタスクを起動しようとします。タスクが 1 つしかないサービスは、キャパシ
ティが利用可能になるまで中断されます。

タスクが停止する前にコンテナが正常に終了するように、以下を設定できます。
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• タスクが使用しているコンテナ定義には、120 秒以下の stopTimeout 値を指定できます。デフォル
トの stopTimeout 値は 30 秒です。stopTimeout 値を長く指定すると、タスク状態変更イベントが
受信した時点から、コンテナが強制的に停止するまでの時間を長くすることができます。詳細について
は、「コンテナのタイムアウト (p. 113)」を参照してください。

• クリーンアップアクションを実行するには、コンテナ内から SIGTERM シグナルを受信する必要があり
ます。このシグナルの処理に失敗すると、stopTimeout が設定された後に SIGKILL シグナルを受信
し、データが損失または破損する可能性があります。

タスク状態変更イベントのスニペットを以下に示します。このスニペットには、Fargate Spot 中断の停止
理由と停止コードが表示されます。

{ 
  "version": "0", 
  "id": "9bcdac79-b31f-4d3d-9410-fbd727c29fab", 
  "detail-type": "ECS Task State Change", 
  "source": "aws.ecs", 
  "account": "111122223333", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task/b99d40b3-5176-4f71-9a52-9dbd6f1cebef" 
  ], 
  "detail": { 
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default", 
    "createdAt": "2016-12-06T16:41:05.702Z", 
    "desiredStatus": "STOPPED", 
    "lastStatus": "RUNNING", 
     "stoppedReason": "Your Spot Task was interrupted.", 
    "stopCode": "TerminationNotice",
    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task/
b99d40b3-5176-4f71-9a52-9dbd6fEXAMPLE", 
    ... 
  }
}

以下は、Amazon ECS タスク状態変更イベントの EventBridge ルールを作成するために使用されるイベン
トパターンです。オプションで、detail フィールドでクラスターを指定できます。そうすると、そのク
ラスターのタスク状態変更イベントを受信することになります。詳細については、Amazon EventBridge 
ユーザーガイド の「EventBridge ルールを作成する」 を参照してください。

{ 
    "source": [ 
        "aws.ecs" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "ECS Task State Change" 
    ], 
    "detail": { 
        "clusterArn": [ 
            "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default" 
        ] 
    }
}

Fargate キャパシティープロバイダーを使用する新しいクラス
ターの作成
新しい Amazon ECS クラスターを作成するときに、このクラスターに関連付ける 1 つ以上のキャパシ
ティープロバイダーを指定できます。キャパシティプロバイダーは、タスクを実行するインフラストラク
チャを決定するキャパシティプロバイダー戦略を定義するために使用します。
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AWS Management Consoleを使用してセットアップし、[Networking only] (ネットワークのみ) クラス
ターテンプレートを使用すると、FARGATE および FARGATE_SPOT キャパシティプロバイダーが自動
的にクラスターに関連付けられます。詳細については、「従来のコンソールを使用したクラスターの作
成 (p. 518)」を参照してください。

Fargate キャパシティープロバイダーを使用して Amazon ECS クラスターを作成
するには (AWS CLI)

次のコマンドを使用して、新しいクラスターを作成し、Fargate と Fargate Spot キャパシティープロバイ
ダーの両方を関連付けます。

• create-cluster (AWS CLI)

aws ecs create-cluster \ 
     --cluster-name FargateCluster \ 
     --capacity-providers FARGATE FARGATE_SPOT \ 
     --region us-west-2

既存のクラスターへの Fargate キャパシティープロバイダーの追
加
PutClusterCapacityProviders API 操作を使用して、既存の Amazon ECS クラスターの使用可能な
キャパシティプロバイダーのプールを更新できます。

既存のクラスターへの Fargate または Fargate Spot キャパシティプロバイダーの追加は、AWS 
Management Consoleではサポートされていません。コンソールで新しい Fargate クラスターを作成する
か、Amazon ECS API またはAWS CLIを使用して既存のクラスターに Fargate または Fargate Spot キャパ
シティープロバイダーを追加する必要があります。

Fargate キャパシティープロバイダーを既存のクラスターに追加するには (AWS 
CLI)

既存のクラスターに Fargate および Fargate Spot キャパシティープロバイダーを追加するには、次のコマ
ンドを使用します。指定したクラスターに既存のキャパシティープロバイダーが関連付けられている場合
は、追加する新しいキャパシティープロバイダーに加えて、既存のキャパシティープロバイダーをすべて
指定する必要があります。PutClusterCapacityProviders API コールから除外されたクラスターに関
連付けられている既存のキャパシティプロバイダーは、クラスターとの関連付けが解除されます。既存の
キャパシティープロバイダーをクラスターから関連付け解除できるのは、既存のタスクで使用されていな
い場合のみです。これらの同じ規則は、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略にも
適用されます。クラスターに既存のデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されている場合
は、PutClusterCapacityProviders API コールに含める必要があります。それ以外の場合は、上書き
されます。

• put-cluster-capacity-providers (AWS CLI)

aws ecs put-cluster-capacity-providers \ 
     --cluster FargateCluster \ 
     --capacity-providers FARGATE 
 FARGATE_SPOT existing_capacity_provider1 existing_capacity_provider2 \ 
     --default-capacity-provider-strategy existing_default_capacity_provider_strategy \ 
     --region us-west-2
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Fargate キャパシティープロバイダーを使用したタスクの実行
キャパシティープロバイダー戦略を指定して、Fargate または Fargate Spot キャパシティープロバイダー
のいずれかを使用してタスクを実行したり、サービスを作成したりできます。キャパシティープロバイ
ダー戦略が指定されていない場合は、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が使用
されます。

Fargate または Fargate Spot キャパシティプロバイダーを使用したタスクの実行は、AWS Management 
Consoleでサポートされています。AWS Management Consoleを使用する場合は、クラスターのデフォル
トのキャパシティープロバイダー戦略に Fargate または Fargate Spot キャパシティプロバイダーを追加す
る必要があります。Amazon ECS API またはAWS CLIを使用する場合、キャパシティープロバイダー戦略
を指定するか、クラスターのデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を使用できます。

Fargate キャパシティープロバイダーを使用してタスクを実行するには (AWS 
CLI)

Fargate と Fargate Spot キャパシティープロバイダーを使用してタスクを実行するには、次のコマンドを
使用します。

• run-task (AWS CLI)

aws ecs run-task \ 
     --capacity-provider-strategy capacityProvider=FARGATE,weight=1
 capacityProvider=FARGATE_SPOT,weight=1 \ 
     --cluster FargateCluster \ 
     --task-definition task-def-family:revision \ 
     --network-configuration 
 "awsvpcConfiguration={subnets=[string,string],securityGroups=[string,string],assignPublicIp=string}" 
 \ 
     --count integer \ 
     --region us-west-2

Note

Fargate Spot を使用してスタンドアロンタスクを実行する場合は、タスクを完了して終了する前
に、タスクが中断される可能性があることに注意してください。したがって、SIGTERM シグナ
ルを受信し、再開できるときに 2 分以内に正常に終了するようにアプリケーションをコーディン
グすることが重要です。詳細については、「Fargate Spot 終了通知の処理 (p. 62)」を参照して
ください。

AWS CLI を使用したクラスターとキャパシティプ
ロバイダーの管理

Amazon ECS API、AWS CLI、または SDK を使用して、クラスターとクラスターキャパシティプロバイ
ダーを管理できます。

クラスターで使用できる API アクションの詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リ
ファレンス」の「クラスターアクション」を参照してください。

クラスターキャパシティプロバイダーで使用できる API アクションの詳細については、「Amazon Elastic 
Container Service API リファレンス」の「クラスターキャパシティプロバイダーアクション」を参照して
ください。
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Amazon ECSの タスク定義
Amazon ECSで Docker コンテナを実行するには、タスク定義が必要です。以下に示したのは、タスク定
義の中で指定できるパラメータの一部です。

• タスクの各コンテナで使用する Docker イメージ
• 各タスクで使用する CPU とメモリの量
• 使用する起動タイプ、これによりタスクをホストするインフラストラクチャを決定
• タスクが実行されるコンテナのオペレーションシステム
• タスクのコンテナで使用する Docker ネットワーキングモード
• タスクで使用するログ記録設定
• コンテナが終了または失敗した場合にタスクを実行し続けるかどうか
• コンテナの開始時に実行するコマンド
• タスク内でコンテナが使用するデータボリューム
• タスクで使用される IAMロール

アプリケーションスタックは、その全体を単一のタスク定義上に置く必要はありません。また、多くの場
合、(使用する) タスク定義は 1 つだけとはなりません。アプリケーションは、複数のタスク定義にまたが
ることができます。関連するコンテナを独自のタスク定義に結合し、それぞれが単一のコンポーネントを
表すことにより、これを行えます。詳細については、「アプリケーションのアーキテクチャ (p. 72)」を
参照してください。

タスク定義を作成したら、タスク定義をタスクまたはサービスとして実行できます。

• タスクはクラスター内のタスク定義のインスタンス化です。Amazon ECS でアプリケーションのタスク
定義を作成後、クラスターで実行するタスクの数を指定できます。

• Amazon ECS サービスは、Amazon ECS クラスターで必要な数のタスクを同時に実行して維持します。
仕組みとしては、タスクがいずれかの理由で失敗または停止した場合に、Amazon ECS サービススケ
ジューラがタスク定義に基づいて別のインスタンスを起動することによって動作します。これは、それ
を置き換え、サービス内の必要な数のタスクを維持するために行われます。

トピック
• タスク定義の状態 (p. 67)
• Fargate タスク定義の考慮事項 (p. 67)
• アプリケーションのアーキテクチャ (p. 72)
• Amazon ECS コンソールでのタスク定義管理 (p. 73)
• タスク定義テンプレート (p. 85)
• タスク定義パラメータ (p. 89)
• Amazon ECS 起動タイプ (p. 120)
• Amazon ECSの 64-bit ARM ワークロードの操作 (p. 121)
• タスクでのデータボリュームの使用 (p. 123)
• Fargate タスクネットワーキング (p. 133)
• awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)
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• カスタムログルーティング (p. 140)
• タスクのプライベートレジストリの認証 (p. 170)
• コンテナへの環境変数の受け渡し (p. 172)
• コンテナへの機密データの受け渡し (p. 174)
• タスク定義の例 (p. 187)
• AWS CLI を使用したタスク定義管理 (p. 193)

タスク定義の状態
タスク定義は、以下の状態を取ることがあります。

ACTIVE

Amazon ECS に登録された後のタスク定義は ACTIVE の状態になります。ACTIVE 状態にあるタスク
定義では、タスクを実行することやサービスを作成することができます。

INACTIVE

タスク定義の登録を解除すると、そのタスク定義の状態は ACTIVE から INACTIVE に遷移しま
す。DescribeTaskDefinition を呼び出すと、INACTIVE 状態のタスク定義を取得できま
す。INACTIVE 状態のタスク定義を使用して、新しいタスクを実行することや新しいサービスを作成
することはできません。既存のサービスやタスクには影響を与えません。

DELETE_IN_PROGRESS

タスク定義の削除をリクエストすると、そのタスク定義の状態が INACTIVE から
DELETE_IN_PROGRESS に遷移します。タスク定義の状態が DELETE_IN_PROGRESS に遷移した
後、Amazon ECS は、そのタスク定義がアクティブなタスクやデプロイによって参照されていないこ
とを周期的に確認した上で、タスク定義を完全に削除します。DELETE_IN_PROGRESS 状態のタスク
定義を使用して、新しいタスクを実行することや新しいサービスを作成することはできません。タス
ク定義の削除は、既存のタスクやサービスに影響を与えることなく、任意のタイミングでリクエスト
できます。

DELETE_IN_PROGRESS 状態にあるタスク定義はコンソールに表示することができます。ま
た、DescribeTaskDefinition を呼び出すと、そのタスク定義を取得することができます。

タスク定義の管理に AWS Config を使用してしている場合は、すべてのタスク定義の登録について AWS 
Config による課金が行われます。登録解除については、ACTIVE の状態にある最新のタスク定義の解除に
対してのみ課金されます。タスク定義の削除には料金はかかりません。料金の詳細については、「AWS 
Config 料金表」を参照してください。

Fargate タスク定義の考慮事項
Fargate 起動タイプを使用するタスクは利用可能な Amazon ECS タスク定義パラメータのすべてをサポー
トするわけではありません。一部のパラメータはサポートされていません。また、Fargate タスクでは動
作が異なるパラメータがあります。

次のタスク定義パラメータは Linux Fargate タスクでは無効です:

• devices

• disableNetworking
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• dnsSearchDomains
• dnsServers
• dockerSecurityOptions
• dockerVolumeConfiguration
• extraHosts
• host
• hostname
• links
• placementConstraints – Fargate タスクは、デフォルトでアベイラビリティーゾーン間に分散され

ます。
• privileged
• sharedMemorySize
• tmpfs

Important

タスク定義の中にサポートされていないパラメータがある場合、そのパラメータのサブフラグ
も、同じようにサポート外であると考えられます。

次のタスク定義パラメーターは、Fargateタスクでは動作が異なります。

• logConfiguration を使用する場合、Fargate タスクでサポートされるログドライバー
はawslogs、splunk、および awsfirelens ログドライバーです。

Windows タスクでは、awsfirelens ログドライバーをサポートしていません。
• capabilities で linuxParameters を使用する場合、drop パラメータは使用できますが、add パ

ラメータはサポートされていません。
• このhealthCheck パラメータは、プラットフォームバージョン 1.1.0 以降を使用する Fargate タスク

でのみサポートされます。
• portMappings パラメータを使用する場合は、containerPort のみを指定します。hostPort は空

白のままにするか、containerPort と同じ値を設定します。
• Linux コンテナおよび Windows コンテナで実行されるタスクには、operatingSystemFamily パラ

メータが必要です。

タスク定義が Fargate 起動タイプで使用できることを検証するために、タスク定義を登録する際に以下を
指定できます。

• AWS Management Console の [Requires Compatibilities (互換性が必要)] フィールドで、[FARGATE] を
指定します。

• AWS CLI の --requires-compatibilities オプションで、FARGATE を指定します。
• API で、requiresCompatibilities フラグを指定します。

ネットワークモード
Fargate タスク定義では、ネットワークモードが awsvpc に設定されている必要があります。awsvpc
ネットワークモードでは、各タスクに独自の Elastic Network Interface を提供します。ネットワーク設定
は、サービスを作成する場合、またはタスクを手動で実行する場合にも必要です。詳細については、AWS 
Fargate 用 Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「Fargate タスクネットワーキング」を参照
してください。
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タスク CPU とメモリ
Fargate のタスク定義では、CPU とメモリをタスクレベルで指定する必要があります。また、コンテナレ
ベルで Fargate タスクの CPU とメモリを指定することもできます。ただし、この設定は必須ではありま
せん。ほとんどのユースケースでは、これらのリソースをタスクレベルのみで指定しおけば問題ありませ
ん。以下の表に、タスクレベルの CPU とメモリの有効な組み合わせを示します。

CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

256 (.25 vCPU) 512 MiB、1 GB、2 GB Linux

512 (.5 vCPU) 1 GB、2 GB、3 GB、4 GB Linux

1,024 (1 vCPU) 2 GB、3 GB、4 GB、5 GB、6 
GB、7 GB、8 GB

Linux、Windows

2,048 (2 vCPU) 4 GB ～ 16 GB (1 GB のインクリ
メント)

Linux、Windows

4,096 (4 vCPU) 8 GB ～ 30 GB (1 GB のインクリ
メント)

Linux、Windows

8192 (8 vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要で
す。

16 GB～60 GB (4 GB のインクリ
メント)

Linux

16384 (16vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要で
す。

32 GB～120 GB (8 GB のインク
リメント)

Linux

ログ記録
Fargate のタスク定義におけるログ設定では、awslogs、splunk、および awsfirelens ログドライ
バーのみがサポートされています。次のコードは、awslogs ログドライバーが設定されているタスク定義
のスニペットを示しています。

"logConfiguration": {  
   "logDriver": "awslogs", 
   "options": {  
      "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition", 
      "awslogs-region": "us-east-1", 
      "awslogs-stream-prefix": "ecs"
}

タスク定義で awslogs ログドライバーを使用してコンテナログを CloudWatch Logs に送信する方法の詳
細については、「awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)」を参照してください。
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タスク定義での awsfirelens ログドライバーの使用の詳細については、「カスタムログルーティン
グ (p. 140)」を参照してください。

Amazon ECS タスク実行 IAM ロール。
Fargate で、オプションのタスク実行 IAM ロールを指定することで、Fargate タスクが Amazon ECR に対
し API の呼び出しを行えるようになります。この API 呼び出しにより、コンテナイメージをプルします。
また、コンテナアプリケーションログを保存するために、CloudWatch の呼び出しも行います。詳細につ
いては、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

タスク定義の例
以下は、Fargate 起動タイプの Linux コンテナを使用してウェブサーバーをセットアップするタスク定義
の例です。

{ 
   "containerDefinitions": [  
      {  
         "command": [ 
            "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> 
 <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div 
 style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!
</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></
html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground\"" 
         ], 
         "entryPoint": [ 
            "sh", 
            "-c" 
         ], 
         "essential": true, 
         "image": "httpd:2.4", 
         "logConfiguration": {  
            "logDriver": "awslogs", 
            "options": {  
               "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition", 
               "awslogs-region": "us-east-1", 
               "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
            } 
         }, 
         "name": "sample-fargate-app", 
         "portMappings": [  
            {  
               "containerPort": 80, 
               "hostPort": 80, 
               "protocol": "tcp" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "cpu": "256", 
   "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
   "family": "fargate-task-definition", 
   "memory": "512", 
   "networkMode": "awsvpc", 
   "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "LINUX" 
   }, 
   "requiresCompatibilities": [  
       "FARGATE"  
    ]
}
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タスクストレージ
Fargate での Amazon ECS タスクでは、次のストレージタイプがサポートされます。

• 永続的ストレージ用のAmazon EFS ボリューム。詳細については、「Amazon EFS ボリュー
ム (p. 125)」を参照してください。

• 非永続ストレージの場合エフェメラルストレージ。

Fargate の各 Amazon ECS タスクはプロビジョニング時に次のエフェメラルストレージを受け取ります。
エフェメラルストレージ設定は、タスクで使用しているプラットフォームバージョンによって異なりま
す。Fargate タスクが停止すると、エフェメラルストレージが削除されます。Amazon ECS のデフォルト
のサービスの制限の詳細については、Amazon ECS の Service Quotas (p. 302) を参照してください。

Note

host および sourcePath パラメータは、Fargate のタスクではサポートされていません。

Fargate Linux プラットフォームのバージョン
プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用した Fargate タスク
プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用する Fargate タスクのすべての Amazon ECS は、最低 20 
GiB のエフェメラルストレージを受け取ります。タスクのプル、圧縮、および非圧縮のコンテナイメージ
の両方が、エフェメラルストレージに格納されます。タスクが使用するエフェメラルストレージの総量を
判断するには、コンテナイメージが使用するストレージの総量を合計量から減算する必要があります。

2020 年 5 月 28 日以降に起動されるプラットフォームバージョン 1.4.0 以降のタスクでは、エフェメラ
ルストレージは、AWS Fargate 管理の暗号化キーを使用して AES-256 暗号化アルゴリズムで暗号化され
ます。

Fargateプラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用したタスク
プラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用する Fargate タスクの Amazon ECS の場合、各タスクは次
のエフェメラルストレージを受け取ります。

• 10 GB の Docker Layer ストレージ
Note

この量には、圧縮および非圧縮のコンテナイメージのアーティファクトの両方が含まれます。
• ボリュームマウント用の追加 4 GB。これはタスク定義内のvolumes、mountPoints および
volumesFrom パラメータを使用してマウントしコンテナ間で共有できます。

Fargate Windows プラットフォームバージョン
プラットフォームバージョン 1.0.0 以降を使用した Fargate タスク
プラットフォームバージョン 1.0.0 以降を使用する Fargate タスクのすべての Amazon ECS は、最低 20 
GiB のエフェメラルストレージを受け取ります。タスクのプル、圧縮、および非圧縮のコンテナイメージ
の両方が、エフェメラルストレージに格納されます。タスクが使用するエフェメラルストレージの総量を
判断するには、コンテナイメージが使用するストレージの総量を合計量から減算する必要があります。

タスク定義の例
この例では、同じスクラッチファイルの格納場所にアクセスする必要がある 2 つのアプリケーションコン
テナがあります。
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Fargate タスクでコンテナの空の非永続ストレージを提供するには

1. タスク定義の volumes セクションで、名前を application_scratch としてボリュームを定義し
ます。

  "volumes": [ 
    { 
      "name": "application_scratch", 
      "host": {} 
    } 
  ]

2. containerDefinitions セクションで、非永続ストレージをマウントするようにアプリケーション
のコンテナの定義を作成します。

  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "application1", 
      "image": "my-repo/application", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "application_scratch", 
          "containerPath": "/var/scratch" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "application2", 
      "image": "my-repo/application", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "application_scratch", 
          "containerPath": "/var/scratch" 
        } 
      ] 
    } 
  ]

アプリケーションのアーキテクチャ
コンテナを実行するには、以下の 2 つのモデルのいずれかに従います。

• Fargate 起動タイプ - これはサーバーレスの従量制料金オプションです。インフラストラクチャを管理す
ることなく、コンテナを実行できます。

• EC2 起動タイプ - クラスターに EC2 インスタンスを設定してデプロイし、コンテナを実行します。

Amazon ECS でのアプリケーションの設計方法は、複数の要因に応じて変化しますが、主な相違点となる
のは使用している起動タイプです。設計プロセスでは、以下のガイダンスを参考にしてください。

Fargate 起動タイプを使用する場合
Fargate 起動タイプは、次のワークロードに適しています:
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• 運用上で低いオーバーヘッドを必要とする大規模なワークロード
• 時折バーストが発生する小さなワークロード
• 小さなワークロード
• バッチワークロード

AWS Fargate を使用して、Amazon ECS で実行するアプリケーションを設計する場合には、複数のコンテ
ナを単一のタスク定義にデプロイするか、複数のタスク定義に個々のコンテナをデプロイするか、そのど
ちらかを選択する必要があります。

以下のような要件がある場合には、1 つのタスク定義にコンテナを配置することをお勧めします。

• 各コンテナが同じライフサイクルを共有している (つまり、起動と終了が同時に行われる)。
• 実行基盤となるホストが同じになるようにコンテナを実行する (つまり、あるコンテナが、localhost 

ポート上の別のコンテナを参照する) 必要がある。
• コンテナがリソースを共有する必要がある。
• コンテナでデータボリュームを共有している。

上記の要件がない場合は、複数のタスク定義でコンテナを個別にデプロイすることをお勧めします。これ
により、スケーリング、プロビジョニング、プロビジョニング解除を個別に行えるようになります。

Amazon ECS コンソールでのタスク定義管理
コンソールを使用して Amazon ECS タスク定義を管理します。

トピック
• コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)
• コンソールを使用したタスク定義の更新 (p. 82)
• 新しいコンソールを使用したタスク定義リビジョンの登録解除 (p. 84)
• コンソールを使用したタスク定義リビジョンの削除 (p. 85)

コンソールを使用したタスク定義の作成
Amazon ECS コンソールを使用して、タスク定義を作成します。タスク定義の作成プロセスをできるだ
け簡単にするために、コンソールには、以下で説明する多くの選択肢に対するデフォルトの選択肢があり
ます。コンソール内のほとんどのセクションには、詳細なコンテキストを提供するヘルプパネルもありま
す。

タスク定義は、コンソールを使用するか、JSON ファイルを編集して作成できます。

JSON 検証
Amazon ECS コンソールの JSON エディタは、JSON ファイル内で以下を検証します。

• このJSON ファイルは有効です
• ファイルに外部キーは含まれていません
• ファイルに familyName パラメータが含まれています
• containerDefinitions の下に少なくとも 1 つのエントリがあります

73



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
コンソールを使用したタスク定義の作成

AWS CloudFormation スタック
次の動作は、2023 年 1 月 11 日以前に新しいコンソールで作成されたタスク定義に適用されます。

タスク定義の作成時、Amazon ECS コンソールは、名前が「ECS-Console-V2-TaskDefinition-」で始ま
る CloudFormation スタックを自動的に作成します。AWS CLI または SDK を使用してタスク定義を登
録解除する場合は、手動でタスク定義スタックを削除する必要があります。詳細については、「AWS 
CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックの削除」を参照してください。

2023 年 1 月 12 日以降に作成されたタスク定義では、CloudFormation スタックの自動的な作成は行われ
ません。

Amazon ECS console

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task definitions] (タスク定義) を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition] (新しいタス

ク定義の作成) の順に選択します。
4. [Task definition family] (タスク定義ファミリー) を使用する場合、タスク定義ファミリーには、タ

スク定義に一意の名前を指定します。
5. タスク定義で定義するコンテナごとに、以下のステップを実行します。

a. [Name] (名前) に、コンテナの名前を入力します。
b. [Image URI] (イメージ URI) には、コンテナの開始に使用するイメージを指定しま

す。Amazon ECR Public Gallery レジストリ内の画像は、Amazon ECR Public レジストリ
名の使用でのみ指定することができます。たとえば、public.ecr.aws/ecs/amazon-
ecs-agent:latestが指定されている場合は、Amazon ECR パブリックギャラリーでホ
ストされている Amazon Linux コンテナが使用されます。他のすべてのリポジトリの場合
は、次のいずれかを使用してリポジトリを指定します。repository-url/image:tagまた
はrepository-url/image@digestでの形式。

c. Amazon ECR の外部のプライベートレジストリでコンテナイメージを使用する場合は、[プ
ライベートレジストリ] で [プライベートレジストリ認証] をオンにします。その後、[Secrets 
Manager ARN または名前] で、シークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を入力しま
す。

d. [Essential container] (基本コンテナ) を使用する場合、タスク定義に 2 つ以上のコンテナ
が定義されている場合、コンテナを基本と見なすかどうかを指定できます。コンテナが
[essential] (基本) とマークされている場合、そのコンテナが停止すると、タスクは停止しま
す。各タスク定義には、少なくとも 1 つの基本コンテナを含む必要があります。

e. ポートマッピングにより、コンテナはホスト上のポートにアクセスしてトラフィックを送受
信できるようになります。[Port mappings] (ポートマッピング) で、次のいずれかを実行]ま
す。

• [awsvpc] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と
[Protocol] (プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。

• [bridge] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と
[Protocol] (プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。次のペー
ジで [bridge] (ブリッジ) ネットワークモードを選択します。選択した後、[Previous] (戻る) 
を選択し、次に [Host port] (ホストポート) で、コンテナ用に予約するコンテナインスタン
スのポート番号を指定します。

追加のコンテナポートマッピングを指定するには、[Add more port mappings] (ポートマッピ
ングを追加) を選択します。

f. [Environment variables] (環境変数) セクションを展開して、コンテナに挿入する環境変数を
指定します。環境変数は、キーバリューペアを使用して個別に指定するか、Amazon S3 バ
ケットでホストされている環境変数ファイルを指定して一括で指定できます。環境変数ファ
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イルのフォーマット方法については、コンテナへの環境変数の受け渡し (p. 172) を参照し
てください。

g. (オプション) コンテナが正常かどうかを判断するコマンドを設定するには、[HealthCheck] を
展開して、次の項目を設定します。

• [Command] (コマンド) には、カンマで区切られたコマンドのリストを入力します。コマン
ド引数を直接実行するための CMD、またはコンテナのデフォルトシェルでコマンドを実行
するための CMD-SHELL を使用してコマンドを実行できます。これらのいずれも指定しな
い場合は CMD が使用されます。

• [Interval] (間隔) に、各ヘルスチェックの間隔を秒数で入力します。有効な値は 5～30 で
す。

• [Timeout] (タイムアウト) には、成功まで待機しているヘルスチェックが、失敗したと見な
されるまでの期間 (秒単位) を入力します。有効な値は 2～60 です。

• [Start period] (開始時期) には、ヘルスチェックコマンドを実行する前にコンテナがブート
ストラップするのを待つ期間 (秒単位) を入力します。有効な値は 0～300 です。

• [Retries] (再試行) には、障害発生時にヘルスチェックコマンドを再試行する回数を入力し
ます。有効な値は 1～10 です。

h. (オプション) Dockerfile の値の一部を上書きするには、[Docker の設定] を展開し、次の項目
を設定します。

• [コマンド] には、コンテナに対する実行可能なコマンドを入力します。

このパラメータは、Docker Remote API の [コンテナの作成] セクションにある Cmd、およ
び、docker run の COMMAND オプションにマップされます。これにより、「Dockerfile」
にある CMD 命令が上書きされます。

• [エントリポイント] で、コンテナに渡される Docker ENTRYPOINT を入力します。

このパラメータは、Docker Remote API の 「コンテナの作成」セクションにある
Entrypoint、および、docker run の --entrypoint オプションにマップされます。
これにより、「Dockerfile」にある ENTRYPOINT 命令が上書きされます。

• [作業ディレクトリ] には、エントリポイントと提供されたコマンド命令をコンテナが実行
するための、ディレクトリを入力します。

このパラメータは、Docker Remote API の [コンテナの作成] セクションにある
WorkingDir、および、docker run の --workdir オプションにマップされます。これ
により、「Dockerfile」にある WORKDIR 命令が上書きされます。

i. (オプション) [] を選択します。コンテナを追加するをクリックして、タスク定義にコンテナ
を追加します。すべてのコンテナが定義されたら、[Next] (次へ) を選択します。

6. [App environment] (アプリケーション環境) で、アプリケーション環境を選択します。コンソール
のデフォルトは、[AWS Fargate (serverless)] です Amazon ECS は、この値を使用して検証を実
行し、タスク定義パラメータがインフラストラクチャタイプに対して有効であることを確認しま
す。

7. [Operating system/Architecture] (オペレーティングシステム/アーキテクチャ) を使用する場合、タ
スクのオペレーティングシステムと CPU アーキテクチャを選択します。

タスクを 64 ビット ARM アーキテクチャで実行するには、Linux/ARM64 を選択します。詳細に
ついては、「the section called “ランタイムプラットフォーム” (p. 90)」を参照してください。

Windows コンテナで AWS Fargate(serverless) (サーバーレス) タスクを実行するには、サポート
されている Windows オペレーティングシステムを選択します。詳しくは、「the section called 
“AWS Fargate の Windows コンテナに関する考慮事項” (p. 2)」を参照してください。

8. [Task size] (タスクサイズ) では、タスク用に予約する CPU とメモリの値を選択します。CPU 値
は vCPUs として指定され、メモリは GB として指定されます。

Fargate でホストされるタスクの場合、次の表に有効な CPU とメモリの組み合わせを示します。
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CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされ
るオペレーティングシステム

256 (.25 vCPU) 512 MiB、1 GB、2 GB Linux

512 (.5 vCPU) 1 GB、2 GB、3 GB、4 GB Linux

1,024 (1 vCPU) 2 GB、3 GB、4 GB、5 
GB、6 GB、7 GB、8 GB

Linux、Windows

2,048 (2 vCPU) 4 GB ～ 16 GB (1 GB のイン
クリメント)

Linux、Windows

4,096 (4 vCPU) 8 GB ～ 30 GB (1 GB のイン
クリメント)

Linux、Windows

8192 (8 vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

16 GB～60 GB (4 GB のイン
クリメント)

Linux

16384 (16vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

32 GB～120 GB (8 GB のイン
クリメント)

Linux

Amazon EC2 でホストされているタスクの場合、サポートされているタスクの CPU 値は 128 
CPU ユニット (0.125 vCPU) ～ 10240 CPU ユニット (10 vCPU) です。

Note

タスクレベル CPU およびメモリのパラメータは Windows コンテナでは無視されます。
9. [Container size] (コンテナサイズ) セクションを展開して、コンテナに適用するメモリ量 (GB) 

と、Amazon ECS コンテナエージェントがコンテナ用に予約する CPU ユニット数を入力しま
す。

コンテナごとに、[追加] を選択してから以下の手順を実行します。

a. [コンテナ] で、対象のコンテナを選択します。
b. [CPU] には、Amazon ECS コンテナエージェントがコンテナ用に予約した CPU ユニットの

数を入力します。

タスク内のすべてのコンテナ用に予約される CPU の合計量は、タスクレベルの CPU (CPU) 
値より小さくする必要があります。

指定した値に 1024 を乗算して、Amazon EC2 インスタンスタイプごとに使用可能な CPU ユ
ニットの数を決定できます。例えば、t3 ナノインスタンスの値は 2048 です。詳細について
は、「Amazon EC2 インスタンス」を参照してください。

c. [メモリ] には、コンテナに提供するメモリの量を GB 単位で入力します。
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コンテナは、指定したメモリを超えようとすると、強制終了されます。タスク内のすべての
コンテナ用に予約されるメモリの合計量は、タスクの [Memory] (メモリ) 値より小さくする
必要があります (指定されている場合)。

10. (オプション) [Task roles, network mode] (タスクロール、ネットワークモード) セクションを展開
し、次の内容を指定します。

a. [Task role] (タスクロール) では、タスクに割り当てる IAM ロールを選択します。タスク IAM 
ロールは、タスク内のコンテナが AWS APIを呼び出すアクセス権限を提供します。

b. [Network mode] (ネットワークモード) の場合、使用するネットワークモードを選択します。
デフォルトは、awsvpc モードです。詳細については、Amazon ECS タスクネットワーキン
グを参照してください。

ネットワークモードで [bridge] を選択した場合は、[Previous] (戻る) を選択し、[Port 
mappings] (ポートマッピング) の [Host port] (ホストポート) で、コンテナ用に予約するコン
テナインスタンスのポート番号を入力します。

11. (オプション) [Storage] (ストレージ) セクションを使用して、Fargate でホストされるタスクのエ
フェメラルストレージ量を拡張したり、タスクのデータボリューム構成を追加できます。

• Fargate タスクに使用可能なエフェメラルストレージをデフォルト値の 20 GiB を超えて拡張
するには、[Amount] (量) に最大で 200 GiB までの値を入力します。

12. (オプション) タスク定義のデータボリューム設定を追加するには、[Add volume] (ボリュームを追
加) を選択します。

ボリュームタイプ ステップ

バインドマウント a. [Volume type] (ボリュー
ムタイプ) を使用する場
合、[Bind mount] (バインド
マウント) を選択します。

b. [Volume name] (ボリューム
名) には、データボリュー
ムの名前を入力します。
データボリューム名は、コ
ンテナマウントポイントを
作成するときに使用されま
す。

c. [Add mount point] (マウン
トポイントの追加) を選択
し、次の設定を行います。
• [Container] (コンテナ) に

は、マウントポイントの
コンテナを選択します。

• [Source volume] (ソース
ボリューム) を使用する
場合、コンテナにマウン
トするデータボリューム
を選択します。

• [Container path] (コンテ
ナパス) に、ボリューム
をマウントするコンテナ
のパスを指定します。

• [Read only] (読み取り専
用) では、ボリュームを
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ボリュームタイプ ステップ
読み取り専用にするかど
うかを選択します。

d. マウントポイントを追加す
るには、[Add mount point]
(マウントポイントの追
加)。
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ボリュームタイプ ステップ

EFS a. [Volume type] (ボリューム
タイプ) で、[EFS] を選択し
ます。

b. [Volume name] (ボリューム
名) には、データボリュー
ムの名前を入力します。

c. [File system ID] (ファイル
システム ID) で、Amazon 
EFS のファイルシステム 
ID を選択します。

d. (オプション) [Root 
directory] (ルートディレ
クトリ) には、ホスト内に
ルートディレクトリとして
マウントする Amazon EFS 
ファイルシステム内のディ
レクトリを入力します。
このパラメータを省略する
と、Amazon EFS ボリュー
ムのルートが使用されま
す。

EFS アクセスポイントを使
用する予定の場合は、この
フィールドを空白のままに
します。

e. (オプション) [Access point]
(アクセスポイント) で、使
用するアクセスポイント ID 
を選択します。

f. (オプション) Amazon 
EFS ファイルシステム
と Amazon ECS ホスト
間のデータを暗号化する
場合、または、ボリュー
ムをマウントするときに
タスク実行ロールを使用
する場合は、[Advanced 
configurations] (詳細設定) 
を選択し、以下を設定しま
す。
• Amazon EFS ファイルシ

ステムと Amazon ECS 
ホスト間のデータを暗
号化するには、[Transit 
encryption] (トラン
ジットの暗号化) を選
択し、[Port] (ポート) 
に、Amazon ECS ホス
トと Amazon EFS サー
バーの間で暗号化され
たデータを送信する際
に使用するポートを入
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ボリュームタイプ ステップ
力します。転送中の暗
号化ポートを指定しな
いと、Amazon EFS マ
ウントヘルパーが使用
するポート選択方式が使
用されます。詳細につい
ては、[Amazon Elastic 
File System User Guide]
(Amazon Elastic File 
System ユーザーガイド) 
の[EFS Mount Helper]
(EFS マウントヘルパー) 
を参照してください。

• Amazon EFS ファイル
システムをマウントす
るときに、タスク定義で
定義した Amazon ECS 
タスクの IAM ロール
を使用するには、[IAM 
authorization] (IAM 認証) 
を選択します。

g. [Add mount point] (マウン
トポイントの追加) を選択
し、次の設定を行います。
• [Container] (コンテナ) に

は、マウントポイントの
コンテナを選択します。

• [Source volume] (ソース
ボリューム) を使用する
場合、コンテナにマウン
トするデータボリューム
を選択します。

• [Container path] (コンテ
ナパス) に、ボリューム
をマウントするコンテナ
のパスを指定します。

• [Read only] (読み取り専
用) では、ボリュームを
読み取り専用にするかど
うかを選択します。

h. マウントポイントを追加す
るには、[Add mount point]
(マウントポイントの追
加)。

13. (オプション) [Use log collection] (ログコレクションを使用) を選択し、ログ構成を指定します。
使用可能なログドライバーごとに、指定するログドライバーオプションがあります。デフォルト
のオプションでは、コンテナログを CloudWatch Logs に送信します。その他のログドライバオプ
ションは、AWS FireLens を使用して構成されます。詳細については、「カスタムログルーティ
ング (p. 140)」を参照してください。

以下では、各コンテナログの送信先について詳しく説明します。
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• Amazon CloudWatch — コンテナログを CloudWatch Logs に送信するようにタスクを設定しま
す。デフォルトのログドライバオプションが提供され、ユーザーに代わり CloudWatch ロググ
ループを作成します。別のロググループ名を指定するには、ドライバーオプションの値を変更
します。

• Amazon Kinesis Data Firehose — Kinesis Data Firehose にコンテナログを送信するようタスク
を設定します。Kinesis Data Firehose 配信ストリームにログを送信するデフォルトのログドラ
イバーオプションが提供されています。別の配信ストリーム名を指定するには、ドライバーオ
プションの値を変更します。

• Amazon Kinesis Data Streams — Kinesis Data Streams にコンテナログを送信するようタスク
を設定します。Kinesis Data Streams のストリームにログを送信するデフォルトのログドライ
バーオプションが提供されています。別のストリーム名を指定するには、ドライバーオプショ
ンの値を変更します。

• Amazon OpenSearch Service — コンテナログを OpenSearch Service ドメインに送信するよ
うタスクを設定します。ログドライバーオプションを提供する必要があります。詳細につい
ては、「Amazon OpenSearch Service ドメインへのログの転送 (p. 167)」を参照してくださ
い。

• Amazon S3 — Amazon S3 バケットにコンテナログを送信するようタスクを設定します。デ
フォルトのログドライバーオプションが提供されていますが、有効な Amazon S3 バケット名
を指定する必要があります。

14. (オプション) [Use trace collection] (トレースコレクションを使用) を選択し、アプリケーショ
ンから AWS X-Ray にトレースデータをルーティングするようにタスクを設定します。この
オプションを選択すると、Amazon ECS はトレースデータを送信するように事前設定された 
OpenTelemetry コンテナサイドカーで使用する AWS Distro を作成します。詳しくは、「アプリ
ケーショントレースデータの収集 (p. 337)」を参照してください。

Important

トレースコレクションを使用する場合、タスク定義には必要なアクセス許可を持つタ
スクの IAM ロールが必要です。詳しくは、「AWS X-Ray を使用した AWS Distro for 
OpenTelemetry の統合に必要な IAM 権限 (p. 337)」を参照してください。

15. (オプション) [Use metric collection] (トレースコレクションを使用) オプションを選択し、タスク
のメトリクスを収集し、Amazon CloudWatch または Amazon Managed Service for Prometheus 
に送信します。このオプションを選択すると、Amazon ECS はアプリケーションメトリクスを送
信するよう事前に設定された OpenTelemetry コンテナサイドカーで使用する AWS Distro を作成
します。詳細については、「アプリケーションメトリクスを収集する (p. 339)」を参照してくだ
さい。

a. [Amazon CloudWatch] を選択した場合、カスタムアプリケーションメトリクスはカスタムメ
トリクスとして CloudWatch にルーティングされます。詳細については、「アプリケーショ
ンメトリクスを Amazon CloudWatch にエクスポートする (p. 339)」を参照してください。

Important

Amazon CloudWatch にアプリケーションメトリクスをエクスポートする場合、タ
スク定義には、必要なアクセス権限を持つタスク IAM ロールが必要です。詳しく
は、「OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon CloudWatch の統合に必要な IAM 
許可 (p. 340)」を参照してください。

b. [Amazon Managed Service for Prometheus (Prometheus libraries instrumentation)]
(Prometheus 向け Amazon マネージドサービス (Prometheus ライブラリ計測)) を選択した
場合、タスクレベルの CPU、メモリ、ネットワーク、ストレージのメトリクスとカスタム
アプリケーションメトリクスが Amazon Managed Service for Prometheus にルーティングさ
れます。[Workspace remote write endpoint] (Workspace のリモート書き込み用エンドポイン
ト) には、Prometheus ワークスペースのリモート書き込みエンドポイント URL を入力しま
す。[Scraping target] (スクレイピングターゲット) には、AWS Distro for OpenTelemetry コ
レクターがメトリクスデータをスクレイプするために使用できるホストとポートを入力しま
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す。詳しくは、「アプリケーションメトリクスを Amazon Managed Service for Prometheus 
にエクスポートする (p. 342)」を参照してください。

Important

Amazon Managed Service for Prometheus にアプリケーションメトリクスをエク
スポートする場合、タスク定義には、必要なアクセス権限を持つタスク IAM ロー
ルが必要です。詳しくは、「OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon Managed 
Service for Prometheus の統合に必要な IAM 許可 (p. 343)」を参照してください。

c. [Amazon Managed Service for Prometheus (Open Telemetry instrumentation)] (Prometheus 
向け Amazon マネージドサービス (OpenTelemetry 計測)) を選択した場合、タスクレ
ベルの CPU、メモリ、ネットワーク、ストレージのメトリクスとカスタムアプリケー
ションメトリクスが Amazon Managed Service for Prometheus にルーティングされま
す。[Workspace remote write endpoint] (Workspace のリモート書き込み用エンドポイント) 
には、Prometheus ワークスペースのリモート書き込みエンドポイント URL を入力します。
詳しくは、「アプリケーションメトリクスを Amazon Managed Service for Prometheus にエ
クスポートする (p. 342)」を参照してください。

Important

Amazon Managed Service for Prometheus にアプリケーションメトリクスをエクス
ポートする場合、タスク定義には、必要なアクセス権限を持つタスク IAM ロールが
必要です。詳細については、「OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon Managed 
Service for Prometheus の統合に必要な IAM 許可 (p. 343)」を参照してください。

16. (オプション) [Tags] (タグ) を展開します。タグをキーバリューペアとしてタスク定義に追加しま
す。

タグを追加または削除します。

• [タグを追加] [Add tag] (タグを追加) を選択し、以下を実行します。
• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

• [タグの削除] タグの横にある [タグの削除] を選択します。
17. [Next] (次) を選択して、タスク定義を確認します。
18. [Review and create] (確認と作成) ページで、各タスク定義セクションを確認します。[Edit (編集)] 

を選択して、変更を加えることができます。タスク定義が完了したら、[Create] (作成) を選択し
て、タスク定義を登録します。

Amazon ECS console JSON editor

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition with JSON]

(JSON で新しいタスク定義を作成) の順に選択します。
4. JSON エディタボックスで、JSON ファイルを編集し、

JSON は、the section called “JSON 検証” (p. 73) で指定された検証チェックに合格する必要が
あります。

5. [Create] (作成) を選択します。

コンソールを使用したタスク定義の更新
あるタスク定義リビジョンは、現在のタスク定義のコピーであり、新しいパラメータ値が既存のパラメー
タ値に置き換えられます。変更しないパラメータはすべて新しいリビジョンにあります。
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タスク定義を更新するには、タスク定義リビジョンを作成します。サービスでタスク定義を使用する場
合、更新されたタスク定義を使用するようサービスを更新する必要があります。

リビジョンを作成するときに、次のコンテナプロパティと環境プロパティを変更できます。

• コンテナイメージ URI
• ポートマッピング
• 環境変数
• タスクサイズ
• コンテナサイズ
• タスクロール
• タスク実行ロール
• ボリュームとコンテナマウントポイント
• プライベートレジストリ

JSON 検証
Amazon ECS コンソールの JSON エディタは、JSON ファイル内で以下を検証します。

• このJSON ファイルは有効です
• ファイルに外部キーは含まれていません
• ファイルに familyName パラメータが含まれています
• containerDefinitions の下に少なくとも 1 つのエントリがあります

Amazon ECS console

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、タスク定義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、[Task Definitions] を選択します。
4. [Task definitions] (タスク定義) ページでタスクを選択し、[Create new revision] (新しいリビジョ

ンの作成)、[Create new revision] (新しいリビジョンの作成) の順に選択します。
5. [Create new task definition revision (タスク定義の新しいリビジョンの作成) ページで変更を加え

ます。例えば、既存のコンテナの定義 (コンテナイメージ、メモリ制限、ポートマッピングなど) 
を変更する場合は、コンテナを選択して変更を加えます。

6. 情報を確認し、[Create] (作成) を選択します。
7. サービスでタスク定義を使用する場合、更新されたタスク定義でサービスを更新します。詳細に

ついては、「コンソールを使用したサービスの更新 (p. 237)」を参照してください。

Amazon ECS console JSON editor

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。
3. [Create new revision] (新しいリビジョンの作成)、[Create new revision with JSON] (JSON で新し

いリビジョンを作成) の順に選択します。
4. JSON エディタボックスで、JSON ファイルを編集し、

JSON は、the section called “JSON 検証” (p. 83) で指定された検証チェックに合格する必要が
あります。
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5. [Create] (作成) を選択します。

新しいコンソールを使用したタスク定義リビジョンの
登録解除
Amazon ECS で特定のタスク定義が不要になった場合は、そのタスク定義リビジョンを登録解除すると、
タスクの実行やサービスの更新時、タスク定義リビジョンは ListTaskDefinition API コールやコン
ソールに表示されなくなります。

タスク定義リビジョンは登録解除されると、すぐに INACTIVE とマークされます。INACTIVE タス
ク定義リビジョンを参照する既存のタスクおよびサービスは、中断することなく引き続き実行されま
す。INACTIVE タスク定義のリビジョンを参照する既存のサービスは、希望するサービスの数を変更する
ことでスケールアップまたはスケールダウンできます。

INACTIVE タスク定義のリビジョンを使用して、新しいタスクを実行したり、新しいサービスを作成した
りすることはできません。また、INACTIVE タスク定義のリビジョンを参照するように既存のサービスを
更新することはできません (登録解除後 10 分経過するまでは、これらの制限が有効にならないことがあり
ます)。

Note

タスクファミリーのすべてのリビジョンを登録解除すると、タスク定義ファミリーが INACTIVE
リストに移動されます。INACTIVE タスク定義の新しいリビジョンを追加すると、タスク定義
ファミリーが ACTIVE リストに戻ります。
現時点では、INACTIVE タスク定義のリビジョンはアカウントで無期限に検出可能です。ただ
し、この動作は、今後変更される可能性があります。したがって、関連するタスクおよびサービ
スのライフサイクルを超えて持続する INACTIVE タスク定義のリビジョンに依存しないでくださ
い。

AWS CloudFormation スタック
次の動作は、2023 年 1 月 11 日以前に新しいコンソールで作成されたタスク定義に適用されます。

タスク定義の作成時、Amazon ECS コンソールは、名前が「ECS-Console-V2-TaskDefinition-」で始ま
る CloudFormation スタックを自動的に作成します。AWS CLI または SDK を使用してタスク定義を登
録解除する場合は、手動でタスク定義スタックを削除する必要があります。詳細については、「AWS 
CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックの削除」を参照してください。

2023 年 1 月 12 日以降に作成されたタスク定義では、CloudFormation スタックの自動的な作成は行われ
ません。

新しいタスク定義を登録解除するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、タスク定義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、[Task Definitions] を選択します。
4. [Task Definitions] (タスク定義) ページで、登録解除する 1 つ以上のタスク定義リビジョンを含むタス

ク定義ファミリーを選択します。
5. [タスク定義] ページで、登録解除する 1 つ以上のタスク定義リビジョンを含む、タスク定義ファミ

リーを選択します。
6. [タスク定義名] ページで、削除するリビジョンを選択し、次に [アクション]、[登録解除] の順に選択し

ます。
7. [Deregister] (登録解除) ウィンドウの情報を確認し、[Deregister] (登録解除) を選択して終了します。
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コンソールを使用したタスク定義リビジョンの削除
Amazon ECS 内の特定のタスク定義リビジョンが不要になった場合は、そのタスク定義リビジョンを登録
解除することができます。登録解除されたタスク定義リビジョンは、タスクの実行およびサービスの更新
時も、ListTaskDefinitions API 呼び出しとコンソール内に表示されなくなります。

削除されたタスク定義リビジョンは、その後すぐに INACTIVE から DELETE_IN_PROGRESS に遷移しま
す。状態が DELETE_IN_PROGRESS のタスク定義リビジョンを参照している既存のタスクおよびサービス
は、中断することなく引き続き実行されます。

状態が DELETE_IN_PROGRESS のタスク定義リビジョンは、新しいタスクの実行や、新しいサービスの作
成のために使用することはできません。また、DELETE_IN_PROGRESS 状態にあるタスク定義リビジョン
を参照するように、既存のサービスを更新することもできません。

タスク定義を登録解除するには (Amazon ECS コンソール)

タスク定義リビジョンは、削除する前に登録解除する必要があります。詳細については、「the section 
called “新しいコンソールを使用したタスク定義リビジョンの登録解除” (p. 84)」を参照してください。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、タスク定義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、[Task Definitions] を選択します。
4. [タスク定義] ページで、登録解除する 1 つ以上のタスク定義リビジョンを含むタスク定義ファミリー

を選択します。
5. [タスク定義名] ページで、削除するリビジョンを選択し、次に [アクション]、[削除] の順に選択しま

す。
6. [削除] ウィンドウ内の情報を確認した後、[削除] を選択して終了します。

タスク定義テンプレート
以下に示しているのは、空のタスク定義テンプレートです。このテンプレートを使用してタスク定義を作
成します。これにより、コンソールの JSON 入力領域に貼り付けるか、ファイルに保存して AWS CLI の
--cli-input-json オプションで使用できるようになります。詳細については、「タスク定義パラメー
タ (p. 89)」を参照してください。

Important

以下のいずれかの値を持つ operatingSystemFamily パラメータを含める必要があります。

• LINUX

• WINDOWS_SERVER_2019_FULL
• WINDOWS_SERVER_2019_CORE
• WINDOWS_SERVER_2022_FULL
• WINDOWS_SERVER_2022_CORE

{ 
    "family": "", 
    "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "" 
    }, 
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    "taskRoleArn": "", 
    "executionRoleArn": "", 
    "networkMode": "awsvpc", 
       "platformFamily": "", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "", 
            "image": "", 
            "repositoryCredentials": {"credentialsParameter": ""}, 
            "cpu": 0, 
            "memory": 0, 
            "memoryReservation": 0, 
            "links": [""], 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "containerPort": 0, 
                    "hostPort": 0, 
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ], 
            "essential": true, 
            "entryPoint": [""], 
            "command": [""], 
            "environment": [ 
                { 
                    "name": "", 
                    "value": "" 
                } 
            ], 
            "environmentFiles": [ 
                { 
                    "value": "", 
                    "type": "s3" 
                } 
            ], 
            "mountPoints": [ 
                { 
                    "sourceVolume": "", 
                    "containerPath": "", 
                    "readOnly": true 
                } 
            ], 
            "volumesFrom": [ 
                { 
                    "sourceContainer": "", 
                    "readOnly": true 
                } 
            ], 
            "linuxParameters": { 
                "capabilities": { 
                    "add": [""], 
                    "drop": [""] 
                }, 
                "devices": [ 
                    { 
                        "hostPath": "", 
                        "containerPath": "", 
                        "permissions": ["read"] 
                    } 
                ], 
                "initProcessEnabled": true, 
                "sharedMemorySize": 0, 
                "tmpfs": [ 
                    { 
                        "containerPath": "", 
                        "size": 0, 
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                        "mountOptions": [""] 
                    } 
                ], 
                "maxSwap": 0, 
                "swappiness": 0 
            }, 
            "secrets": [ 
                { 
                    "name": "", 
                    "valueFrom": "" 
                } 
            ], 
            "dependsOn": [ 
                { 
                    "containerName": "", 
                    "condition": "HEALTHY" 
                } 
            ], 
            "startTimeout": 0, 
            "stopTimeout": 0, 
            "hostname": "", 
            "user": "", 
            "workingDirectory": "", 
            "disableNetworking": true, 
            "privileged": true, 
            "readonlyRootFilesystem": true, 
            "dnsServers": [""], 
            "dnsSearchDomains": [""], 
            "extraHosts": [ 
                { 
                    "hostname": "", 
                    "ipAddress": "" 
                } 
            ], 
            "dockerSecurityOptions": [""], 
            "interactive": true, 
            "pseudoTerminal": true, 
            "dockerLabels": {"KeyName": ""}, 
            "ulimits": [ 
                { 
                    "name": "msgqueue", 
                    "softLimit": 0, 
                    "hardLimit": 0 
                } 
            ], 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": {"KeyName": ""}, 
                "secretOptions": [ 
                    { 
                        "name": "", 
                        "valueFrom": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "healthCheck": { 
                "command": [""], 
                "interval": 0, 
                "timeout": 0, 
                "retries": 0, 
                "startPeriod": 0 
            }, 
            "systemControls": [ 
                { 
                    "namespace": "", 
                    "value": "" 
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                } 
            ], 
            "resourceRequirements": [ 
                { 
                    "value": "", 
                    "type": "GPU" 
                } 
            ], 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentd", 
                "options": {"KeyName": ""} 
            } 
        } 
    ], 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "", 
            "host": {"sourcePath": ""}, 
            "dockerVolumeConfiguration": { 
                "scope": "task", 
                "autoprovision": true, 
                "driver": "", 
                "driverOpts": {"KeyName": ""}, 
                "labels": {"KeyName": ""} 
            }, 
            "efsVolumeConfiguration": { 
                "fileSystemId": "", 
                "rootDirectory": "", 
                "transitEncryption": "ENABLED", 
                "transitEncryptionPort": 0, 
                "authorizationConfig": { 
                    "accessPointId": "", 
                    "iam": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "placementConstraints": [ 
        { 
            "type": "memberOf", 
            "expression": "" 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": ["FARGATE"], 
    "cpu": "", 
    "memory": "", 
    "tags": [ 
        { 
            "key": "", 
            "value": "" 
        } 
    ], 
    "ephemeralStorage": { 
        "sizeInGiB": 0 
    }, 
    "pidMode": "task", 
    "ipcMode": "none", 
    "proxyConfiguration": { 
        "type": "APPMESH", 
        "containerName": "", 
        "properties": [ 
            { 
                "name": "", 
                "value": "" 
            } 
        ] 
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    }, 
    "inferenceAccelerators": [ 
        { 
            "deviceName": "", 
            "deviceType": "" 
        } 
    ]
}

このタスク定義テンプレートは、以下の AWS CLI コマンドにより生成できます。

aws ecs register-task-definition --generate-cli-skeleton

タスク定義パラメータ
タスク定義は、タスクファミリ、IAM タスクロール、ネットワークモード、コンテナ定義、ボリューム、
タスク配置の制約事項、起動タイプの各部分に分かれています。ファミリとコンテナの定義は、タスク
定義の必須項目です。これに対して、タスクロール、ネットワークモード、ボリューム、タスク配置の制
約、起動タイプは省略することができます。

これらのパラメータを JSON ファイルで使用し、タスク定義を設定できます。詳細については、「the 
section called “タスク定義の例” (p. 165)」を参照してください。

以下に示すのは、各タスク定義パラメータのより詳細な説明です。

ファミリー
family

タイプ: 文字列

必須: はい

タスク定義を登録するときに、ファミリー (複数バージョンのタスク定義の名前のようなもの) を指定
する必要があります。登録したタスク定義には、リビジョン番号が与えられます。特定のファミリー
に登録した最初のタスク定義には、リビジョン 1 が与えられます。その後に登録したタスク定義に
は、連番でリビジョン番号が与えられます。

起動タイプ
タスク定義の登録時、Amazon ECS がタスク定義の検証基準となる起動タイプを指定できます。タスク定
義が指定された互換性を検証しない場合、クライアント例外が返されます。詳しくは、「Amazon ECS 起
動タイプ (p. 120)」を参照してください。

タスク定義では、以下のパラメータが使用できます。

requiresCompatibilities

タイプ: 文字列配列

必須: いいえ

有効な値: EC2 | FARGATE | EXTERNAL
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タスク定義が検証された起動タイプ。これにより、タスク定義で使用されているすべてのパラメータ
が、起動タイプの要件を満たしていることの確認処理が開始されます。

タスク実行ロール
executionRoleArn

タイプ: 文字列

必須: 条件による

ユーザーに代わって AWS API コールを実行するアクセス許可を Amazon ECS コンテナエージェント
に付与するタスク実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

Note

タスク実行 IAM ロールは、タスクの要件に応じて必要です。詳細については、「Amazon 
ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

ネットワークモード
networkMode

タイプ: 文字列

必須: いいえ

タスクのコンテナで使用する Docker ネットワークモード。Fargate でホストされている Amazon 
ECS タスクの場合、awsvpc ネットワークモードが必要です。

ネットワークモードが awsvpc の場合は、タスクに Elastic Network Interface が割り当てられるた
め、タスク定義を使用したサービスの作成時またはタスクの実行時に NetworkConfiguration を指
定する必要があります。詳細については、AWS Fargate 用 Amazon Elastic Container Service 開発者
ガイドの「Fargate タスクネットワーキング」を参照してください。

awsvpc ネットワークモードでは、コンテナのネットワークパフォーマンスは最大限になりま
す。Amazon EC2 ネットワークスタックを使用するためです。公開されたコンテナのポートは、ア
タッチされた Elastic Network Interface ポートに直接マッピングされます。このため、動的ホストポー
トマッピングは使用できません。

ランタイムプラットフォーム
Fargate 起動タイプの場合、以下のパラメータは必須です。

operatingSystemFamily

タイプ: 文字列

必須: 条件による

デフォルト: LINUX

Fargate でホストされる Amazon ECS タスクでは、このパラメータは必須です。

タスク定義を登録する際、オペレーティングシステムファミリを指定します。
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Fargate でホストされる Amazon ECS タスクの場合、有効な値
は、LINUX、WINDOWS_SERVER_2019_FULL、WINDOWS_SERVER_2019_CORE、WINDOWS_SERVER_2022_FULL、
および WINDOWS_SERVER_2022_CORE です。

EC2 でホストされる Amazon ECS タスクの有効な値
は、LINUX、WINDOWS_SERVER_2022_CORE、WINDOWS_SERVER_2022_FULL、WINDOWS_SERVER_2019_FULL
および
WINDOWS_SERVER_2019_CORE、WINDOWS_SERVER_2016_FULL、WINDOWS_SERVER_2004_CORE、WINDOWS_SERVER_20H2_CORE
です。

サービスで使用されるすべてのタスク定義は、このパラメータに対して同じ値を設定する必要があり
ます。

タスク定義がサービスの一部である場合、この値はサービスの platformFamily 値と一致する必要
があります。

cpuArchitecture

タイプ: 文字列

必須: 条件による

デフォルト: X86_64

このパラメータは、Fargate でホストされる Amazon ECS タスクに必要です。

タスク定義を登録する際は、CPU アーキテクチャを指定します。有効な値は X86_64 および ARM64
です。

サービスで使用されるすべてのタスク定義は、このパラメータに対して同じ値を設定する必要があり
ます。

Fargate 起動タイプまたは EC2 起動タイプのいずれかの Linux タスクを使用する場合、値を ARM64
に設定できます。詳細については、「the section called “Amazon ECSの 64-bit ARM ワークロードの
操作” (p. 121)」を参照してください。

タスクサイズ
タスク定義の登録時に、そのタスクが使用する CPU とメモリの合計量を指定できます。これは、コンテ
ナ定義レベルの cpu および memory の値とは異なります。Amazon EC2 インスタンスでホストされるタ
スクの場合、これらのフィールドは省略可能です。Fargate (Linux 向けと Windows 向けの両方) でホスト
されるタスクの場合、これらのフィールドは必須です。また、cpu および memory の両方について、特定
の値がサポートされています。

Note

タスクレベル CPU およびメモリのパラメータは Windows コンテナでは無視されます。Windows 
コンテナではコンテナレベルリソースを指定することをお勧めします。

以下のパラメータをタスク定義で使用できます。

cpu

タイプ: 文字列

必須: 条件による

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。
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タスクに適用される CPU ユニットのハード制限。タスク定義内のこの値は、CPU ユニットを使用し
て整数 (例: 1024) で表すか、vCPU を使用して文字列 (例: 1 vCPU または 1 vcpu) で表します。タス
ク定義が登録されると、vCPU 値は、CPU ユニットを示す整数に変換されます。

Fargate (Linux と Windows コンテナの両方) で実行されるタスクの場合、このフィールドは必須であ
り、以下のいずれかの値を使用する必要があります。この値により memory パラメータでサポートさ
れる値の範囲が決まります。

CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

256 (.25 vCPU) 512 MiB、1 GB、2 GB Linux

512 (.5 vCPU) 1 GB、2 GB、3 GB、4 GB Linux

1,024 (1 vCPU) 2 GB、3 GB、4 GB、5 GB、6 
GB、7 GB、8 GB

Linux、Windows

2,048 (2 vCPU) 4 GB ～ 16 GB (1 GB のインク
リメント)

Linux、Windows

4,096 (4 vCPU) 8 GB ～ 30 GB (1 GB のインク
リメント)

Linux、Windows

8192 (8 vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

16 GB～60 GB (4 GB のインク
リメント)

Linux

16384 (16vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

32 GB～120 GB (8 GB のイン
クリメント)

Linux

memory

タイプ: 文字列

必須: 条件による

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

タスクに適用されるメモリのハード制限 (MiB 単位)。タスク定義のこの値は、MiB を使用した整数 
(例: 1024) で表すか、GB を使用した文字列 (例: 1GB または 1 GB) で表します。タスク定義が登録さ
れると、GB 値は、MiB を示す整数に変換されます。

Fargate (Linux と Windows コンテナの両方) でホストしたタスクの場合、このフィールドは必須であ
り、以下のいずれかの値を使用する必要があります。この値により cpu パラメータでサポートされる
値の範囲が決まります。
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メモリの値 (MiB) CPU の値 Fargate でサポートされるオペ
レーティングシステム

512 (0.5 GB)、1024 (1 
GB)、2048 (2 GB)

256 (.25 vCPU) Linux

1024 (1 GB)、2048 (2 
GB)、3072 (3 GB)、4096 (4 
GB)

512 (.5 vCPU) Linux

2048 (2 GB)、3072 (3 
GB)、4096 (4 GB)、5120 (5 
GB)、6144 (6 GB)、7168 (7 
GB)、8192 (8 GB)

1,024 (1 vCPU) Linux、Windows

4,096 (4 GB)～16,384 (16 GB) 
(1,024 (1 GB) 単位の増加)

2,048 (2 vCPU) Linux、Windows

8,192 (8 GB)～30,720 (30 GB) 
(1,024 (1 GB) 単位の増加)

4,096 (4 vCPU) Linux、Windows

16 GB～60 GB (4 GB のインク
リメント)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

8192 (8 vCPU) Linux

32 GB～120 GB (8 GB のイン
クリメント)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

16384 (16vCPU) Linux

コンテナ定義
タスク定義を登録するときは、コンテナインスタンスの Docker デーモンに渡されるコンテナ定義のリス
トを指定する必要があります。以下のパラメータをコンテナ定義で使用できます。

トピック
• 標準のコンテナ定義のパラメータ (p. 93)
• 詳細コンテナ定義パラメータ (p. 99)
• その他のコンテナ定義のパラメータ (p. 110)

標準のコンテナ定義のパラメータ
以下のタスク定義のパラメータは必須であるか、ほとんどのコンテナ定義で使用されます。

トピック

93



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
コンテナ定義

• 名前 (p. 94)
• [Image] (イメージ) (p. 94)
• メモリ (p. 94)
• ポートマッピング (p. 95)

名前

name

タイプ: 文字列

必須: はい

コンテナの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用で
きます。タスク定義で複数のコンテナをリンクしている場合、あるコンテナの name を別のコンテナ
の links に入力できます。これにより、コンテナ同士を接続します。

[Image] (イメージ)

image

タイプ: 文字列

必須: はい

コンテナの開始に使用するイメージ。この文字列は Docker デーモンに直接渡されます。Docker 
Hub レジストリのイメージはデフォルトで使用できます。repository-url/image:tag または
repository-url/image@digest で他のリポジトリを指定することもできます。最大 255 文字の
英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコア、コロン、ピリオド、スラッシュ、シャー
プ記号を使用できます。このパラメータは、Docker Remote API の Create a container セクションの
Image および docker run の IMAGE パラメータにマップされます。
• 新しいタスクが開始されると、Amazon ECS コンテナエージェントは、指定されたイメージおよび

タグの最新バージョンをプルしてコンテナで使用します。ただし、リポジトリイメージの後続の更
新がすでに実行されているタスクに反映されることはありません。

• プライベートレジストリのイメージがサポートされています。詳細については、「タスクのプライ
ベートレジストリの認証 (p. 170)」を参照してください。

• Amazon ECR リポジトリのイメージは、registry/repository:tag
または registry/repository@digest の完全な命名規則 (例え
ば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-
app:latest や、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-
app@sha256:94afd1f2e64d908bc90dbca0035a5b567EXAMPLE) を使用して指定します。

• Docker ハブの公式リポジトリのイメージでは、1 つの名前 (例: ubuntu、mongo) を使用します。
• Docker ハブの他のリポジトリのイメージは、組織名で修飾されます (例: amazon/amazon-ecs-
agent)。

• 他のオンラインリポジトリのイメージは、さらにドメイン名で修飾されます (例: quay.io/
assemblyline/ubuntu)。

メモリ

memory

タイプ: 整数

必須: 条件による
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コンテナに適用されるメモリの量 (MiB 単位)。コンテナは、ここで指定したメモリを超えようとす
ると、強制終了されます。タスク内のすべてのコンテナ用に予約されるメモリの合計量は、タスク
の memory 値より小さくする必要があります (指定されている場合)。このパラメータは、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの Memory にマップされ、--memory オプションは docker 
run にマップされます。

Fargate 起動タイプを使用する場合、このパラメータはオプションです。

Docker デーモン 20.10.0 以降によって、コンテナ用として 6 MiB 以上のメモリが予約されます。従っ
て、このコンテナに対しては 6 MiB 未満のメモリは指定しないようにします。

Docker デーモン 19.03.13-ce 以降では、コンテナ用として 4 MiB 以上のメモリが予約されます。この
ため、このコンテナ用には 4 MiB 未満のメモリを指定しないようにします。

memoryReservation

タイプ: 整数

必須: いいえ

コンテナ用に予約するメモリのソフト制限 (MiB 単位)。システムメモリに競合がある場合、Docker 
はコンテナのメモリ量をこのソフト制限値内に維持しようとします。ただし、コンテナは必要に応
じて、memory パラメータで指定した (値のがある場合の) ハード制限か、コンテナインスタンス
上で使用可能なメモリ上限の、いずれか早く達する値までメモリを使用できます。このパラメータ
は、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの MemoryReservation にマップされ、--
memory-reservation オプションは docker run にマップされます。

タスクレベルでメモリ値を指定しない場合、コンテナ定義で memory または memoryReservation
の一方または両方に 0 以外の整数を指定する必要があります。両方を指定する場合、memory は
memoryReservation より大きいことが必要です。memoryReservation を指定する場合、コンテ
ナが配置されているコンテナインスタンスの使用可能なメモリリソースからその値が減算されます。
それ以外の場合は、memory の値が使用されます。

たとえば、コンテナが通常 128 MiB のメモリを使用しているが、短期間に 256 MiB のメモリにバース
トする場合は、memoryReservation を 128 MiB に、memory ハード制限を 300 MiB に設定できま
す。この設定では、コンテナが、コンテナインスタンスの残りのリソースから 128 MiB のメモリのみ
を予約できます。また必要な場合には、より多くのメモリリソースを使用することも、コンテナに対
し許可できます。

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

Docker デーモン 20.10.0 以降によって、コンテナ用として 6 MiB 以上のメモリが予約されます。従っ
て、このコンテナに対しては 6 MiB 未満のメモリは指定しないようにします。

Docker デーモン 19.03.13-ce 以降では、コンテナ用として 4 MiB 以上のメモリが予約されます。この
ため、このコンテナ用には 4 MiB 未満のメモリを指定しないようにします。

ポートマッピング

portMappings

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

ポートマッピングにより、コンテナはホストコンテナインスタンス上のポートにアクセスしてトラ
フィックを送受信できるようになります。
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awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義では、containerPort のみを指定しま
す。hostPort は、空白のままにするか、containerPort と同じ値にする必要があります。

このパラメータのほとんどのフィールド (containerPort、hostPort、protocol) は、Docker 
Remote API のコンテナの作成セクションの PortBindings にマップされ、--publish オプション
は docker run にマップされます。タスク定義でネットワークモードを host に設定している場合、ホ
ストポートは未定義とするか、ポートマッピングのコンテナポートと一致させる必要があります。

Note

タスクが RUNNING ステータスに達すると、手動および自動で割り当てられたホストとコン
テナポートが次の場所で表示されます:
• コンソール: 指定されたタスクのコンテナ詳細の [Network Bindings] セクション。
• AWS CLI: networkBindings コマンド出力の describe-tasks セクション。
• API: DescribeTasks レスポンス。
• メタデータ: タスクメタデータのエンドポイント。

appProtocol

型: 文字列

必須: いいえ

ポートマッピングに使用されるアプリケーションプロトコル。このパラメータは Service Connect 
にのみ適用されます。アプリケーションが使用するプロトコルと一貫性を持つように、このパラ
メータを設定することをお勧めします。このパラメータを設定すると、Amazon ECS では、プ
ロトコル固有の接続処理がサービス接続プロキシに追加されます。このパラメータを設定する
と、Amazon ECS では、Amazon ECS コンソールと CloudWatch でプロトコル固有のテレメト
リーが追加されます。

このパラメータ値を設定しないと、TCP が使用されます。ただし、Amazon ECS では、TCP 用
のプロトコル固有のテレメトリーは追加されません。

詳細については、「the section called “Service Connect ” (p. 272)」を参照してください。

有効なプロトコル値: "HTTP" | "HTTP2" | "GRPC"
containerPort

タイプ: 整数

必須: はい (portMappings を使用する場合)

ユーザーが指定したホストポートまたは自動的に割り当てられたホストポートにバインドされる
コンテナポートの番号。

タスク内のコンテナに、Fargate 起動タイプを使用している場合は、containerPort を使用し
て公開ポートを指定する必要があります。

Fargate 上の Windows コンテナの場合、containerPort にポート 3150 は使用できません。こ
のポートは予約済みです。

EC2 起動タイプを使用するタスク内のコンテナを使用し、ホストポートではなくコンテナポート
を指定した場合、コンテナには一時ポート範囲内のホストポートが自動的に割り当てられます。
詳細については、「hostPort」を参照してください。この方法で自動的に割り当てられるれる
ポートマッピングは、コンテナインスタンスの予約済みポート数 100 個の制限に対してはカウン
トされません。

containerPortRange

型: 文字列
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必須: いいえ

動的にマッピングされたホストポート範囲にバインドされるコンテナのポート番号の範囲。

このパラメータは、register-task-definition API を使用してのみ設定できます。このオ
プションは、portMappings パラメータで使用できます。詳細については、「AWS Command 
Line Interface リファレンス」の「register-task-definition」を参照してください。

containerPortRange を指定するときは、以下のルールが適用されます。
• bridge ネットワークモードまたは awsvpc ネットワークモードのいずれかを使用する必要が

あります。
• このパラメータは EC2 と AWS Fargate 起動タイプの両方で使用できます。
• このパラメータは、Linux と Windows の両オペレーティングシステムで使用できます。
• コンテナインスタンスには、少なくともコンテナエージェントのバージョン 1.67.0 と ecs-
init パッケージのバージョン 1.67.0-1 が必要です。

• 1 つのコンテナにつき、最大 100 のポートレンジを指定できます。
• hostPortRange は指定しません。hostPortRange の値は次のように設定されます。

• awsvpc ネットワークモードのタスク内のコンテナでは、hostPort は containerPort と
同じ値に設定されます。これは静的マッピング戦略です。

• bridge ネットワークモードのタスク内のコンテナの場合、Amazon ECS エージェントはデ
フォルトの一時範囲から開いているホストポートを見つけ、それを docker に渡してコンテナ
ポートにバインドします。

• containerPortRange の有効な値は 1～65535 です。
• 1 つのポートは、コンテナごとに 1 つのポートマッピングにのみ含めることができます。
• 重複するポート範囲は指定できません。
• 範囲内の最初のポートは、最後のポートよりも小さくなければなりません。
• Docker では、ポートの数が多い場合は、Docker デーモン設定ファイルの docker-proxy をオフ

にすることをお勧めします。

詳細については、GitHub のウェブサイトの「Issue #11185」を参照してください。

Docker デーモン設定ファイルの docker-proxy をオフにする方法については、「Amazon ECS 
開発者ガイド」の「Docker デーモン」を参照してください。

DescribeTasks を呼び出して、コンテナポートにバインドされているホストポートである
hostPortRange を表示することができます。

ポート範囲は、EventBridge に送信される Amazon ECS タスクイベントに含まれません。詳細に
ついては、「the section called “アラームイベントと EventBridge” (p. 322)」を参照してくださ
い。

hostPortRange

型: 文字列

必須: いいえ

ネットワークバインディングで使用されるホストのポート番号範囲。これは Docker によって割
り当てられ、Amazon ECS エージェントによって配信されます。

hostPort

タイプ: 整数

必須: いいえ

コンテナ用に予約するコンテナインスタンスのポート番号。
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タスク内のコンテナで、Fargate 起動タイプを使用している場合、hostPort は空白のままにす
るか、containerPort と同じ値にする必要があります。

EC2 起動タイプを使用するタスク内のコンテナを使う場合、予約されていないホストポートをコ
ンテナポートマッピングに指定できます (これは静的ホストポートマッピングと呼ばれます)。ま
たは、containerPort の指定時に hostPort を省略することもできます (または 0 に設定)。
後者の場合、コンテナインスタンスのオペレーティングシステムと Docker バージョンに、一時
ポート範囲のポートが自動的に割り当てられます (これは動的ホストポートマッピングと呼ばれ
る)。

Docker バージョン 1.6.0 以降のデフォルトの一時ポート範囲は、インスタンスの /proc/sys/
net/ipv4/ip_local_port_range にリストされています。このカーネルパラメータが使用で
きない場合、49153–65535 から始まるデフォルトのエフェメラルポート範囲が使用されます。
エフェメラルポート範囲では、ホストポートを指定しないでください。これらの範囲は自動割り
当て用に予約済みです。一般的に、32768 より小さい番号のポートは一時ポート範囲に含まれま
せん。

デフォルトの予約済みポートは、SSH 用の 22、Docker ポートの 2375 および 2376、Amazon 
ECS コンテナエージェントポートの 51678-51680 です。実行中のタスク用にユーザーが以前
に指定したホストポートもそのタスクの実行中は予約されます (タスクが停止すると、そのホス
トポートは解放されます)。現在予約されているポートは、describe-container-instances 出力の
remainingResources に表示されます。コンテナインスタンスには、デフォルトの予約済み
ポートを含めて、一度に最大 100 個の予約済みポートまで割り当てることができます。自動的に
割り当てられるポートは、この 100 個の予約済みポート制限にはカウントされません。

name

タイプ: 文字列

必須: いいえ。サービスに Service Connect を設定する場合は必要です。

ポートマッピングに使用される名前。このパラメータは Service Connect にのみ適用されます。
このパラメータは、サービスの Service Connect 設定で使用する名前です。

詳細については、「Service Connect  (p. 272)」を参照してください。

次の例では、Service Connect の 2 つの必須フィールドが示されています。

"portMappings": [ 
    { 
        "name": string, 
        "containerPort": integer
    }
] 
          

protocol

型: 文字列

必須: いいえ

ポートマッピングに使用されるプロトコル。有効な値は、tcpおよび udp です。デフォルト:
tcp。

Important

tcp は Service Connect でのみサポートされます。このフィールドが設定されていない
場合は、tcp が暗示されることに注意してください。
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ホストポートを指定する際は、以下の構文を使用します。

"portMappings": [ 
    { 
        "containerPort": integer, 
        "hostPort": integer 
    } 
    ...
]

自動割り当てのホストポートが必要な場合は、以下の構文を使用します。

"portMappings": [ 
    { 
        "containerPort": integer 
    } 
    ...
]

詳細コンテナ定義パラメータ
以下のコンテナ定義用の詳細パラメータは、Amazon ECS コンテナインスタンスでのコンテナの起動に使
用する、docker run コマンドの拡張機能を追加します。

トピック
• ヘルスチェック (p. 99)
• 環境 (p. 101)
• ネットワーク設定 (p. 104)
• ストレージとログ記録 (p. 104)
• セキュリティ (p. 108)
• リソースの制限 (p. 109)
• Docker のラベル (p. 110)

ヘルスチェック

healthCheck

コンテナに対するヘルスチェックのコマンドと、コンテナのための関連する設定パラメータです。こ
のパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの HealthCheck にマッピングさ
れ、docker run の HEALTHCHECK パラメータにマッピングされます。

Note

Amazon ECS コンテナエージェントは、タスク定義で指定されたヘルスチェックについての
み、モニタリングとレポートを行います。Amazon ECS は、コンテナイメージに組み込みた 
Docker ヘルスチェックについても、コンテナ定義で指定されていない場合はモニタリングし
ません。コンテナ定義で指定されているヘルスチェックのパラメータは、コンテナイメージ
内に存在する Docker ヘルスチェックを上書きします。

DescribeTasks API オペレーションを使用するか、コンソールでタスクの詳細を表示するときに、
個々のコンテナとタスクの両方のヘルスステータスを表示できます。

以下に、コンテナに使用される healthStatus 値を示します:
• HEALTHY — コンテナのヘルスチェックが合格になりました。
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• UNHEALTHY — コンテナのヘルスチェックが不合格になりました。
• UNKNOWN — コンテナのヘルスチェックが評価中か、コンテナで定義されたヘルスチェックがあり

ません。

以下に、タスクで使用できる healthStatus 値を示します。重要性の低いコンテナのコンテナヘル
スチェックステータスは、タスクのヘルスステータスに影響を与えません。
• HEALTHY — タスク内のすべての必須コンテナがヘルスチェックに合格しました。
• UNHEALTHY — 1 つ以上の必須コンテナのヘルスチェックが不合格になりました。
• UNKNOWN — タスク内の必須のコンテナのヘルスチェックが引き続き評価されているか、ヘルス

チェックが定義されている必須ではないコンテナのみが存在しているか、またはコンテナのヘルス
チェックが定義されていません。

サービスの一部ではなく手動で実行されたタスクについては、そのライフサイクルがヘルスステータ
スに関係なく継続されます。サービスの一部であるタスクで異常が報告された場合には、そのタスク
は停止し、サービススケジューラにより置き換えられます。

コンテナのヘルスチェックのサポートに関する内容を以下に示します:
• バージョン 1.1.0 以降のプラットフォームバージョンを使用している場合、Fargate タスクに対する

コンテナヘルスチェックがサポートされます。詳細については、「AWS Fargateプラットフォーム
のバージョン (p. 49)」を参照してください。

command

正常状態かどうかを決定するために、コンテナが実行するコマンドが格納された文字列配列。こ
の文字列配列の先頭には、コマンド引数を直接実行するための CMD、またはコンテナのデフォル
トシェルでコマンドを実行するための CMD-SHELL を付加できます。これらのいずれも指定しな
い場合は CMD が使用されます。

AWS Management Console でタスク定義を登録する際は、コマンドのカンマ区切りリストを使用
します。このリストは、タスク定義の作成後に自動的に文字列に変換されます。ヘルスチェック
に対する入力の例を次に示します。

CMD-SHELL, curl -f http://localhost/ || exit 1

AWS Management Console JSON パネル、AWS CLI、または API を使用してタスク定義を登録
するときは、コマンドのリストを角かっこで囲む必要があります。ヘルスチェックに対する入力
の例を次に示します。

[ "CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1" ]

stderr が出力されない終了コード 0 は成功を示し、0 以外の終了コードは失敗を示し
ます。詳細については、Docker Remote API のコンテナを作成するセクション内にある
「HealthCheck」を参照してください。

interval

各ヘルスチェック間の時間間隔 (秒単位)。5〜300 秒を指定できます。デフォルトの 値は 30 秒で
す。

timeout

成功まで待機しているヘルスチェックが、失敗したと見なされるまでの期間 (秒単位) です。2〜
60 秒を指定できます。デフォルト値は 5 秒です。

retries

コンテナが異常と見なされるまでに、失敗したヘルスチェックを再試行する回数です。1〜10 回
を指定できます。デフォルト値は 3 回の再試行です。
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startPeriod

失敗したヘルスチェックの再試行が最大回数に達する前に、コンテナにブートストラップた
めの時間を提供するオプションの猶予期間です。0 〜 300 秒を指定できます。デフォルトで
は、startPeriod は無効となっています。

環境

cpu

タイプ: 整数

必須: 条件による

Amazon ECS コンテナエージェントがコンテナ用に予約した cpu ユニットの数。Linux では、このパ
ラメータは Docker Remote API の Create a container セクションにある CpuShares と、docker run
の --cpu-shares オプションにマップされます。

Fargate 起動タイプを使用するタスクでは、このフィールドは省略可能です。タスク内のすべてのコ
ンテナのために予約されている CPU の合計量は、タスクレベルの cpu 値以上にはできません。

Note

「Amazon EC2 インスタンスタイプ」 ページで、Amazon EC2 インスタンスタイプごとに一
覧表示されている vCPU 数に 1,024 を乗算することで、各タイプごとに使用可能な CPU ユ
ニットの数を判断できます。

Linux コンテナは、割り当てられた CPU ユニットと同じ比率を使用して、割り当てられていない 
CPU ユニットをコンテナインスタンス上の他コンテナと共有します。例えば、単一コンテナタスク
を、そのコンテナ用に指定された 512 個の CPU ユニットを使用して、単一コアインスタンスタイプ
で実行しており、そのタスクがコンテナインスタンスで実行される唯一のタスクであるとします。こ
の場合のコンテナは、1,024 個の CPU ユニット配分を任意のタイミングで使用できます。一方、その
コンテナインスタンスで同じタスクのコピーを別途起動したと仮定します。各タスクでは、必要に応
じて最低で 512 CPU ユニットの使用が保証されます。さらに、他のコンテナが使用していないのであ
れば、各コンテナはより高い CPU 使用率にフロートすることも可能です。ただし、両方のタスクが
常に 100% アクティブである場合、使用できるのは 512 CPU ユニットに制限されます。

Linux コンテナインスタンスでは、コンテナインスタンス上の Docker デーモンは、CPU 値を使用し
て、実行中のコンテナに対する相対 CPU 配分比率を計算します。詳細については、Docker ドキュメ
ントの「CPU 配分の制約」を参照してください。Linux kernel が許可する CPU の有効な最小共有値
は 2 です。ただし、CPU のパラメータは必須ではなく、コンテナ定義で 2 以下の CPU 値を指定す
ることも可能です。CPU 値に 2 未満 (null を含む) を設定した場合の動作は、Amazon ECS コンテナ
エージェントのバージョンによって異なります。
• Agent versions <= 1.1.0: Null と 0 の CPU 値は Docker に 0 として渡され、Docker はそれを 1,024 

個の CPU 配分に変換します。1 の CPU 値は、Docker に対しては 1 として渡され、Linux カーネル
ではそれが 2 個の CPU 配分に変換されます。

• エージェントバージョン >= 1.2.0: Null、0、および 1 の CPU 値は、Docker に 2 個の CPU 配分と
して渡されます。

Windows コンテナインスタンスでは、CPU 制限は絶対的なクォータとして適用されます。Windows 
コンテナは、タスク定義内で指定された数の CPU にのみアクセスできます。ヌルまたはゼロの CPU 
値は 0 として Docker に渡され、これを Windows は 1 つの CPU の 1％ として解釈します。

その他の例については、「Amazon ECS で CPU およびメモリリソースの管理方法」を参照してくだ
さい。

essential

タイプ: ブール値
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必須: いいえ

コンテナの essential パラメータが true とマークされている場合、そのコンテナが何らかの理
由で失敗または停止すると、タスクに含まれる他のすべてのコンテナは停止されます。コンテナの
essential パラメータを false にマークしておくと、そのコンテナ失敗はタスク内にある残りのコ
ンテナに影響を与えません。このパラメータを省略した場合、コンテナは必須と見なされます。

すべてのタスクには少なくとも 1 つの必須コンテナが必要です。アプリケーションが複数のコンテナ
で構成される場合は、用途が共通するコンテナをコンポーネントにグループ化し、それらのコンポー
ネントを複数のタスク定義に分ける必要があります。詳細については、「アプリケーションのアーキ
テクチャ (p. 72)」を参照してください。

"essential": true|false

entryPoint

Important

初期のバージョンの Amazon ECS コンテナエージェントは、entryPoint パラメータを正
しく処理しません。entryPoint の使用時に問題が発生する場合は、コンテナエージェント
を更新するか、代わりに command 配列項目としてコマンドと引数を入力します。

タイプ: 文字列配列

必須: いいえ

コンテナに渡されるエントリポイント。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セ
クションの Entrypoint にマップされ、--entrypoint オプションは docker run にマップされま
す。Docker ENTRYPOINT パラメータの詳細については、「https://docs.docker.com/engine/reference/ 
builder/#entrypoint」を参照してください。

"entryPoint": ["string", ...]

command

タイプ: 文字列配列

必須: いいえ

コンテナに渡されるコマンド。このパラメータは Docker Remote API のコンテナの作成セクションの
Cmd にマッピングされ、COMMAND パラメータは docker run にマッピングされます。Docker CMD パラ
メータの詳細については、https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#cmd を参照してくださ
い。複数の引数がある場合、各引数は配列内で、区切られた文字列により指定する必要があります。

"command": ["string", ...]

workingDirectory

タイプ: 文字列

必須: いいえ

コマンドを実行するコンテナ内の作業ディレクトリ。このパラメータは、Docker Remote API の
Create a container (コンテナを作成する) セクションの WorkingDir にマップされ、--workdir オ
プションは docker run にマップされます。

"workingDirectory": "string"
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environment

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

コンテナに渡す環境変数。このパラメータは、Docker Remote API の 「Create a container (コンテナ
を作成する)」セクションの Env にマップされ、--env オプションは docker run にマップされます。

Important

認証情報データなどの機密情報にプレーンテキストの環境変数を使用することはお勧めしま
せん。

name

型: 文字列

必須: はい (environment を使用する場合)

環境変数の名前。
value

型: 文字列

必須: はい (environment を使用する場合)

環境変数の値。

"environment" : [ 
    { "name" : "string", "value" : "string" }, 
    { "name" : "string", "value" : "string" }
]

secrets

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

コンテナに公開するシークレットを表すオブジェクトです。詳細については、「コンテナへの機密
データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。
name

型: 文字列

必須: はい

コンテナの環境変数として設定する値。
valueFrom

型: 文字列

必須: はい

コンテナに公開するシークレット。サポートされている値は、AWS Secrets Manager シークレッ
トの完全な Amazon リソースネーム (ARN)、または AWS Systems Manager Parameter Store 内
のパラメータの完全な ARN のいずれかです。
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Note

起動しているタスクと同じ AWS リージョン に Systems Manager Parameter Store のパ
ラメータが存在する場合は、シークレットの完全な ARN または名前のどちらも使用でき
ます。別のリージョンにパラメータが存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があ
ります。

"secrets": [ 
    { 
        "name": "environment_variable_name", 
        "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name" 
    }
]

ネットワーク設定

dnsServers

タイプ: 文字列配列

必須: いいえ

コンテナに提示する DNS サーバーのリスト。このパラメータは、Docker Remote API の Create a 
container (コンテナを作成する) セクションの Dns にマップされ、--dns オプションは docker run に
マップされます。

Note

awsvpc ネットワークモードを使用するタスクもしくは Windows コンテナでは、このパラ
メータはサポートされません。

"dnsServers": ["string", ...]

ストレージとログ記録

readonlyRootFilesystem

タイプ: ブール値

必須: いいえ

このパラメータが true のとき、コンテナはそのルートファイルシステムへの読み取り専用アク
セスを許可されます。このパラメータは、Docker Remote API の コンテナの作成セクションの
ReadonlyRootfs にマップされ、--read-only オプションは docker run にマップされます。

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

"readonlyRootFilesystem": true|false

mountPoints

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ
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コンテナでのデータボリュームのマウントポイント。

このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションにVolumesにマップされ、--
volumeオプションはdocker runにマップされます。

Windows コンテナは $env:ProgramData と同じドライブに全部のディレクトリをマウントできま
す。Windows コンテナは、別のドライブにディレクトリをマウントできません。また、マウントポイ
ントは複数のドライブにまたがることはできません。
sourceVolume

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)

マウントするボリュームの名前。
containerPath

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)

ボリュームをマウントするコンテナ上のパス。
readOnly

タイプ: ブール値

必須: いいえ

この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。こ
の値が false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は、
「false」です。

volumesFrom

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

別コンテナからマウントするデータボリューム。このパラメータは、Docker Remote API の コンテ
ナの作成セクションの VolumesFrom にマップされ、--volumes-from オプションは docker run に
マップされます。
sourceContainer

タイプ: 文字列

必須: はい (volumesFrom を使用する場合)

ボリュームのマウント元のコンテナの名前。
readOnly

タイプ: ブール値

必須: いいえ

この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。こ
の値が false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は、
「false」です。

"volumesFrom": [ 
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                { 
                  "sourceContainer": "string", 
                  "readOnly": true|false 
                } 
              ]

logConfiguration

タイプ: LogConfiguration オブジェクト

必須: いいえ

コンテナに対するログ構成の仕様です。

ログ設定を使用したタスク定義の例については、「タスク定義の例 (p. 187)」を参照してください。

このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの LogConfig にマップさ
れ、--log-driver オプションは docker run にマップされます。デフォルトでは、コンテナは 
Docker デーモンで使用されるのと同じロギングドライバーを使用します。ただし、コンテナ定義の
中で、このパラメータによりログドライバーを指定することで、Docker デーモンとは異なるログドラ
イバーをコンテナに使用させることも可能です。コンテナに異なるロギングドライバーを使用するに
は、コンテナインスタンス (またはリモートログ記録オプションの別のログサーバー) でログシステム
を適切に設定する必要があります。サポートされているさまざまなログドライバーのオプションの詳
細については、Docker ドキュメントの「ログドライバーの設定」を参照してください。

コンテナのログ設定を指定する際には、以下の点に注意してください。
• Amazon ECS では、Docker デーモンに使用可能なログドライバーがいくつかサポートされます (有

効な値は以下を参照)。Amazon ECS コンテナエージェントの今後のリリースで他のログドライバー
が追加される可能性があります。

• このパラメータを使用するには、コンテナインスタンスで Docker Remote API のバージョン 1.18 
以降が必要です。

• Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、そのタスクをホストする基盤インフラストラクチャ
にはアクセスできないため、必要な追加のソフトウェアはタスクの外でインストールする必要があ
ります。たとえば、Fluentd 出力アグリゲータであるか、Gelf ログの送信先として Logstash を実行
しているリモートホストです。

"logConfiguration": { 
      "logDriver": "awslogs","fluentd","gelf","json-
file","journald","logentries","splunk","syslog","awsfirelens", 
      "options": {"string": "string" 
        ...}, 
 "secretOptions": [{ 
  "name": "string", 
  "valueFrom": "string" 
 }]
}

logDriver

タイプ: 文字列

有効な値: "awslogs","fluentd","gelf","json-
file","journald","logentries","splunk","syslog","awsfirelens"

必須: はい (logConfiguration を使用する場合)

コンテナに使用するログドライバー。デフォルトでは、上記の有効な値は Amazon ECS コンテナ
エージェントが通信できるログドライバーです。
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Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、サポートされるログドライバーは
awslogs、splunk、awsfirelens です。

タスク定義で awslogs ログドライバーを使用してコンテナログを CloudWatch Logs に送信する
方法については、「awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)」を参照してください。

awsfirelens ログドライバーの使用の詳細については、「カスタムログのルーティング」を参
照してください。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用す
る必要があります。

options

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

ログドライバーに送信する構成オプション。

ログを保存および分析するために、FireLens を使用して AWS サービスまたは AWS パートナー
ネットワーク (APN) を送信先とするログのルーティングを行う場合、ログルーターコンテナに送
信される前にメモリにバッファリングされるイベント数を、log-driver-buffer-limit オプ
ションを設定することで制限できます。この制限は、スループットが高い場合に発生する可能性
がある、Docker 内のバッファのメモリ不足による、潜在的なログ損失の問題を解決するのに役立
ちます。詳細については、「the section called “Fluentd バッファ制限” (p. 142)」を参照してく
ださい。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.19 以上を使用す
る必要があります。

secretOptions

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

ログ設定に渡すシークレットを示すオブジェクト。ログ設定で使用されるシークレットには、認
証トークン、証明書、暗号化キーなどがあります。詳細については、「コンテナへの機密データ
の受け渡し (p. 174)」を参照してください。
name

型: 文字列

必須: はい

コンテナの環境変数として設定する値。
valueFrom

型: 文字列

必須: はい

コンテナのログ設定に公開するシークレット。

"logConfiguration": { 
 "logDriver": "splunk", 
 "options": { 
  "splunk-url": "https://cloud.splunk.com:8080", 
  "splunk-token": "...", 
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  "tag": "...", 
  ... 
 }, 
 "secretOptions": [{ 
  "name": "splunk-token", 
  "valueFrom": "/ecs/logconfig/splunkcred" 
 }]
}

firelensConfiguration

タイプ: FirelensConfiguration オブジェクト

必須: いいえ

コンテナの FireLens 構成。これは、コンテナログのログルーターの指定と設定に使用されます。詳細
については、「カスタムログルーティング (p. 140)」を参照してください。

{ 
    "firelensConfiguration": { 
        "type": "fluentd", 
        "options": { 
            "KeyName": "" 
        } 
    }
}

options

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

ログルーターを設定するときに使用するオプション。このフィールドはオプションで、カスタム
設定ファイルを指定するか、タスク、タスク定義、クラスター、コンテナインスタンスの詳細な
どのメタデータをログイベントに追加するために使用できます。指定した場合、使用する構文は
"options":{"enable-ecs-log-metadata":"true|false","config-file-type:"s3|
file","config-file-value":"arn:aws:s3:::mybucket/fluent.conf|filepath"}
です。詳細については、「FireLens 設定を使用するタスク定義の作成 (p. 146)」を参照してく
ださい。

type

型: 文字列

必須: はい

使用するログルーター。有効な値は fluentd または fluentbit です。

セキュリティ

コンテナセキュリティの詳細については、「Amazon ECS ベストプラクティスガイド」の「Task and 
container security」(タスクとコンテナのセキュリティ) を参照してください。

user

タイプ: 文字列

必須: いいえ
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コンテナ内で使用するユーザー。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクショ
ンの User にマップされ、--user オプションは docker run にマップされます。

以下の形式を使用して、user を指定できます。UID または GID を指定する場合は、正の整数として
指定する必要があります。
• user
• user:group
• uid
• uid:gid
• user:gid
• uid:group

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

"user": "string"

リソースの制限

ulimits

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

コンテナに定義する ulimit 値の一覧。この値は、オペレーティングシステムのデフォルトのリソー
スクォータ設定を上書きします。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクショ
ンの Ulimits にマップされ、--ulimit オプションは docker run にマップされます。

Fargate でホストされる Amazon ECS タスクは、オペレーションシステムで設定されたデフォルトの
リソース制限値を使用します。ただし、Fargate がオーバーライドするnofileリソース制限パラメー
タを除きます。nofile リソース制限は、コンテナが使用できるオープンファイルの数の制限を設定
します。デフォルトのnofileソフト制限は1024で、ハード制限は4096です。両方の制限の値を設定
できます (最大 1048576)。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

"ulimits": [ 
      { 
        "name": 
 "core"|"cpu"|"data"|"fsize"|"locks"|"memlock"|"msgqueue"|"nice"|"nofile"|"nproc"|"rss"|"rtprio"|"rttime"|"sigpending"|"stack", 
        "softLimit": integer, 
        "hardLimit": integer 
      } 
      ... 
    ]

name

タイプ: 文字列
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有効な値: "core" | "cpu" | "data" | "fsize" | "locks" | "memlock" | 
"msgqueue" | "nice" | "nofile" | "nproc" | "rss" | "rtprio" | "rttime" | 
"sigpending" | "stack"

必須: はい (ulimits を使用する場合)

ulimit の type。
hardLimit

タイプ: 整数

必須: はい (ulimits を使用する場合)

ulimit タイプのハード制限。
softLimit

タイプ: 整数

必須: はい (ulimits を使用する場合)

ulimit タイプのソフト制限。

Docker のラベル

dockerLabels

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

コンテナに追加するラベルのキー/値マップ。このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作
成セクションの Labels にマップされ、--label オプションは docker run にマップされます。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.18 以上を使用する必
要があります。

"dockerLabels": {"string": "string" 
      ...}

その他のコンテナ定義のパラメータ
以下のコンテナ定義パラメータは、[Configure via JSON] (JSON による設定) オプションを使用し
て、Amazon ECS コンソールでタスク定義を登録する際に使用できます。詳細については、「コンソール
を使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参照してください。

トピック
• Linux パラメータ (p. 111)
• コンテナの依存関係 (p. 112)
• コンテナのタイムアウト (p. 113)
• システムコントロール (p. 113)
• インタラクティブ (p. 114)
• 擬似ターミナル (p. 115)
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Linux パラメータ

linuxParameters

型: LinuxParameters オブジェクト

必須: いいえ

KernelCapabilities など、コンテナに適用される Linux 固有のオプション。

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

"linuxParameters": { 
      "capabilities": { 
        "add": ["string", ...], 
        "drop": ["string", ...] 
        } 
      }

capabilities

型: KernelCapabilities オブジェクト

必須: いいえ

Docker によって提供されているデフォルト設定に対して削除する、コンテナ用の Linux 機
能。デフォルト機能および他の使用可能な機能の詳細については、「Docker run reference」
(Docker 実行リファレンス) の「Runtime privilege and Linux capabilities」(ランタイム権限と 
Linux 機能) を参照してください。これらの Linux 機能の詳細については、Linux マニュアルの
「capabilities(7)」(機能(7)) ページを参照してください。
add

タイプ: 文字列配列

有効な値: "SYS_PTRACE"

必須: いいえ

Docker によって提供されているデフォルト設定のコンテナに追加する Linux 機能。このパラ
メータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの CapAdd にマップされ、--
cap-add オプションは docker run にマップされます。

drop

タイプ: 文字列配列

有効な値: "ALL" | "AUDIT_CONTROL" | "AUDIT_WRITE" | "BLOCK_SUSPEND" | 
"CHOWN" | "DAC_OVERRIDE" | "DAC_READ_SEARCH" | "FOWNER" | "FSETID" 
| "IPC_LOCK" | "IPC_OWNER" | "KILL" | "LEASE" | "LINUX_IMMUTABLE" 
| "MAC_ADMIN" | "MAC_OVERRIDE" | "MKNOD" | "NET_ADMIN" | 
"NET_BIND_SERVICE" | "NET_BROADCAST" | "NET_RAW" | "SETFCAP" 
| "SETGID" | "SETPCAP" | "SETUID" | "SYS_ADMIN" | "SYS_BOOT" | 
"SYS_CHROOT" | "SYS_MODULE" | "SYS_NICE" | "SYS_PACCT" | "SYS_PTRACE" 
| "SYS_RAWIO" | "SYS_RESOURCE" | "SYS_TIME" | "SYS_TTY_CONFIG" | 
"SYSLOG" | "WAKE_ALARM"

必須: いいえ
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Docker によって提供されているデフォルト設定のコンテナから削除する Linux 機能。この
パラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションの CapDrop にマップさ
れ、--cap-drop オプションは docker run にマップされます。

initProcessEnabled

信号を転送しプロセスを利用するコンテナ内で、init を実行。このパラメータは、docker run の
--init オプションにマッピングされます。

このパラメータは、コンテナインスタンスで Docker Remote API バージョン 1.25 以上を使用す
る必要があります。

コンテナの依存関係

dependsOn

型: ContainerDependency オブジェクトの配列

必須: いいえ

コンテナの起動と停止に定義されている依存関係。コンテナには複数の依存関係を含めることができ
ます。依存関係がコンテナの起動に対して定義されている場合、コンテナの停止の場合、依存関係は
逆になります。例については、「例: コンテナの依存関係 (p. 191)」を参照してください。

Note

あるコンテナが依存関係における制限事項を満たさない場合、または制限を満たす前にタイ
ムアウトした場合、Amazon ECS は、依存関係にある他のコンテナの状態も次に遷移させる
ことはしません。

Fargate でホストされている Amazon ECS タスクの場合、このパラメータでは、タスクまたはサービ
スがプラットフォームバージョン 1.3.0 以降 (Linux) または 1.0.0 (Windows) を使用している必要
があります。

"dependsOn": [ 
    { 
        "containerName": "string", 
        "condition": "string" 
    }
]

containerName

タイプ: 文字列

必須: はい

コンテナ名が指定された条件を満たしている必要があります。
condition

型: 文字列

必須: はい

コンテナの依存関係の条件です。使用可能な条件とその動作を以下に示します。
• START - この条件は、すぐに現在のリンクとボリュームの動作をエミュレートします。他のコ

ンテナの開始を許可する前に、依存コンテナが開始されていることを検証します。
• COMPLETE - この条件は、他のコンテナの開始を許可する前に、依存コンテナの実行が完了 (終

了) することを検証します。これは、スクリプトを実行して終了するだけの、重要性の低いコン
テナのために便利です。この条件は、必須コンテナには設定できません。
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• SUCCESS - この条件は COMPLETE と同じですが、コンテナが zero ステータスで終了している
ことも必要です。この条件は、必須コンテナには設定できません。

• HEALTHY — この条件は、他のコンテナの開始を許可する前に、依存コンテナがそのコンテナ
のヘルスチェックに合格したことを検証します。これには、タスク定義に設定されているヘル
スチェックが依存コンテナにある必要があります。タスクの起動時にのみ、この条件が確認さ
れます。

コンテナのタイムアウト

startTimeout

タイプ: 整数

必須: いいえ

値の例: 120

コンテナの依存関係解決の再試行を止めるまでの待機時間 (秒)。

たとえば、タスク定義内に 2 つのコンテナを指定するとします。containerA
は、COMPLETE、SUCCESS、または HEALTHY のいずれかのステータスに到達する containerB に依
存関係を持ちます。startTimeout の値に containerB が指定されていて、コンテナが時間内に目
標のステータスまで到達しない場合、containerA は開始しません。

Note

あるコンテナが依存関係における制限事項を満たさない場合、または制限を満たす前にタイ
ムアウトした場合、Amazon ECS は、依存関係にある他のコンテナの状態も次に遷移させる
ことはしません。

Fargate でホストされている Amazon ECS タスクの場合、このパラメータのために、タスクまたは
サービスがプラットフォームバージョン 1.3.0 以降 (Linux) を使用している必要があります。

stopTimeout

型: 整数

必須: いいえ

値の例: 120

コンテナが正常に終了しなかった場合にコンテナが強制終了されるまでの待機時間 (秒)。

Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、タスクまたはサービスには、プラットフォームバー
ジョン 1.3.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) が必要です。停止タイムアウト値は最大 120 
秒です。また、このパラメータを指定しない場合には、デフォルト値の 30 秒が適用されます。

システムコントロール

systemControls

型: SystemControl オブジェクト

必須: いいえ

コンテナ内で設定する名前空間カーネルパラメータのリスト。このパラメータは、Docker Remote 
API のコンテナの作成セクションの Sysctls にマップされ、--sysctl オプションは docker run に
マップされます。
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awsvpc または host ネットワークモードのいずれかを使用する単一のタスクにおいて、複数のコン
テナに対してネットワーク関連の systemControls パラメータを指定することは推奨されません。
その理由は以下のとおりです。
• awsvpc ネットワークモードを使用するタスクの場合、systemControls をコンテナ用に設定

した場合、タスク内のすべてのコンテナに適用されます。単一のタスクの複数のコンテナに対
して異なる systemControls を設定すると、最後に開始されたコンテナによって、有効になる
systemControls が決定します。

• host ネットワークモードを使用するタスクでは、ネットワーク名前空間の systemControls はサ
ポートされていません。

タスク内でコンテナに使用するため IPC リソース名前空間を設定している場合、システムコントロー
ルには以下の条件が適用されます。詳細については、「IPC モード (p. 119)」を参照してください。
• host IPC モードを使用するタスクの場合、IPC 名前空間の systemControls はサポートされてい

ません。
• task IPC モードを使用するタスクでは、IPC 名前空間の systemControls 値が、タスク内のすべ

てのコンテナに適用されます。

Note

このパラメータは、Windows コンテナ、または Fargate 起動タイプを使用するタスクではサ
ポートされていません。

"systemControls": [ 
    { 
         "namespace":"string", 
         "value":"string" 
    }
]

namespace

型: 文字列

必須: いいえ

value を設定する名前空間カーネルパラメータ。

有効な IPC 名前空間値: "kernel.msgmax" | "kernel.msgmnb" | "kernel.msgmni" 
| "kernel.sem" | "kernel.shmall" | "kernel.shmmax" | "kernel.shmmni" | 
"kernel.shm_rmid_forced"、および "fs.mqueue.*" で始まる Sysctls

有効なネットワーク名前空間値: "net.*" で始まる Sysctls
value

型: 文字列

必須: いいえ

namespace で指定された名前空間カーネルパラメータの値。

インタラクティブ

interactive

型: ブール

必須: いいえ

114



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
プロキシ設定

このパラメータに true が設定されている場合、stdin または tty を割り当てる必要がある、コンテナ
化されたアプリケーションをデプロイすることができます。このパラメータは、Docker Remote API
のコンテナの作成セクションの OpenStdin にマップされ、--interactive オプションは docker 
run にマップされます。

擬似ターミナル

pseudoTerminal

タイプ: ブール値

必須: いいえ

このパラメータが true の場合、TTY が割り当てられます。このパラメータは、Docker Remote API
のコンテナの作成セクションの Tty にマップされ、--tty オプションは docker run にマップされま
す。

プロキシ設定
proxyConfiguration

タイプ: ProxyConfiguration オブジェクト

必須: いいえ

App Mesh プロキシ設定の詳細。

Fargate の起動タイプを使用するタスクで、この機能を使用するには、タスクまたはサービスでプ
ラットフォームバージョン 1.3.0 以降を使用する必要があります。

Note

このパラメータは Windows コンテナではサポートされません。

"proxyConfiguration": { 
    "type": "APPMESH", 
    "containerName": "string", 
    "properties": [ 
        { 
           "name": "string", 
           "value": "string" 
        } 
    ]
}

type

型: 文字列

重要な値: APPMESH

必須: いいえ

プロキシのタイプ。APPMESH はサポートされる唯一の値です。
containerName

型: 文字列
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必須: はい

App Mesh プロキシとして機能するコンテナの名前です。
properties

タイプ: パラメータオブジェクトの配列

必須: いいえ

Container Network Interface(CNI) プラグインを提供するネットワーク構成パラメータのセット
で、キーと値のペアとして指定されます。
• IgnoredUID - (必須) コンテナ定義の user パラメータで定義されるプロキシコンテナのユー

ザー ID (UID)。これは、プロキシがそれ自体のトラフィックを無視するようにするために使用
されます。IgnoredGID を指定した場合は、このフィールドは空にできます。

• IgnoredGID - (必須) コンテナ定義の user パラメータで定義されるプロキシコンテナのグ
ループ ID (GID)。これは、プロキシがそれ自体のトラフィックを無視するようにするために使
用されます。IgnoredUID を指定した場合は、このフィールドは空にできます。

• AppPorts - (必須) アプリケーションが使用するポートのリスト。これらのポートへのネット
ワークトラフィックは ProxyIngressPort および ProxyEgressPort に転送されます。

• ProxyIngressPort - (必須) AppPorts への着信トラフィックが誘導されるポートを指定しま
す。

• ProxyEgressPort - (必須) AppPorts からの発信トラフィックが誘導されるポートを指定し
ます。

• EgressIgnoredPorts – (必須) 指定されたこれらのポートに向かうアウトバウンドトラ
フィックは無視され、ProxyEgressPort にリダイレクトされません。空のリストを指定でき
ます。

• EgressIgnoredIPs – (必須) 指定されたこれらの IP アドレスに向かうアウトバウンドトラ
フィックは無視され、ProxyEgressPort にリダイレクトされません。空のリストを指定でき
ます。

name

型: 文字列

必須: いいえ

キーと値のペアの名前。
value

型: 文字列

必須: いいえ

キーと値のペアの値。

ボリューム
タスク定義を登録する際、コンテナインスタンスの Docker デーモンに渡されるボリュームのリストをオ
プションで指定することができます。これにより、同じコンテナインスタンス上の他のコンテナで使用で
きるようになります。

詳細については、「タスクでのデータボリュームの使用 (p. 123)」を参照してください。

以下のパラメータをコンテナ定義で使用できます。
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name

タイプ: 文字列

必須: いいえ

ボリュームの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用
できます。この名前は、コンテナ定義 mountPoints オブジェクトの sourceVolume パラメータで
参照されます。

efsVolumeConfiguration

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

このパラメータは、Amazon EFS ボリュームを使用する場合に指定します。
fileSystemId

型: 文字列

必須: はい

使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。
rootDirectory

型: 文字列

必須: いいえ

ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内のディレク
トリ。このパラメータを省略すると、Amazon EFS ボリュームのルートが使用されます。/ を指
定すると、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。

Important

authorizationConfig に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディレク
トリパラメータを省略するか、または / に設定して EFS アクセスポイントにパスを設定
する必要があります。

transitEncryption

型: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバー間で Amazon EFS データの転送中の暗号化を有効
にするかどうかを指定します。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の暗号化を有効
にする必要があります。このパラメータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されま
す。詳細については、Amazon Elastic ファイルシステムユーザーガイドの「転送中データの暗号
化」を参照してください。

transitEncryptionPort

タイプ: 整数

必須: いいえ

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバーとの間で、暗号化されたデータを送信するときに
使用するポート。転送中の暗号化のポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘルパーが
使用するポート選択方法が使用されます。詳細については、[Amazon Elastic File System User 
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Guide] (Amazon Elastic File System ユーザーガイド) の[EFS Mount Helper] (EFS マウントヘル
パー) を参照してください。

authorizationConfig

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

Amazon EFS ファイルシステムに対する認可構成の詳細。
accessPointId

型: 文字列

必須: いいえ

使用するアクセスポイント ID。アクセスポイントを指定する場合
は、efsVolumeConfiguration のルートディレクトリ値を省略するか、これを / に設定し
て EFS アクセスポイントにパスを設定する必要があります。アクセスポイントを使用する場
合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号化を有効にする必要があります。詳細に
ついては、Amazon Elastic ファイルシステムユーザーガイドの「Amazon EFS アクセスポイ
ントの使用」を参照してください。

iam

型: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

Amazon EFS ファイルシステムのマウント時にタスク定義で定義した Amazon 
ECS タスクの IAM ロールを使用するかどうかを指定します。使用する場合は、
[EFSVolumeConfiguration] で転送中の暗号化を有効にする必要があります。このパラ
メータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されます。詳細については、「タス
ク用の IAM ロール」を参照してください。

タグ
タスク定義の登録する際、タスク定義に適用されるメタデータタグをオプションで指定できます。タグ
は、タスク定義を分類して組織化するのに役立ちます。各タグは、キー、および値 (オプション) で構成さ
れます。両方を定義します。詳細については、「Amazon ECS リソースのタグ付け (p. 296)」を参照し
てください。

Important

タグには、個人が特定可能な情報や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでくださ
い。タグは、多くの AWS のサービス (請求など) からアクセスできます。タグは、プライベート
データや機密データに使用することを意図していません。

タグオブジェクトでは、次のパラメータを使用できます。

key

タイプ: 文字列

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアの一部。キーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動作する、
一般的なラベルです。
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value

タイプ: 文字列

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機能し
ます。

その他のタスク定義パラメータ
以下のタスク定義パラメータは、Amazon ECS コンソールから、[Configure via JSON (JSON による設定)]
オプションを使用してタスク定義を登録する際に使用します。詳細については、「コンソールを使用した
タスク定義の作成 (p. 73)」を参照してください。

トピック
• エフェメラルストレージ (p. 119)
• IPC モード (p. 119)
• PID モード (p. 120)

エフェメラルストレージ
ephemeralStorage

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

タスクに割り当てるエフェメラルストレージの容量(GB 単位)。このパラメーターは、AWS Fargate 
でホストされるタスクにおいて、利用可能なエフェメラルストレージの総量をデフォルトの容量を超
えて拡張する際に使用します。詳細については、「the section called “バインドマウント” (p. 128)」
を参照してください。

Note

このパラメータは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 
(Windows) を使用して AWS Fargate でホストされたタスクでのみサポートされます。

IPC モード
ipcMode

型: 文字列

必須: いいえ

タスクのコンテナで使用する IPC リソースの名前空間。有効な値は host、task または none で
す。host が指定されている場合、同一のコンテナインスタンス上にある (host IPC モードを指定し
た) タスク内のすべてのコンテナは、ホスト Amazon EC2 インスタンスと同じ IPC リソースを共有
します。task が指定されている場合、指定されたタスク内のすべてのコンテナは同じ IPC リソース
を共有します。none が指定されている場合、タスクのコンテナ内の IPC リソースはプライベートで
す。タスク内またはコンテナインスタンスの他のコンテナと共有されることはありません。値を指定
しない場合、ipcMode の値は shareable に設定されます。詳細については、Docker 実行リファレン
スの「IPC 設定」を参照してください。
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host IPC モードを使用する場合は、意図せず IPC 名前空間が公開されるリスクが高いことに注意し
てください。詳細については、「Docker security」を参照してください。

タスク内のコンテナに、systemControls を使用して名前空間のカーネルパラメータを設定してい
る場合は、以下の点が IPC リソース名前空間に適用されます。詳細については、「システムコント
ロール (p. 113)」を参照してください。
• host IPC モードを使用するタスクの場合、systemControls に関連する IPC 名前空間はサポート

されません。
• task IPC モードを使用するタスクでは、IPC 名前空間に関連する systemControls が、タスク内

のすべてのコンテナに適用されます。

Note

このパラメータは、Windows コンテナ、または Fargate 起動タイプを使用するタスクではサポー
トされていません。

PID モード
pidMode

型: 文字列

必須: いいえ

タスクのコンテナで使用するプロセス名前空間。有効な値は host または task です。host が指定さ
れている場合、同じコンテナインスタンスで host PID モードを指定したタスク内のすべてのコンテ
ナは、ホスト Amazon EC2 インスタンスと同じプロセス名前空間を共有します。task が指定されて
いる場合、指定したタスク内のすべてのコンテナは同じプロセス名前空間を共有します。値が指定さ
れていない場合、デフォルトはプライベート名前空間です。詳細については、Docker 実行リファレン
スの PID 設定を参照してください。

host PID モードを使用する場合は、意図せずプロセス名前空間が公開されるリスクが高いことに注意
してください。詳細については、「Docker security」を参照してください。

Note

このパラメータは、Windows コンテナ、または Fargate 起動タイプを使用するタスクではサポー
トされていません。

Amazon ECS 起動タイプ
スタンドアロンタスクを実行する、またはサービスを作成する際に、Amazon ECS の起動タイプを指定
することができます。これにより、タスクとサービスがホストされるインフラストラクチャが決定されま
す。次の起動タイプを使用できます。

Fargate 起動タイプ
Fargate 起動タイプは、基盤となるインフラストラクチャをプロビジョンおよび管理することなく、コン
テナ化されたアプリケーションを実行できます。AWS Fargate は、Amazon ECS ワークロードをサーバー
レスでホスティングするための手段を提供します。

Fargate をサポートするリージョンの情報については、「the section called “AWS Fargate リージョ
ン” (p. 306)」 を参照してください。
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次の図に、一般的なアーキテクチャを示します。

Amazon ECSの 64-bit ARM ワークロードの操作
Amazon ECS は 64 ビット ARM アプリケーションの使用をサポートしています。アプリケーション
は、AWS Graviton2 プロセッサ搭載のプラットフォーム上で実行できます。この構成、さまざまなワーク
ロードに適しています。対象となるのは、アプリケーションサーバー、マイクロサービス、ハイパフォー
マンスコンピューティング、CPU ベースの機械学習推論、ビデオエンコーディング、電子回路設計オート
メーション、ゲーム配信、オープンソースデータベース、インメモリーキャッシュなどのワークロードで
す。
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考慮事項
64 ビット ARM アーキテクチャを使用するタスク定義のデプロイを開始する前に、次の点を考慮してくだ
さい。

• アプリケーションは、Fargate 起動タイプ、または EC2 起動タイプを使用できます。
• アプリケーションは Linux オペレーティングシステムのみで使用できます。
• Fargate タイプの場合、アプリケーションは Fargate プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用す

る必要があります。
• アプリケーションは、モニタリングに Fluent Bit または CloudWatch を使用できます。
• Fargate 起動タイプの場合、次の AWS リージョン では 64 ビット ARM ワークロードがサポートされま

せん。
• 米国東部 (バージニア北部)、use1-az3 アベイラビリティーゾーン
• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (メルボルン)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• 欧州 (チューリッヒ)
• アフリカ (ケープタウン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 中東 (バーレーン)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
• アジアパシフィック (大阪)、具体的には apne3-az2 および apne3-az3 アベイラビリティーゾーン

• Amazon EC2 起動タイプの場合、以下を参照して、使用したいインスタンスタイプが自分のリージョン
でサポートされていることを確認してください。
• Amazon EC2 M6g インスタンス
• Amazon EC2 T4g インスタンス
• Amazon EC2 C6g インスタンス
• Amazon EC2 R6gd インスタンス
• Amazon EC2 X2gd インスタンス

フィルターで Amazon EC2 の describe-instance-type-offerings コマンドを使用して、リー
ジョンのインスタンスオファリングを表示することもできます。

aws ec2 describe-instance-type-offerings --filters Name=instance-type,Values=instance-
type --region region

次の例では、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンで M6 インスタンスタイプが使用可能か
どうかを確認します。

aws ec2 describe-instance-type-offerings --filters Name=instance-type,Values=M6 --region 
 us-east-1

詳細については、「Amazon EC2 コマンドラインリファレンス」の「インスタンスタイプオファリング
の説明」を参照してください。
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タスク定義で ARM アーキテクチャを指定する
ARM アーキテクチャを使用するには、cpuArchitecture タスク定義パラメータに ARM64 を指定しま
す。

次の例では、タスク定義で ARM アーキテクチャが指定されています。JSON 形式にあります。

{ 
     "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "LINUX", 
        "cpuArchitecture": "ARM64" 
    },
...
}

次の例に、「hello world」を表示する ARM アーキテクチャのタスク定義を示します。

{ 
 "family": "arm64-testapp", 
 "networkMode": "awsvpc", 
 "containerDefinitions": [ 
    { 
        "name": "arm-container", 
        "image": "arm64v8/busybox", 
        "cpu": 100, 
        "memory": 100, 
        "essential": true, 
        "command": [ "echo hello world" ], 
        "entryPoint": [ "sh", "-c" ] 
    } 
 ], 
 "requiresCompatibilities": [ "FARGATE" ], 
 "cpu": "256", 
 "memory": "512", 
 "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "LINUX", 
        "cpuArchitecture": "ARM64" 
  }, 
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole"
}

ARM を設定するためのインターフェイス
以下のいずれかのインターフェイスを使用して、Amazon ECS タスク定義での ARM CPU アーキテクチャ
を設定できます。

• 新しい Amazon ECS コンソール
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• AWS SDK
• AWS Copilot

タスクでのデータボリュームの使用
Fargate での Amazon ECS は、コンテナに対して以下のデータボリュームオプションをサポートします。

• Amazon EFS ボリューム - Amazon ECS タスクで使用するためのシンプルかつスケーラブルで、永続的
なファイルストレージを提供します。Amazon EFSでは、ストレージ容量は伸縮性があります。この容
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量は、ファイルの追加や削除に伴い自動的に拡大および縮小されます。アプリケーションは、必要な時
点で必要なストレージを確保できます。 詳細については、「Amazon EFS ボリューム (p. 125)」を参
照してください。

• バインドマウント - ホスト () 上のファイルまたはディレクトリはコンテナにマウントされます。バイン
ドマウントホストボリュームは、Fargate にあるエフェメラルストレージを使用します。エフェメラル
ストレージの容量は、さまざまな Fargate プラットフォームのバージョンによって異なります。Fargate 
Linux プラットフォームのバージョン 1.4.0 以降では、200 GiB までエフェメラルストレージをリクエス
トできます。詳細については、「バインドマウント (p. 128)」を参照してください。

Fargate タスクエフェメラルストレージ
AWS Fargate の Linux コンテナでホストされている各 Amazon ECS タスクはプロビジョニング時にバイ
ンドマウントのために次のエフェメラルストレージを受け取ります。これらをマウントし、タスク定義内
で volumes、mountPoints および volumesFrom パラメータを使用しているコンテナ間で共有すること
が可能です。この設定は AWS Fargate の Windows コンテナではサポートされません。

Fargate Linux コンテナプラットフォームのバージョ
ン
プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用した Fargate タス
ク
プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用している Fargate でホストされている Amazon ECS 
タスクは、デフォルトで、最低 20 GiB のエフェメラルストレージを受け取ります。エフェメラル
ストレージの総量は、最大 200 GiB まで増やすことができます。これを行うには、タスク定義内で
ephemeralStorage パラメータを設定します。

プル、圧縮、および非圧縮されたコンテナイメージは、エフェメラルストレージに格納されます。タスク
を使用するエフェメラルストレージの総量を判断するには、タスクが割り当てられているエフェメラルス
トレージの総量から、コンテナイメージが使用するストレージの容量を差し引く必要があります。

2020 年 5 月 28 日以降に開始されたプラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用するタスクでは、
エフェメラルストレージが AES-256 暗号化アルゴリズムにより暗号化されます。このアルゴリズム
は、AWS 所有の暗号化キーを使用します。

2022 年 11 月 18 日以降に開始されたプラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用するタスクでは、エ
フェメラルストレージの使用量がタスクメタデータエンドポイントを通じて報告されます。タスク内のア
プリケーションは、タスクメタデータエンドポイントのバージョン 4 に対してクエリを実行して、エフェ
メラルストレージの予約サイズと使用量を取得できます。各タスクでは、そのタスクの使用状況のみを照
会できます。詳細については、「タスクメタデータエンドポイント (p. 413)」を参照してください。

さらに、Container Insights をオンにすると、エフェメラルストレージの予約サイズと使用量が Amazon 
CloudWatch Container Insights に送信されます。

Note

Fargate はディスク上のスペースを予約します。スペースは Fargate によってのみ使用されま
す。これには課金されることはありません。これらのメトリクスには表示されません。ただし、
この追加ストレージは、df などの他のツールでも確認できます。

Fargateプラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用したタス
ク
プラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用する Fargate タスクでの Amazon ECS の場合、各タスク
は次のエフェメラルストレージを受け取ります。
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• 10 GB の Docker Layer ストレージ

Note

この量には、圧縮および非圧縮のコンテナイメージのアーティファクトの両方が含まれます。
• ボリュームマウント用の追加 4 GB。これらをマウントし、タスク定義内で volumes、mountPoints

および volumesFrom パラメータを使用しているコンテナ間で共有することが可能です。

Fargate Windows コンテナプラットフォームのバー
ジョン
プラットフォームバージョン 1.0.0 以降を使用した Fargate タス
ク
プラットフォームバージョン 1.0.0 以降を使用している Fargate でホストされている Amazon ECS 
タスクは、デフォルトで、最低 20 GiB のエフェメラルストレージを受け取ります。エフェメラル
ストレージの総量は、最大 200 GiB まで増やすことができます。これを行うには、タスク定義内で
ephemeralStorage パラメータを設定します。詳細については、「ephermalStorage」を参照してくださ
い。

プル、圧縮、および非圧縮されたコンテナイメージは、エフェメラルストレージに格納されます。タスク
を使用するエフェメラルストレージの総量を判断するには、タスクが割り当てられているエフェメラルス
トレージの総量から、コンテナイメージが使用するストレージの容量を差し引く必要があります。

詳細については、「バインドマウント (p. 128)」を参照してください。

トピック
• Amazon EFS ボリューム (p. 125)
• バインドマウント (p. 128)

Amazon EFS ボリューム
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) では、Amazon ECS タスクで使用するためのシンプルでス
ケーラブルなファイルストレージを提供します。Amazon EFSでは、ストレージ容量は伸縮性がありま
す。この容量は、ファイルの追加や削除に伴い自動的に拡大および縮小されます。アプリケーションは、
必要な時点で必要なストレージを確保できます。

Amazon EFS ファイルシステムを Amazon ECS で使用して、コンテナインスタンスのフリート全体の
ファイルシステムデータをエクスポートできます。これにより、タスクは、配置されているインスタン
スにかかわらず、同じ永続的ストレージにアクセスできます。ファイルシステムを使用するには、タス
ク定義からコンテナインスタンスのボリュームマウントを参照する必要があります。以下のセクション
で、Amazon EFS を Amazon ECS で使用開始する方法を説明します。

Amazon EFS ボリュームに関する考慮事項
Amazon EFS ボリュームを使用する場合には、以下の点を考慮してください。

• Fargate でホストされるタスクの場合、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) で、Amazon 
EFS ファイルシステムがサポートされます。詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

• Fargate でホストされるタスクに Amazon EFS ボリュームを使用する場合、Fargate は Amazon EFS ボ
リュームの管理を担当するスーパーバイザーコンテナを作成します。スーパーバイザーコンテナは、タ
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スクのメモリを少しだけ使用します。スーパーバイザーコンテナは、タスクメタデータバージョン 4 エ
ンドポイントにクエリを実行するときに表示されます。さらに、CloudWatch Container Insights では、
コンテナ名 aws-fargate-supervisor として表示されます。詳細については、「タスクメタデータ
エンドポイントバージョン 4 (p. 413)」を参照してください。

• Amazon EFS ボリュームの使用または EFSVolumeConfiguration の指定は、外部インスタンスでは
サポートされていません。

• エージェント設定ファイルの ECS_ENGINE_TASK_CLEANUP_WAIT_DURATION パラメータは、デフォ
ルトよりも小さい値 (約 1 時間) に設定することをお勧めします。この変更は、EFS マウント認証情報の
有効期限切れを防ぎ、使用されていないマウントをクリーンアップするのに役立ちます。

Amazon EFS アクセスポイントを使用する
Amazon EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイント
です。これにより、共有データセットへのアプリケーションによるアクセスを管理します。Amazon EFS 
アクセスポイントの詳細およびアクセス制御方法については、Amazon Elastic File System ユーザーガイ
ドの「Amazon EFS アクセスポイントの使用」を参照してください。

アクセスポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユー
ザーアイデンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、アクセスポイントで
は、ファイルシステムに対して別のルートディレクトリを適用することも可能です。クライアントは、指
定したディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対してのみアクセスが可能なためです。

Note

EFS アクセスポイントを作成する際は、ファイルシステム上でルートディレクトリとして機能す
るパスを指定します。Amazon ECS タスク定義内でアクセスポイント ID を持つ EFS ファイルシ
ステムを参照する場合、ルートディレクトリは省略するか、EFS アクセスポイントに設定された
パスを適用するために / を設定する必要があります。

Amazon ECS タスクの IAM ロールを使用して、特定のアプリケーションで使用するアクセスポイント
を限定できます。IAM ポリシーとアクセスポイントを組み合わせると、アプリケーションによる特定の
データセットへのアクセスを保護できます。タスクIAM ロールの使用方法については、「タスク IAM ロー
ル (p. 387)」を参照してください。

タスク定義での Amazon EFS ファイルシステムの指定
コンテナに Amazon EFS ファイルシステムボリュームを使用するには、タスク定義でボリュームとマウン
トポイントの設定を指定する必要があります。次のスニペットの JSON によるタスク定義では、コンテナ
の volumes と mountPoints オブジェクトの構文を示しています。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "container-using-efs", 
            "image": "amazonlinux:2", 
            "entryPoint": [ 
                "sh", 
                "-c" 
            ], 
            "command": [ 
                "ls -la /mount/efs" 
            ], 
            "mountPoints": [ 
                { 
                    "sourceVolume": "myEfsVolume", 
                    "containerPath": "/mount/efs", 
                    "readOnly": true
                } 
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            ] 
        } 
    ], 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "myEfsVolume", 
            "efsVolumeConfiguration": { 
                "fileSystemId": "fs-1234", 
                "rootDirectory": "/path/to/my/data", 
                "transitEncryption": "ENABLED", 
                "transitEncryptionPort": integer, 
                "authorizationConfig": { 
                    "accessPointId": "fsap-1234", 
                    "iam": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

efsVolumeConfiguration

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

このパラメータは、Amazon EFS ボリュームを使用する場合に指定します。
fileSystemId

型: 文字列

必須: はい

使用する Amazon EFS ファイルシステムの ID。
rootDirectory

型: 文字列

必須: いいえ

ホスト内にルートディレクトリとしてマウントする Amazon EFS ファイルシステム内のディレク
トリ。このパラメータを省略すると、Amazon EFS ボリュームのルートが使用されます。/ を指
定すると、このパラメータを省略した場合と同じ結果になります。

Important

authorizationConfig に EFS アクセスポイントを指定する場合は、ルートディレク
トリパラメータを省略するか、または / に設定して EFS アクセスポイントにパスを設定
する必要があります。

transitEncryption

型: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバー間で、転送中の Amazon EFS データの暗号化を有
効にするかどうかを指定します。Amazon EFS IAM 認証を使用する場合は、転送中の暗号化を有
効にする必要があります。このパラメータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用され
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ます。詳細については、Amazon Elastic ファイルシステムユーザーガイドの「転送中データの暗
号化」を参照してください。

transitEncryptionPort

タイプ: 整数

必須: いいえ

Amazon ECS ホストと Amazon EFS サーバーとの間で、暗号化されたデータを送信するときに
使用するポート。転送中の暗号化ポートを指定しないと、Amazon EFS マウントヘルパーが使用
するポート選択方式が使用されます。詳細については、[Amazon Elastic File System User Guide]
(Amazon Elastic File System ユーザーガイド) の[EFS Mount Helper] (EFS マウントヘルパー) を
参照してください。

authorizationConfig

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

Amazon EFS ファイルシステムに対する認可構成の詳細。
accessPointId

型: 文字列

必須: いいえ

使用するアクセスポイント ID。アクセスポイントを指定する場合
は、efsVolumeConfiguration のルートディレクトリ値を省略するか、EFS アクセスポイ
ントに設定されたパスを適用するために / を設定する必要があります。アクセスポイントを
使用する場合は、EFSVolumeConfiguration で転送中の暗号化を有効にする必要がありま
す。詳細については、Amazon Elastic ファイルシステムユーザーガイドの「Amazon EFS ア
クセスポイントの使用」を参照してください。

iam

型: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

タスク定義で定義した Amazon ECS タスクの IAM ロールを、Amazon EFS ファ
イルシステムのマウント時に使用するかどうかを指定します。使用する場合は、
[EFSVolumeConfiguration] で転送中の暗号化を有効にする必要があります。このパラ
メータを省略すると、[DISABLED] のデフォルト値が使用されます。詳細については、「タス
ク用の IAM ロール」を参照してください。

バインドマウント
バインドマウントでは、ホスト (AWS Fargate など) 上のファイルまたはディレクトリがコンテナにマウン
トされます、バインドマウントは、それらを使用しているコンテナのライフサイクルに紐付けられていま
す。タスクが停止するなど、バインドマウントを使用するすべてのコンテナが停止すると、データが削除
されます。詳細については、Docker ドキュメントの 「バインドマウントの使用」を参照してください。

バインドマウントの一般的なユースケースは以下のとおりです。

• 1 つ以上のコンテナにマウントするための空のデータボリュームを提供する。
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• Dockerfile から 1 つ以上のコンテナにパスとその内容を公開する。

バインドマウントを使用するときの考慮事項
バインドマウントを使用する際には、以下の点を考慮してください。

• プラットフォームバージョンの 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使用して AWS 
Fargate でホストされているタスクの場合、デフォルトでは、バインドマウント用に最低 20 GiB のエ
フェメラルストレージが割り当てられます。エフェメラルストレージの総量は、最大 200 GiB まで増や
すことができます。ephemeralStorage パラメータを、タスク定義に追加します。プラットフォーム
バージョン 1.0.0 以降を使用している Fargate でホストされている Amazon ECS Windows タスクは、
デフォルトで、最低 20 GiB のエフェメラルストレージを受け取ります。エフェメラルストレージの総量
は、タスク定義で ephemeralStorage パラメータを指定することによって、最大 200 GiB まで増やす
ことができます。

• タスクの実行時に Dockerfile のファイルをデータボリュームに公開するために、Amazon ECS データ
プレーンが VOLUME ディレクティブを探します。VOLUME ディレクティブで指定された絶対パスが、タ
スク定義で指定された containerPath と同じである場合、VOLUME ディレクティブパス内のデータが
データボリュームにコピーされます。次の Dockerfile の例では、/var/log/exported ディレクトリに
ある examplefile という名前のファイルがホストに書き込まれ、その後でコンテナ内にマウントされ
ます。

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN mkdir -p /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
VOLUME ["/var/log/exported"]

デフォルトでは、ボリューム許可は 0755 に設定され、所有者は root に設定されます。これらのアク
セス許可は Dockerfile でカスタマイズできます。次の例では、ディレクトリの所有者を node として定
義しています。

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN yum install -y shadow-utils && yum clean all
RUN useradd node
RUN mkdir -p /var/log/exported && chown node:node /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
USER node
VOLUME ["/var/log/exported"]

タスク定義でバインドマウントを指定する
Fargate のでホストされている Amazon ECS タスクについては、次のタスク定義の JSON スニペットで、
タスク定義の volumes、mountPoints、および ephemeralStorage オブジェクトの構文を確認できま
す。

{ 
   "family": "", 
   ... 
   "containerDefinitions" : [ 
      { 
         "mountPoints" : [ 
            { 
               "containerPath" : "/path/to/mount_volume", 
               "sourceVolume" : "string" 
            } 
          ], 
          "name" : "string" 
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       } 
    ], 
    ... 
    "volumes" : [ 
       { 
          "name" : "string" 
       } 
    ], 
    "ephemeralStorage": { 
    "sizeInGiB": integer
    }
}

以下では、各タスク定義パラメータについて詳しく説明します。

name

型: 文字列

必須: いいえ

ボリュームの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。この名前は、コンテナ定義 sourceVolume の mountPoints パラメータで参照されま
す。

mountPoints

タイプ: オブジェクト配列

必須: いいえ

コンテナでのデータボリュームのマウントポイント。

このパラメータは、Docker Remote API のコンテナの作成セクションにVolumesにマップされ、--
volumeオプションはdocker runにマップされます。

Windows コンテナは $env:ProgramData と同じドライブに全部のディレクトリをマウントできま
す。Windows コンテナは、別のドライブにディレクトリをマウントできません。また、マウントポイ
ントは複数のドライブにまたがることはできません。
sourceVolume

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)

マウントするボリュームの名前。
containerPath

型: 文字列

必須: はい (mountPoints を使用する場合)

ボリュームをマウントするコンテナ上のパス。
readOnly

タイプ: ブール値

必須: いいえ

この値が true の場合、コンテナはボリュームへの読み取り専用アクセスを許可されます。こ
の値が false の場合、コンテナはボリュームに書き込むことができます。デフォルト値は、
「false」です。
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ephemeralStorage

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

タスクに割り当てるエフェメラルストレージの容量(GB)。このパラメータは、AWS Fargate プラット
フォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使用してホストされている
タスクの場合、利用可能なエフェメラルストレージの総量をデフォルト容量を超えて拡張するために
使用されます。

コパイロットCLI、CloudFormation、AWSSDK または CLI を使用して、バインドマウントのエフェメ
ラルストレージを指定します。

バインドマウントの例
以下の例では、コンテナにバインドマウントを使用する場合の最も一般的なユースケースについて説明し
ます。

Fargate タスク用の一時ストレージ容量の増加を割り当てるには

プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 (Windows) を使用して Fargate でホスト
される Amazon ECS タスクの場合、使用するタスク内のコンテナに対して、デフォルト容量を超えるエ
フェメラルストレージを割り当てることができます。この例は、他の例に組み込むことで、Fargate タス
クに一時ストレージを割り当てることができます。

• タスク定義で、ephemeralStorageオブジェクトを定義します。sizeInGiB は 21および200 の値
の間にある整数である必要があり、GiB に表されます。

"ephemeralStorage": { 
    "sizeInGiB": integer
}

1 つまたは複数のコンテナに空のデータボリュームを提供する

場合によっては、タスク内のコンテナにスクラッチスペースを提供することがあります。例えば、タスク
の実行中に同じスクラッチファイルの保存場所にアクセスする必要のある、2 つのデータベースコンテナ
があるとします。これは、バインドマウントを使用して実現できます。

1. タスク定義の volumes セクションで、名前を database_scratch としてバインドマウントを定義
します。

  "volumes": [ 
    { 
      "name": "database_scratch", 
    } 
  ]

2. containerDefinitions セクションで、データベースのコンテナ定義を作成します。これにより、
ボリュームがマウントされます。

"containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "database1", 
      "image": "my-repo/database", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
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      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "database_scratch", 
          "containerPath": "/var/scratch" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "database2", 
      "image": "my-repo/database", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "database_scratch", 
          "containerPath": "/var/scratch" 
        } 
      ] 
    } 
  ]

Dockerfile 内のパスとその内容をコンテナに公開する

この例には、コンテナ内にマウントするデータを書き込む Dockerfile があります。

1. Dockerfile を作成します。次の例では、パブリックな Amazon Linux 2 コンテナイメージを使用して、
コンテナ内にマウントする /var/log/exported ディレクトリに examplefile という名前のファ
イルを作成します。VOLUME ディレクティブは絶対パスを指定する必要があります。

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN mkdir -p /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
VOLUME ["/var/log/exported"]

デフォルトでは、ボリューム許可は 0755 に設定され、所有者は root に設定されます。これらのア
クセス許可は Dockerfile で変更できます。以下の例では、/var/log/exported ディレクトリの所有
者が node に設定されています。

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
RUN yum install -y shadow-utils && yum clean all
RUN useradd node
RUN mkdir -p /var/log/exported && chown node:node /var/log/exported
RUN touch /var/log/exported/examplefile
USER node
VOLUME ["/var/log/exported"]

2. タスク定義の volumes セクションで、名前を application_logs としてボリュームを定義しま
す。

  "volumes": [ 
    { 
      "name": "application_logs", 
    } 
  ]

3. containerDefinitions セクションで、アプリケーションのコンテナ定義を作成します。これによ
り、ストレージがマウントされます。containerPath 値は、Dockerfile の VOLUME ディレクティブ
で指定された絶対パスと一致する必要があります。
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  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "application1", 
      "image": "my-repo/application", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "application_logs", 
          "containerPath": "/var/log/exported" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "application2", 
      "image": "my-repo/application", 
      "cpu": 100, 
      "memory": 100, 
      "essential": true, 
      "mountPoints": [ 
        { 
          "sourceVolume": "application_logs", 
          "containerPath": "/var/log/exported" 
        } 
      ] 
    } 
  ]

Fargate タスクネットワーキング
Important

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクを使用している場合は、イ
ンスタンスに関連したネットワーキングの情報については、「Amazon Elastic Container Service 
デベロッパーガイド」の「タスクネットワーキング」を参照してください。

デフォルトでは、Fargate 上のすべての Amazon ECS タスクには、プライマリプライベート IP アドレス
を備えた Elastic Network Interface (ENI) が提供されます。パブリックサブネットを使用する際には、オプ
ションで、タスクの ENI にパブリック IP アドレスを割り当てることができます。VPC がデュアルスタッ
クモードに対応していて、IPv6 CIDR ブロックを備えたサブネットを使用する場合、タスクの ENI にも 
IPv6 アドレスが割り当てられます。タスクには、一度に 1 つの ENI しか関連付けられません。また、同じ
タスクに属するコンテナでも、localhost インターフェイス経由での通信が可能になります。VPC およ
びサブネットの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPCs とサブネット」を参照してくだ
さい。

Fargate のタスクがコンテナイメージをプルできるようにするには、そのタスクにインターネットへの
ルートが必要です。次に、タスクにインターネットへのルートがあるか検証する方法について説明しま
す。

• パブリックサブネットを使用する場合、タスク ENI にパブリック IP アドレスを割り当てることができ
ます。

• プライベートサブネットを使用する場合、サブネットに NAT ゲートウェイをアタッチできます。
• Amazon ECR でホストされるコンテナイメージを使用する場合、インターフェイスの VPC エンドポイ

ントを使用するように Amazon ECR を設定でき、イメージのプルはタスクのプライベート IPv4 アドレ
ス上で実行されます。詳細については、Amazon Elastic コンテナレジストリ ユーザーガイドの Amazon 
ECR Interface VPC エンドポイント(AWS PrivateLink)を参照してください。
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各タスクにはそれぞれ独自の ENI が提供されるため、VPC フローログなどのネットワーキング機能を使
用して、タスクとの間で送受信されるトラフィックをモニタリングできるようになります。詳細について
は、アマゾン VPC ユーザーガイドの「VPC フローログを使用した IP トラフィックのログ記録」を参照し
てください。

AWS PrivateLink を活用することもできます。VPC インターフェースエンドポイントを設定すること
で、プライベート IP アドレスを通じて Amazon ECS の API にアクセスができます。AWS PrivateLink 
は、VPC と Amazon ECS 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネットワークに制限しま
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。詳細については、「Amazon ECS ベストプラクティスガイド」の AWS PrivateLink を参照してくださ
い。

AWS CloudFormation で NetworkConfiguration リソースを使用する方法の例については、「the 
section called “別のスタックを使用して Amazon ECS リソースを作成する” (p. 433)」を参照してくださ
い。

作成した ENI は、AWS Fargate によって完全に管理されます。加えて、Fargate へのアクセス許可を付与
するために使用される IAM ポリシーが関連付けられます。Fargate プラットフォームバージョン 1.4.0
以降を使用するタスクは、単一の ENI (タスク ENI と呼ばれる) を受け取ります。すべてのネットワー
クトラフィックは、VPC 内でこの ENI を通過します。このトラフィックは VPC フローログに記録され
ます。Fargate プラットフォームバージョン 1.3.0 以前を使用するタスクには、タスク ENI に加えて 
Fargate が所有する ENI も別に割り当てられます。この ENI は、VPC フローログに表示されない一部の
ネットワークトラフィックに使用されます。次の表で、ネットワークトラフィックの動作と、プラット
フォームバージョンごとに必要な IAM ポリシーについて説明します。

アクション Linux プラット
フォームバージョ
ン 1.3.0 以前で
のトラフィックフ
ロー

Linux プラット
フォームバージョ
ン 1.4.0 でのトラ
フィックフロー

Windows プラット
フォームバージョ
ン 1.0.0 でのトラ
フィックフロー

IAM アクセス許可

Amazon ECR ログ
イン認証情報の取
得

Fargate が所有す
る ENI

タスク ENI タスク ENI タスク実行IAM 
ロール

イメージプル タスク ENI タスク ENI タスク ENI タスク実行IAM 
ロール

ログドライバーに
よるログの送信

タスク ENI タスク ENI タスク ENI タスク実行IAM 
ロール

FireLens for 
Amazon ECS を介
したログの送信

タスク ENI タスク ENI タスク ENI タスク IAM ロール

Secrets Manager 
またはSystems 
Manager からシー
クレットの取得

Fargate が所有す
る ENI

タスク ENI タスク ENI タスク実行IAM 
ロール

Amazon EFS ファ
イルシステムトラ
フィック

利用不可 タスク ENI タスク ENI タスク IAM ロール

アプリケーション
のトラフィック

タスク ENI タスク ENI タスク ENI タスク IAM ロール
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Fargate タスクネットワーキングに関する考慮事項
タスクネットワーキングを使用する際は、以下の点を考慮してください。

• Amazon ECS のサービスにリンクされたロールは、ユーザーの代わりにその他の AWS サービスを呼
び出すアクセス許可 を Amazon ECS に付与します。このロールは、クラスターを作成する際、または 
AWS Management Console 内のサービスを作成または更新する際に自動的に作成されます。詳細につい
ては、「Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照してください。サービスにリ
ンクされたロールは、次の AWS CLI コマンドを使用して作成することもできます。

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name ecs.amazonaws.com

• VPC で enableDnsHostnames と enableDnsSupport オプションの両方が有効になっている場
合、Amazon ECS は、Amazon が提供する (内部) DNS ホスト名を使用してタスクのホスト名を設定し
ます。これらのオプションが有効でない場合、タスクの DNS ホスト名にはランダムな名前が付けられ
ます。VPC の DNS 設定の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC の DNS 属性を
変更する」を参照してください。

• awsVpcConfiguration には、最大 16 個のサブネットまでと、5 個のセキュリティグループ
までが指定可能です。詳細については、Amazon Elastic Container Service API リファレンス の
「AwsVpcConfiguration」を参照してください。

• Fargate によって作成およびアタッチされた ENI は、手動でデタッチしたり変更したりできません。こ
れは、実行中のタスクに関連付けられている ENI が誤って削除されないようにするためです。タスクの 
ENI を解放するには、タスクを停止します。

• VPC サブネットが更新され、使用する DHCP オプションセットが変更された場合でも、VPC を使用す
る既存のタスクにこれらの変更を適用することはできません。新しい設定で新しいタスクを開始し、変
更内容をテストしてロールバックの必要性がないことを確認した上で、古いタスクを停止しスムーズに
移行を行います。

• IPv6 CIDR ブロックを備えたサブネットで起動したタスクで、Fargate プラットフォームバージョン
1.4.0 以降 (Linux の場合) またはバージョン 1.0.0 (Windows の場合) を使用している場合、このタス
クには IPv6 アドレスのみが割り当てられます。

• プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux の場合)、またはバージョン 1.0.0 (Windows の場合) 
を使用するタスクの場合、タスク ENI はジャンボフレームをサポートします。ネットワークインター
フェイスは、最大転送単位 (MTU) で設定されます。MTU は、1 つのフレームに収まるペイロードの最
大サイズです。MTU が大きいほど、1 つのフレーム内に収まるアプリケーションのペイロードが増え
るため、フレームあたりのオーバーヘッドが減少し、効率が向上します。ジャンボフレームをサポート
し、タスクと転送先とのネットワークパスでジャンボフレームをサポートすると、オーバーヘッドを削
減できます。

• Fargate 起動タイプを使用するタスクのサービスは、Application Load Balancer と Network Load 
Balancer のみをサポートします。Classic Load Balancer はサポートされていません。ターゲットグルー
プを作成する場合は、ターゲットタイプとして instance ではなく、ip を選択する必要があります。
詳細については、「サービスの負荷分散 (p. 255)」を参照してください。

デュアルスタックモードでの VPC の使用
デュアルスタックモードで VPC を使用する場合、タスクは IPv4 または IPv6、あるいはその両方を経由し
て通信できます。IPv4 アドレスと IPv6 アドレスは互いに独立しています。また VPC で IPv4 と IPv6 の
ルーティングとセキュリティを設定する必要があります。VPC をデュアルスタックモードに設定する方法
の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「IPv6 への移行」を参照してください。

以下の条件が満たされた場合、Fargate の Amazon ECS タスクには IPv6 アドレスが割り当てられます。

• VPC とサブネットが IPv6 に対して有効になっています。VPC をデュアルスタックモード用に設定する
方法については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「既存の VPC を IPv4 から IPv6 に移行する」を
参照してください。
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• タスクまたはサービスは、Linux 用の Fargate プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用します。
• dualStackIPv6 アカウント設定が有効になります。詳細については、「アカウント設定 (p. 194)」

を参照してください。

VPC が、インターネットゲートウェイまたは出力専用インターネットゲートウェイを使用して設定されて
いる場合には、IPv6 アドレスが割り当てられた Fargate の Amazon ECS タスクから、インターネットへ
のアクセスが可能になります。NAT ゲートウェイは必要ありません。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「インターネットゲートウェイ」および「Egress-only インターネットゲートウェイ」を参照
してください。

awslogs ログドライバーを使用する
タスクのコンテナを設定して CloudWatch Logs にログ情報を送信できます。これを行うと、Fargate タス
ク内のコンテナのログを表示できるようになります。このトピックでは、タスク定義で awslogs ログド
ライバーの使用を開始する方法を説明します。

Note

タスクのコンテナによってログ記録される情報のタイプは、ENTRYPOINT コマンドによって大
きく異なります。デフォルトでは、キャプチャされるログには、コンテナをローカルに実行した
場合に通常はインタラクティブターミナルに表示されるコマンド出力 (STDOUT および STDERR
I/O ストリーム) が表示されます。awslogs ログドライバーは、これらのログを Docker から 
CloudWatch Logs に渡します。Docker ログの処理方法 (ファイルデータやストリームをキャプ
チャする別の方法) の詳細については、Docker ドキュメントの「コンテナまたはサービスのログ
を表示する」を参照してください。

コンテナ用の awslogs ログドライバーを有効にする
タスクで Fargate 起動タイプを使用する場合、awslogs ログドライバーを有効化するには、必要な
logConfiguration パラメータをタスク定義に追加する必要があります。詳細については、「タスク定
義でログ設定を指定する (p. 139)」を参照してください。

ロググループを作成する
awslogs ログドライバーでは、CloudWatch Logs の既存のロググループにログストリームを送信するこ
とも、ユーザーに代わって新しいロググループを作成することも可能です。AWS Management Console 
には、ecs をプレフィックスとするタスク定義ファミリー名を使用して自動的にロググループを作成す
る、自動設定オプションが用意されています。または、手動でログ設定オプションを指定し、awslogs-
create-group オプションに値 true を指定することもできます。これにより、ロググループが自動的に
作成されます。

Note

awslogs-create-group オプションを使用してロググループを作成するには、タスク実行 IAM 
ロールポリシーまたは EC2 インスタンスロールポリシーに logs:CreateLogGroup 許可が含ま
れている必要があります。

次のコードは、awslogs-create-group オプションの設定方法を示しています。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
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                "options": { 
                    "awslogs-group": "firelens-container", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
                } 
            }
}

自動設定機能を使用してロググループを作成する
Amazon ECS コンソールでタスク定義を登録する際、Amazon ECS による CloudWatch Logs の自動設定
を許可することができます。この設定を行うと、ecs をプレフィックスとするタスク定義ファミリー名を
使用して、自動的にロググループが作成されます。詳細については、「the section called “コンソールを使
用したタスク定義の作成” (p. 73)」を参照してください。

使用できる awslogs ログドライバーのオプション
awslogs ログドライバーは、Amazon ECS タスク定義で以下のオプションをサポートします。詳細につ
いては、「CloudWatch Logs ロギングドライバー」を参照してください。

awslogs-create-group

必須: いいえ

ロググループを自動的に作成させるかどうかを指定します。このオプションを指定しない場合、デ
フォルトは [false] です。

Note

logs:CreateLogGroup を使用しようとする前に、IAM ポリシーには awslogs-create-
group アクセス権限が含まれている必要があります。

awslogs-region

必須: はい

awslogs ログドライバが Docker ログを送信する先の、AWS リージョン を指定します。CloudWatch 
Logs では、異なるリージョンのクラスターからすべてのログを 1 つのリージョンに送信するように選
択できます。これにより、すべてのログを一元的な場所で確認できるようになります。他にも、リー
ジョンごとにそれらを分離して、より細分化することが可能です。このオプションで指定するリー
ジョンに、対象のロググループが存在することを確認してください。

awslogs-group

必須: はい

awslogs ログドライバーがログストリームを送信する先の、ロググループを指定する必要がありま
す。詳細については、「ロググループを作成する (p. 136)」を参照してください。

awslogs-stream-prefix

必須:はい。Fargate 起動タイプを使用する場合は必須です。EC2 launch タイプの場合は

指定したプレフィックス、コンテナ名、コンテナが属する Amazon ECS タスクの ID にログストリー
ムを関連付けるには、awslogs-stream-prefix オプションを使用します。このオプションでプレ
フィックスを指定した場合、ログストリームの形式は以下のようになります。

prefix-name/container-name/ecs-task-id
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Amazon ECS サービスでは、サービス名をプレフィックスとして使用できます。これにより、コンテ
ナが属するサービスへのログストリームと、それを送信したコンテナの名前、およびそのコンテナが
所属するタスクの ID を追跡できます。

awslogs-datetime-format

必須: いいえ

このオプションは、Python strftime 形式で複数行起動パターンを定義します。ログメッセージは、
パターンに一致する 1 行と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。一致する 1 行と
は、ログメッセージ間の区切りです。

この形式を使用する場合のユースケースの例としては、スタックダンプなどの解析された出力があ
り、これを使用しなければ、複数のエントリに記録されることになります。適切なパターンにより、
単一のエントリにキャプチャさせます。

詳細については、「awslogs-datetime-format」を参照してください。

awslogs-datetime-format と awslogs-multiline-pattern オプションの両方を設定すること
はできません。

Note

複数行のログ記録は、すべてのログメッセージの正規表現の解析とマッチングを実行しま
す。これによりログ記録のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。

awslogs-multiline-pattern

必須: いいえ

このオプションでは、正規表現を使用する複数行起動パターンを定義します。ログメッセージは、パ
ターンに一致する 1 行と、それに続くパターンに一致しない行で構成されます。一致する 1 行とは、
ログメッセージ間の区切りです。

詳細については、「awslogs-multiline-pattern」を参照してください。

awslogs-datetime-format も設定されている場合は、このオプションは無視されます。

awslogs-datetime-format と awslogs-multiline-pattern オプションの両方を設定すること
はできません。

Note

複数行のログ記録は、すべてのログメッセージの正規表現の解析とマッチングを実行しま
す。これによりログ記録のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。

mode

必須: いいえ

有効な値: non-blocking | blocking

デフォルト値: blocking

コンテナから awslogs へのログメッセージの配信モード。詳細については、「ログドライバーを設
定する」を参照してください。

max-buffer-size

必須: いいえ

デフォルト値: 1m

non-blocking モードが使用されている場合、max-buffer-size ログオプションは、中間メッ
セージ用のストレージに使用されるリングバッファのサイズを制御します。
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タスク定義でログ設定を指定する
コンテナがログを CloudWatch に送信する前に、タスク定義でコンテナの awslogs ログドライバーを指
定する必要があります。このセクションでは、コンテナが awslogs ログドライバーを使用するためのロ
グ設定について説明します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参
照してください。

下にあるタスク定義 JSON には、各コンテナに指定された logConfiguration オブジェクトが含まれて
います。その 1 つは、awslogs-wordpress というロググループにログを送信する WordPress コンテナ
用です。もう 1 つは、awslogs-mysql というロググループにログを送信する MySQL コンテナ用です。
どちらのコンテナも awslogs-example ログストリームプレフィックスを使用します。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "wordpress", 
            "links": [ 
                "mysql" 
            ], 
            "image": "wordpress", 
            "essential": true, 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "containerPort": 80, 
                    "hostPort": 80 
                } 
            ], 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-group": "awslogs-wordpress", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example" 
                } 
            }, 
            "memory": 500, 
            "cpu": 10 
        }, 
        { 
            "environment": [ 
                { 
                    "name": "MYSQL_ROOT_PASSWORD", 
                    "value": "password" 
                } 
            ], 
            "name": "mysql", 
            "image": "mysql", 
            "cpu": 10, 
            "memory": 500, 
            "essential": true, 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-group": "awslogs-mysql", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-stream-prefix": "awslogs-example" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "family": "awslogs-example"
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}

CloudWatch Logs での コンテナログの表示
awslogs ログドライバーを使用する Fargate タスクを起動した後、設定済みコンテナはログデータを 
CloudWatch Logs に送信する必要があります。これらのログはコンソールで表示および検索できます。

Amazon ECS コンソールからコンテナの CloudWatch Logs データを表示するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [Clusters] ページで、表示するタスクを含むクラスターを選択します。
3. [Cluster: cluster_name] ページで、[タスク] を選択して表示するタスクを選択します。
4. [タスク: task_id] ページの [コンテナの詳細] で、[ログ設定] を選択してログを表示します。
5. [Log Configuration (ログ設定)] セクションで、[CloudWatch のログを表示] を選択しま

す。CloudWatch コンソールに関連ログストリームが開きます。

CloudWatch コンソールで CloudWatch Logs データを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [Logs] (ログ) を選択します。
3. 表示するロググループを選択します。「ロググループを作成する (p. 136)」で作成したロググループ

が表示されます。
4. 表示するログストリームを選択します。

カスタムログルーティング
FireLens for Amazon ECS では、タスク定義パラメータを使用してログを AWS のサービスや AWS パート
ナーネットワーク (APN) の宛先にルーティングし、ログを保存および分析できます。FireLens は Fluentd
とFluent Bit と連携します。Fluent Bit イメージ用に AWS を提供していますが、Fluentd や Fluent Bit のイ
メージはご用意いただいたものを使用することもできます。

FireLens 設定を使用した Amazon ECS タスク定義の作成は、AWS SDK、AWS CLI、および AWS 
Management Console でサポートされています。

考慮事項
FireLens for Amazon ECS を使用する際は、以下の点を考慮してください。

• FireLens for Amazon ECS は、Linux の AWS Fargate と Linux の Amazon EC2 の両方でホストされたタ
スクでサポートされます。Windows コンテナは FireLens をサポートしていません。

Windows コンテナの集中ロギングを設定する方法については、「Centralized logging for Windows 
containers on Amazon ECS using Fluent Bit」(Fluent Bit を使用した Amazon ECS での Windows コンテ
ナの集中ロギング) を参照してください。

• Amazon ECS の FireLens は、AWS CloudFormation テンプレートでサポートされています。詳細につ
いては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS::ECS::TaskDefinition FirelensConfiguration」を
参照してください。

• FireLens はポート 24224 でリッスンするため、FireLens ログルーターがタスク外に到達できないよ
うにするには、タスクが使用するセキュリティグループでポート 24224 でのインバウンドトラフィッ
クを許可してはなりません。awsvpc ネットワークモードを使用するタスクの場合、これは、そのタ
スクに関連付けられたセキュリティグループです。host ネットワークモードを使用するタスクでは、

140

https://console.aws.amazon.com/ecs/v2
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://www.fluentd.org/
https://fluentbit.io/
http://aws.amazon.com/blogs/containers/centralized-logging-for-windows-containers-on-amazon-ecs-using-fluent-bit/
http://aws.amazon.com/blogs/containers/centralized-logging-for-windows-containers-on-amazon-ecs-using-fluent-bit/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-ecs-taskdefinition-firelensconfiguration.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
必要な IAM 許可

そのタスクをホストする Amazon EC2 インスタンスに関連付けられているセキュリティグループで
す。bridge ネットワークモードを使用するタスクの場合、ポート 24224 を使用するポートマッピング
を作成しないでください。

• bridge ネットワークモードを使用するタスクの場合、FireLens 設定のコンテナは、それに依存する
アプリケーションコンテナが開始する前に開始する必要があります。コンテナの開始順序を制御するに
は、タスク定義の依存関係条件を使用します。詳細については、「コンテナの依存関係 (p. 112)」を参
照してください。

Note

FireLens 設定のコンテナ定義で依存関係条件パラメータを使用する場合は、各コンテナに
START または HEALTHY 条件要件があることを確認してください。

• デフォルトでは、FireLens はクラスターとタスクの定義名、およびクラスターの Amazon リソースネー
ム (ARN) をメタデータキーとして stdout/stderr コンテナログに追加します。メタデータ形式の例を次に
示します。

"ecs_cluster": "cluster-name",
"ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:region:111122223333:task/cluster-
name/f2ad7dba413f45ddb4EXAMPLE",
"ecs_task_definition": "task-def-name:revision",

ログにメタデータを含めたくない場合は、タスク定義の「firelensConfiguration」セクションで
enable-ecs-log-metadata を false に設定します。

"firelensConfiguration":{ 
   "type":"fluentbit", 
   "options":{ 
       "enable-ecs-log-metadata":"false", 
      "config-file-type":"file", 
      "config-file-value":"/extra.conf"
}

必要な IAM 許可
この機能を使用するには、タスク用の IAM ロールを作成し、AWS のサービスを使用するために必要なア
クセス許可をタスクに付与する必要があります。例えば、コンテナから Kinesis Data Firehose にログを
ルーティングする場合、タスクには firehose:PutRecordBatch API を呼び出すためのアクセス許可が
必要です。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追加と削除」を参照してくだ
さい。

次の IAM ポリシー例では、ログを Kinesis Data Firehose にルーティングするために必要なアクセス許可
を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "firehose:PutRecordBatch" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}
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以下の場合は、タスクに Amazon ECS タスク実行ロールが必要になることもあります。詳細については、
「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

• タスクが Fargate でホストされていて、Amazon ECR からコンテナイメージをプルしたり、ログ設定で 
AWS Secrets Manager の機密データを参照したりする場合は、タスク実行 IAM ロールを含める必要が
あります。

• Amazon S3 でホストされるカスタム設定ファイルを指定する場合、タスクの実行 IAM ロールには、設
定ファイル用の s3:GetObject アクセス許可と、ファイルが格納されている Amazon S3 バケットに
対する s3:GetBucketLocation アクセス許可を含める必要があります。詳細については、「Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド」の「ポリシーでのアクセス許可の指定」を参照してくださ
い。

次の IAM ポリシー例では、Amazon S3 からファイルを取得するために必要なアクセス許可を追加しま
す。Amazon S3 バケットの名前と設定ファイル名を指定します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::examplebucket/folder_name/config_file_name" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::examplebucket" 
      ] 
    } 
  ]
}

Fluentd バッファ制限
タスク定義を作成するときに、log-driver-buffer-limit で値 (バイト単位) を指定することにより、
メモリにバッファリングされるイベント数を指定できます。詳細については、Docker ドキュメントの
「Fluentd ロギングドライバー」を参照してください。

このオプションは、スループットが高いために Docker がバッファメモリを使い果たし、新しいメッセー
ジを追加するためにバッファメッセージを破棄する可能性がある場合に使用します。ログが失われた場
合、トラブルシューティングが困難になる可能性があります。バッファ制限を設定することで、この問題
を防ぐのに役立つかもしれません。

以下に、log-driver-buffer-limit を指定するための構文を示します。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-
bit:stable", 
            "name": "log_router", 

142

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/using-with-s3-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/using-with-s3-actions.html
https://docs.docker.com/config/containers/logging/fluentd/


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
Fluentd バッファ制限

            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit" 
            }, 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "firelens-container", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
        }, 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "httpd", 
            "name": "app", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awsfirelens", 
                "options": { 
                    "Name": "firehose", 
                    "region": "us-west-2", 
                    "delivery_stream": "my-stream", 
                    "log-driver-buffer-limit": "2097152" 
                } 
            }, 
            "dependsOn": [ 
                { 
                    "containerName": "log_router", 
                    "condition": "START" 
                } 
            ], 
            "memoryReservation": 100 
        } 
    ]
}

バッファ制限オプションを指定して FireLens for Amazon ECS を使用する場合は、以下の点を考慮してく
ださい。

• このオプションは、Amazon EC2 起動タイプおよび プラットフォームバージョン 1.4.0 以降の 
Fargate 起動タイプでサポートされています。

• このオプションは、logDriver が awsfirelens に設定されている場合にのみ有効です。
• デフォルトのバッファ制限は 1 MiB です。
• 有効な値は 0 および 536870912 (512 MiB) です。
• タスクレベルで割り当てられたメモリの合計量は、メモリバッファ制限に加えて、すべてのコ

ンテナに割り当てられたメモリ量よりも大きくなければなりません。コンテナの memory 値と
memoryReservertion 値を指定しない場合、指定するバッファメモリの合計量は 536870912
(512MiB) 未満である必要があります。具体的には、アプリケーションコンテナを awsfirelens ログ
ドライバーと log-driver-buffer-limit オプションを 300 MiB に設定します。ただし、 log-
driver-buffer-limit が 300 MiB (300 MiB × 2> 512 MiB) に設定されたコンテナが 2 つ以上ある場
合、タスクを実行することはできません。
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TCP 経由で Fluent ロガーライブラリまたは Log4j を
使用する
awsfirelens ログドライバーがタスク定義で指定されている場合、Amazon ECS コンテナエージェント
は次の環境変数をコンテナに挿入します。

FLUENT_HOST

FireLens コンテナに割り当てられた IP アドレス。
FLUENT_PORT

Fluent Forward プロトコルがリッスンしているポート。

FLUENT_HOST 環境変数および FLUENT_PORT 環境変数を使用すると、stdout を介することなく、コー
ドからログルーターに直接ログを記録できます。詳細については、GitHub の「flluent-logger-golang」 を
参照してください。

• the section called “Fluent Bit イメージに AWS を使用する” (p. 144)
• the section called “FireLens 設定を使用するタスク定義の作成” (p. 146)
• the section called “正規表現を使用したログのフィルタリング” (p. 149)
• the section called “タスク定義の例” (p. 165)

Fluent Bit イメージに AWS を使用する
AWS は、CloudWatch Logs と Kinesis Data Firehose の両方のプラグインに Fluent Bit イメージを提供し
ます。Fluent Bit は、リソース使用率が Fluentd よりも低いため、ログルーターとして使用することをお
勧めします。詳細については、「CloudWatch Logs for Fluent Bit」および「Amazon Kinesis Firehose for 
Fluent Bit」を参照してください。

AWS for Fluent Bit イメージは、高可用性を実現するために、ほとんどの AWS リージョン で、Amazon 
ECR 公開ギャラリーと Amazon ECR リポジトリの両方の Amazon ECR で利用が可能です。

Amazon ECR 公開ギャラリー
AWS for Fluent Bit イメージは Amazon ECR 公開ギャラリーで利用できます。これはパブリックリポジト
リであり、すべての AWS リージョン リージョンから使用できるため、AWS for Fluent Bit イメージのダウ
ンロード先として推奨されます 詳細については、Amazon ECR 公開ギャラリーの「aws-for-fluent-bit」を
参照してください。

Linux

Amazon ECR Public Gallery の AWS for Fluent Bit イメージは、ARM 64 または x86-64 アーキテクチャの 
Amazon Linux オペレーティングシステムをサポートしています。

目的のイメージタグを使用してリポジトリ URL を指定することにより、Amazon ECR 公開ギャラリーか
らAWS for Fluent Bit イメージをプルできます。利用可能な画像タグは、Amazon ECR 公開ギャラリーの 
[Image tags (画像タグ)] タブにあります。

Docker CLI で使用する構文を以下に示します。

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:tag
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例えば、次の Docker CLI コマンドを使用して、AWS for Fluent Bit イメージの最新安定版をプルできま
す。

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:stable

Note

認証されていないプルは許可されますが、認証されたプルよりもレート制限が低くなります。プ
ルする前に、次のコマンドを使用して AWS アカウントの使用を認証します。

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

Windows
Amazon ECR Public Gallery の AWS for Fluent Bit イメージは、次のオペレーティングシステムを備えた
AMD64 アーキテクチャをサポートしています。

• Windows Server 2022 Full
• Windows Server 2022 Core
• Windows Server 2019 Full
• Windows Server 2019 Core

AWS Fargate の Windows コンテナは FireLens をサポートしません。

目的のイメージタグを使用してリポジトリ URL を指定することにより、Amazon ECR 公開ギャラリーか
らAWS for Fluent Bit イメージをプルできます。利用可能な画像タグは、Amazon ECR 公開ギャラリーの 
[Image tags (画像タグ)] タブにあります。

Docker CLI で使用する構文を以下に示します。

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:tag

例えば、次の Docker CLI コマンドを使用して、AWS for Fluent Bit イメージの最新安定版をプルできま
す。

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:windowsservercore-stable

Note

認証されていないプルは許可されますが、認証されたプルよりもレート制限が低くなります。プ
ルする前に、次のコマンドを使用して AWS アカウントの使用を認証します。

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

Amazon ECR
AWS for Fluent Bit イメージは、Amazon ECR で高可用性を活用できます。これらのイメージは、AWS 
GovCloud (US) を含むほとんどの AWS リージョン で利用できます。

Linux
最新の安定している AWS for Fluent Bit イメージの URI は、次のコマンドを使用して取得できます。
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aws ssm get-parameters \ 
      --names /aws/service/aws-for-fluent-bit/stable \ 
      --region us-east-1

次のコマンドを使用して Systems Manager パラメータストアのパラメータをクエリすると、AWS for 
Fluent Bit イメージのすべてのバージョンを一覧表示できます。

aws ssm get-parameters-by-path \ 
      --path /aws/service/aws-for-fluent-bit \ 
      --region us-east-1 

AWS for Fluent Bit イメージの最新安定版は、Systems Manager パラメータストア名を参照することによ
り、AWS CloudFormation テンプレート内に見つかります。次に例を示します。

Parameters: 
  FireLensImage: 
    Description: Fluent Bit image for the FireLens Container 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<String> 
    Default: /aws/service/aws-for-fluent-bit/stable

Windows

最新の安定している AWS for Fluent Bit イメージの URI は、次のコマンドを使用して取得できます。

aws ssm get-parameters \ 
      --names /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore:stable \ 
      --region us-east-1

次のコマンドを使用して Systems Manager パラメータストアのパラメータをクエリすると、AWS for 
Fluent Bit イメージのすべてのバージョンを一覧表示できます。

aws ssm get-parameters-by-path \ 
      --path /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore \ 
      --region us-east-1 

最新の安定している AWS for Fluent Bit イメージは、Systems Manager パラメータストア名を参照するこ
とにより、AWS CloudFormation テンプレートで参照できます。次に例を示します。

Parameters: 
  FireLensImage: 
    Description: Fluent Bit image for the FireLens Container 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<String> 
    Default: /aws/service/aws-for-fluent-bit/windowsservercore:stable

FireLens 設定を使用するタスク定義の作成
FireLens でカスタムログルーティングを使用するには、タスク定義で以下を指定する必要があります。

• FireLens 設定を含むログルーターコンテナ。コンテナは essential とマークすることが推奨されま
す。

• awsfirelens ログドライバーを指定するログ設定を含む 1 つ以上のアプリケーションコンテナ。
• タスクでログをルーティングするために必要なアクセス許可を含むタスク IAM ロール の、Amazon リ

ソースネーム (ARN)。

146



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
FireLens 設定を使用するタスク定義の作成

AWS Management Console を使用して新しいタスク定義を作成する場合、ログルーターコンテナを簡単に
追加できる FireLens 統合セクションがあります。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の
作成 (p. 73)」を参照してください。

Amazon ECS はログ設定を変換し、Fluentd または Fluent Bit 出力設定を生成します。出力設定は、/
fluent-bit/etc/fluent-bit.conf (Fluent Bit) および /fluentd/etc/fluent.conf (Fluentd) の
ログルーティングコンテナにマウントされます。

Important

FireLens は、ポート 24224 でリッスンします。したがって、FireLens ログルーターがタスクの
外に到達できないようにするには、タスクが使用するセキュリティグループで、ポート 24224 で
の入力トラフィックを許可してはなりません。awsvpc ネットワークモードを使用する場合、こ
のセキュリティグループは、タスクに関連付けられたセキュリティグループです。host ネット
ワークモードを使用する場合、これはタスクをホストする Amazon EC2 インスタンスに関連付け
られているセキュリティグループです。bridge ネットワークモードを使用するタスクの場合、
ポート 24224 を使用するポートマッピングを作成しないでください。

以下のタスク定義の例では、Fluent Bit を使用してログを CloudWatch Logs にルーティングするログルー
ターコンテナを定義しています。また、これによりアプリケーションコンテナを定義します。このコン
テナでは、ログ設定を使用してログをAmazon Kinesis Data Firehose にルーティングし、イベントのバッ
ファリングに使用されるメモリを 2MiB に設定します。

{ 
    "family": "firelens-example-firehose", 
    "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-
bit:stable", 
            "name": "log_router", 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit" 
            }, 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "firelens-container", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
        }, 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "httpd", 
            "name": "app", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awsfirelens", 
                "options": { 
                    "Name": "firehose", 
                    "region": "us-west-2", 
                    "delivery_stream": "my-stream", 
                    "log-driver-buffer-limit": "2097152" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 100 
        } 
    ]
}
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logConfiguration オブジェクトのオプションとして指定されたキーバリューペアは、Fluentd または 
Fluent Bit 出力設定の生成に使用されます。Fluent Bit 出力定義のコード例は次のとおりです。

[OUTPUT] 
    Name   firehose 
    Match  app-firelens* 
    region us-west-2
    delivery_stream my-stream

Note

FireLens は match 設定を管理します。この設定は、タスク定義では指定されません。

Amazon ECS メタデータの使用
タスク定義で FireLens 設定を指定する場合、必要に応じて enable-ecs-log-metadata の値を切り
替えることができます。デフォルトでは、Amazon ECS は、ログのソースを識別するのに役立つ追加
のフィールドをログエントリに追加します。このアクションをオフにするには、enable-ecs-log-
metadata を false に設定します。

• ecs_cluster - タスクが所属するクラスターの名前。
• ecs_task_arn – コンテナが属しているタスクの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
• ecs_task_definition - タスクが使用しているタスク定義名とリビジョン。

次に、Amazon ECS ログメタデータの設定値を指定するときに必要な構文を示します。

{ 
   "containerDefinitions":[ 
      { 
         "essential":true, 
         "image":"906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable", 
         "name":"log_router", 
         "firelensConfiguration":{ 
            "type":"fluentbit", 
            "options":{ 
               "enable-ecs-log-metadata":"true | false" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

カスタム設定ファイルの指定
FireLens で自動的に生成される設定ファイルに加えて、自分でカスタム設定ファイルを指定することもで
きます。設定ファイルの形式は、使用しているログルーターでネイティブな形式を使用します。詳細につ
いては、「Fluentd 設定ファイルの構文」および「Fluent Bit 設定ファイル」を参照してください。

カスタム設定ファイルでは、bridge または awsvpc ネットワークモードを使用するタスクについ
て、TCP 経由で Fluentd または Fluent Bit の転送入力を設定しないでください。入力設定は FireLens によ
り追加されています。

カスタム設定ファイルを指定するには、FireLens 設定に次のオプションを含める必要があります。

config-file-type

カスタム設定ファイルのソースの場所。使用できるオプションは、s3 または file です。
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Note

AWS Fargate でホストされるタスクは、file 設定ファイルタイプのみをサポートします。
config-file-value

カスタム設定ファイルのソース。s3 設定ファイルタイプを使用する場合、設定ファイルの値は 
Amazon S3 バケットとファイルの完全な ARN です。file 設定ファイルタイプを使用する場合、設
定ファイルのこの値は、コンテナイメージ内、またはそのコンテナにマウントされているボリューム
上に存在する設定ファイルへの完全パスです。

Important

カスタム設定ファイルを使用する場合、FireLens が使用するパスとは異なるパスを指定す
る必要があります。Amazon ECS は Fluent Bit に /fluent-bit/etc/fluent-bit.conf
ファイルパスと Fluentd に /fluentd/etc/fluent.conf を指定します。

次の例は、カスタム設定を指定するときに必要な構文を示しています。

Important

Amazon S3 でホストされるカスタム設定ファイルを指定するには、適切なアクセス許可を持つ
タスク実行 IAM ロールが作成されている必要があります。詳細については、「必要な IAM 許
可 (p. 141)」を参照してください。

次に、カスタム設定を指定する際に必要な構文を示します。

{ 
   "containerDefinitions":[ 
      { 
         "essential":true, 
         "image":"906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable", 
         "name":"log_router", 
         "firelensConfiguration":{ 
            "type":"fluentbit", 
            "options":{ 
               "config-file-type":"s3 | file", 
               "config-file-value":"arn:aws:s3:::mybucket/fluent.conf | filepath" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Note

AWS Fargate でホストされるタスクは、file 設定ファイルタイプのみをサポートします。

正規表現を使用したログのフィルタリング
Fluentd と Fluent Bit はどちらも、ログの内容に応じたログのフィルタリングをサポートしていま
す。FireLens には、このフィルタリングを有効にするための簡単な方法があります。コンテナ定義のロ
グ設定 options では、正規表現を値として受け取る特殊なキー include-pattern および exclude-
pattern を指定できます。exclude-pattern キーでは、正規表現に一致するすべてのログが削除され
ます。include-pattern では、正規表現に一致するログのみが送信されます。これらのキーは一緒に使
用できます。

次の例は、このフィルタの使用方法を示しています。
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{ 
   "containerDefinitions":[ 
      { 
         "logConfiguration":{ 
            "logDriver":"awsfirelens", 
            "options":{ 
               "@type":"cloudwatch_logs", 
               "log_group_name":"firelens-testing", 
               "auto_create_stream":"true", 
               "use_tag_as_stream":"true", 
               "region":"us-west-2", 
               "exclude-pattern":"^[a-z][aeiou].*$", 
               "include-pattern":"^.*[aeiou]$" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

複数行またはスタックトレースログメッセージを連結
する
Fluent Bit バージョン 2.22.0 以降の AWS では、複数行フィルターが含まれています。複数行フィルター
は、もともと 1 つのコンテキストに属していても、複数のレコードまたはログ行に分割されたログメッ
セージを連結するのに役立ちます。複数行フィルターの詳細については、「Fluent Bit documentation」
(Fluent Bit ドキュメント) を参照してください。

以下は、分割されたログメッセージの一般的な例です。

• スタックトレース
• 複数の行にログを出力するアプリケーション。
• 指定されたランタイムの最大バッファサイズを超過した場合に、ログメッセージが分割されます GitHub 

の例、「FireLens Example: Concatenate Partial/Split Container Logs」(FireLens の例:部分/分割コンテ
ナログの連結) に従い、コンテナランタイムによって分割されたログメッセージを連結することができ
ます。

必要な IAM 許可
コンテナエージェントが Amazon ECR からコンテナイメージをプルし、コンテナがログを CloudWatch 
Logs にルーティングするために必要なIAM 許可を持っていることを確認する必要があります。

これらの許可には、次のロールが必要です。

• タスク IAM ロール
• Amazon ECS タスク実行 IAM ロール

このタスクロールは、ログを送信先にルーティングするために必要な許可を、Firelens のログルータコン
テナに付与します。この例では、ログを CloudWatch Logs にルーティングしています。このロールを作
成するには、ログストリーム、ロググループ、およびログイベントの書き込みを作成する許可を持つポリ
シーを作成します。そのポリシーをロールにアタッチします。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、次に [Create Policy (ポリシーの作成)] を選

択します。
3. [JSON] を選択し、次の許可を貼り付けます。
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{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
   "logs:CreateLogStream", 
   "logs:CreateLogGroup", 
   "logs:PutLogEvents" 
  ], 
  "Resource": "*" 
 }]
}

4. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択して、整理するためのタグをポリシーに追加して整理します。続い
て、[Next: Review] をクリックします。

5. [Review Policy] ページで、[Name] にポリシーの一意の名前を入力します。この例では、ecs-
policy-for-firelens を使用します。必要に応じて、ポリシーの説明を指定することもできま
す。

6. [Create policy (ポリシーの作成)] を選択して終了します。
7. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
8. [Trusted entity type] (信頼されたエンティティのタイプ) セクションで、AWS のサービス を選択しま

す。
9. [ユースケース] では、[Elastic Container Service] を選択します。
10. [Elastic Container サービスタスク]、その後 [次] を選択します。
11. 作成した ecs-policy-for-firelens ポリシーにロールを関連付け、[次へ]を選択します。
12. ルールの一意の名前を入力します。この例では、以下を使用します: ecs-task-role-for-firelens。

Amazon ECS タスク実行 IAM ロールがあることを確認します

Amazon ECR からコンテナイメージをプルする許可をコンテナエージェントに付与するには、タスク実行
ロールが必要です。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、ecsTaskExecutionRole を検索します。
3. ecsTaskExecutionRole ロールが表示されていない場合は、ロールを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「Amazon ECS タスク
実行 IAM ロール」を参照してください。

複数行ログの設定を使用する場合を決定する
CloudWatch Logs コンソールで、デフォルトのログ設定で表示されるログスニペットの例を次に示しま
す。log で始まる行を見て、複数行フィルタが必要かどうかを判断できます。コンテキストが同じ場合
は、複数行ログ設定を使用できます。この例の場合、コンテキストは以下のとおりです。

2022-09-20T15:47:56:595-05-00                           {"container_id": 
 "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-app", "source=": 
 "stdout", "log": ": "     at com.myproject.modele.(MyProject.badMethod.java:22)", 
    { 
      "container_id":  "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", 
      "container_name: ": "example-app", 
      "source": "stdout", 
      "log": ": "     at com.myproject.model.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)", 
      "ecs_cluster": "default", 
      "ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE", 
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      "ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:3" 
     } 
         

2022-09-20T15:47:56:595-05-00                           {"container_id": 
 "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-app", "stdout", 
 "log": ": "     at com.myproject.modele.(MyProject.oneMoreMethod.java:18)", 
    { 
      "container_id":  "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", 
      "container_name: ": "example-app", 
      "source": "stdout", 
      "log": ": "     at com.myproject.model.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)", 
      "ecs_cluster": "default", 
      "ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE, 
      "ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:3" 
     } 
         

複数行のログ設定を使用すると、出力は次の例のようになります。

2022-09-20T15:47:56:595-05-00                           {"container_id": 
 "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", "container_name": "example-app", "stdout",... 
    { 
      "container_id":  "82ba37cada1d44d389b03e78caf74faa-EXAMPLE", 
      "container_name: ": "example-app", 
      "source": "stdout", 
       "log:    "September 20, 2022 06:41:48 Exception in thread \"main\" 
 java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!\n     
    at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)\n    at    
    at com.myproject.model.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18) 
 com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)", 
      "ecs_cluster": "default", 
      "ecs_task_arn": "arn:aws:region:123456789012:task/default/
b23c940d29ed4714971cba72cEXAMPLE", 
      "ecs_task_definition": "firelense-example-multiline:2" 
     } 
         

オプションを解析して連結する
ログを解析し、改行によって分割された行を連結するには、以下の 2 つのオプションのいずれかを使用し
ます。

• 同じメッセージに属する行を解析および連結するルールを含む独自のパーサーファイルを作成します。
• Fluent Bit 組み込みパーサーを使用します。Fluent Bit 組み込みパーサーでサポートされている言語のリ

ストについては、「Fluent Bit ドキュメント」を参照してください。

次のチュートリアルでは、各ユースケースの手順を説明します。この手順では、複数行を連結し、ログを 
Amazon CloudWatch に送信する方法について説明します。ログに別の宛先を指定できます。

例:作成したパーサーを使用する

このチュートリアルでは、次の手順を実行します。

1. Fluent Bit コンテナのイメージをビルドしてアップロードします。
2. 実行され、失敗し、複数行スタックトレースを生成するデモ複数行アプリケーションのイメージをビル

ドしてアップロードします。
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3. タスク定義を作成して、タスクを起動する
4. ログを表示して、複数の行にまたがるメッセージが連結されて表示されることを確認します。

Fluent Bit コンテナのイメージをビルドしてアップロードします。

このイメージには、正規表現を指定するパーサーファイルと、パーサーファイルを参照する設定ファイル
が含まれます。

1. FluentBitDockerImage という名前のフォルダを作成します。
2. フォルダ内で、ログを解析し、同じメッセージに属する行を連結するためのルールを含むパーサー

ファイルを作成します。

a. パーサーファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

[MULTILINE_PARSER] 
    name          multiline-regex-test 
    type          regex 
    flush_timeout 1000 
    # 
    # Regex rules for multiline parsing 
    # --------------------------------- 
    # 
    # configuration hints: 
    # 
    #  - first state always has the name: start_state 
    #  - every field in the rule must be inside double quotes 
    # 
    # rules |   state name  | regex pattern                  | next state 
    # ------|---------------|-------------------------------------------- 
    rule      "start_state"   "/(Dec \d+ \d+\:\d+\:\d+)(.*)/"  "cont" 
    rule      "cont"          "/^\s+at.*/"                     "cont"

正規表現パターンをカスタマイズするときは、正規表現エディタを使用して式をテストすること
をお勧めします。

b. parsers_multiline.conf という名前でファイルを保存します。
3. FluentBitDockerImage フォルダで、前のステップで作成したパーサーファイルを参照するカスタ

ム設定ファイルを作成します。

カスタム設定ファイルの詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」
の「カスタム設定ファイルの指定」を参照してください。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

[SERVICE] 
    flush                 1 
    log_level             info 
    parsers_file          /parsers_multiline.conf 
     
[FILTER] 
    name                  multiline 
    match                 * 
    multiline.key_content log 
    multiline.parser      multiline-regex-test

Note

パーサーの絶対パスを使用する必要があります。
b. extra.conf という名前でファイルを保存します。
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4. FluentBitDockerImage フォルダで、Fluent Bit イメージと、作成したパーサーファイルと設定
ファイルを使用して Dockerfile を作成します。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

FROM public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:latest

ADD parsers_multiline.conf /parsers_multiline.conf
ADD extra.conf /extra.conf

b. Dockerfile という名前でファイルを保存します。
5. Dockerfile を使用して、パーサーとカスタム設定ファイルが含まれたカスタム Fluent Bit イメージをビ

ルドします。

Note

このファイルパスが FireLens によって使用される /fluent-bit/etc/fluent-bit.conf
の場合を除いて、Dockerイメージの任意の場所にパーサーファイルと構成ファイルを配置で
きます。

a. イメージを構築します: docker build -t fluent-bit-multiline-image .

どこ: fluent-bit-multiline-image この例のイメージの名前です。
b. 次を実行して、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=fluent-bit-multiline-image

成功すると、出力にイメージと latest タグが表示されます。
6. カスタムの Fluent Bit イメージを Amazon Elastic Container Registry にアップロードします。

a. イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します: aws ecr create-repository 
--repository-name fluent-bit-multiline-repo --region us-east-1

どこ: fluent-bit-multiline-repo は、リポジトリの名前です。us-east-1 はこの例のリー
ジョンです。

出力には、新しいリポジトリの詳細が表示されます。
b. 前のステップの docker tag fluent-bit-multiline-image repositoryUri の値で

repositoryUri イメージにタグを付けます。

例: docker tag fluent-bit-multiline-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo

c. Docker イメージを実行して、正しく実行されたことを確認します: docker images —filter 
reference=repositoryUri

出力では、リポジトリ名が fluent-bit-multiline-repo から repositoryUri に変わります。
d. aws ecr get-login-password コマンドを実行し、認証先のレジストリ ID を指定し

て Amazon ECR を認証します: aws ecr get-login-password | docker login --
username AWS --password-stdin registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com

例: ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin 
xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

正常にログインメッセージが表示されます。
e. Amazon ECR にイメージをプッシュします: docker push registry 

ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name

例: docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-
multiline-repo 154
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デモ複数行アプリケーションのイメージをビルドしてアップロードする

このイメージには、アプリケーションを実行する Python スクリプトファイルと、サンプルログファイル
が含まれます。

タスクを実行すると、アプリケーションは実行をシミュレートし、失敗してスタックトレースを作成しま
す。

1. multiline-app という名前のフォルダを作成します: mkdir multiline-app
2. Python スクリプトファイルを作成します。

a. multiline-app フォルダで、ファイルを作成して、main.py という名前を付けます。
b. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

import os
import time
file1 = open('/test.log', 'r')
Lines = file1.readlines() 
  
count = 0

for i in range(10): 
    print("app running normally...") 
    time.sleep(1)

# Strips the newline character
for line in Lines: 
    count += 1 
    print(line.rstrip())
print(count)
print("app terminated.") 
                                 

c. main.py ファイルを保存します。
3. サンプルのログファイルを作成します。

a. multiline-app フォルダで、ファイルを作成して、test.log という名前を付けます。
b. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

single line...
Dec 14 06:41:08 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Something 
 has gone wrong, aborting! 
    at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22) 
    at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18) 
    at com.myproject.module.MyProject.anotherMethod(MyProject.java:14) 
    at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10) 
    at com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)
another line...

c. test.log ファイルを保存します。
4. multiline-app フォルダで Dockerfile を作成します。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
ADD test.log /test.log

RUN yum upgrade -y && yum install -y python3

WORKDIR /usr/local/bin
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COPY main.py .

CMD ["python3", "main.py"]

b. Dockerfile ファイルを保存します。
5. Dockerfile を使用して、イメージをビルドします。

a. イメージを構築します: docker build -t multiline-app-image .

どこ: multiline-app-image この例のイメージの名前です。
b. 次を実行して、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=multiline-app-image

成功すると、出力にイメージと latest タグが表示されます。
6. イメージを Amazon Elastic コンテナレジストリにアップロードします。

a. イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します: aws ecr create-repository 
--repository-name multiline-app-repo --region us-east-1

どこ: multiline-app-repo は、リポジトリの名前です。us-east-1 はこの例のリージョンで
す。

出力には、新しいリポジトリの詳細が表示されます。次のステップで必要になるた
め、repositoryUri の値を書きとめておきます。

b. 前のステップの docker tag multiline-app-image repositoryUri の値で
repositoryUri イメージにタグを付けます。

例: docker tag multiline-app-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo

c. Docker イメージを実行して、正しく実行されたことを確認します: docker images —filter 
reference=repositoryUri

出力では、リポジトリ名が multiline-app-repo から repositoryUri に変更されます。
d. Amazon ECR にイメージをプッシュします: docker push

aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name

例: docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-
app-repo

タスク定義を作成して、タスクを実行する

1. ファイル名 multiline-task-definition.json でタスク定義ファイルを作成します。
2. multiline-task-definition.json ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

{ 
    "family": "firelens-example-multiline", 
    "taskRoleArn": "task role ARN, 
    "executionRoleArn": "execution role ARN", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-
multiline-image:latest", 
            "name": "log_router", 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit", 
                "options": { 
                    "config-file-type": "file", 

156



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
複数行またはスタックトレースログメッセージを連結する 

                    "config-file-value": "/extra.conf" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
        }, 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-
image:latest", 
            "name": "app", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awsfirelens", 
                "options": { 
                    "Name": "cloudwatch_logs", 
                    "region": "us-east-1", 
                    "log_group_name": "multiline-test/application", 
                    "auto_create_group": "true", 
                    "log_stream_prefix": "multiline-" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 100 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": ["FARGATE"], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512"
}

multiline-task-definition.json タスク定義で以下を置き換えます:

a. task role ARN

タスクロールの ARN を検索するには、IAM コンソールに移動します。ロールを選択し、作成し
た ecs-task-role-for-firelens タスクロールを検索します。ロールを選択し、概要セク
ションに表示される ARN をコピーします。

b. execution role ARN

実行ロールの ARN を検索するには、IAM コンソールに移動します。ロールを選択
し、ecsTaskExecutionRole ロールを検索します。ロールを選択し、概要セクションに表示さ
れる ARN をコピーします。

c. aws_account_id

aws_account_id を検索するには、AWS Management Console にログインします。右上のユー
ザー名を選択し、アカウント ID をコピーします。

d. us-east-1

必要に応じてリージョンを置換します。
3. タスク定義ファイルを登録します: aws ecs register-task-definition --cli-input-json 

file://multiline-task-definition.json --region region

4. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
5. ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択し、上記のタスク定義の最初の行でタスク定義をこの

ファミリに登録したため、firelens-example-multiline ファミリを選択します。
6. 最新バージョンを選択します。
7. [デプロイ]、[タスクを実行] を選択します。
8. [タスクを実行] ページの [クラスター] でクラスターを選択し、[ネットワーク] の [サブネット] で、タ

スクに使用できるサブネットを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。
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Amazon CloudWatch の複数行のログメッセージが連結されて表示されることを確認する

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、[Logs (ログ)] を展開して、[Log groups (ロググループ)] を選択します。
3. multiline-test/applicatio ロググループを選択します。
4. ログを選択します。メッセージを表示します。パーサーファイル内のルールに一致する行は連結さ

れ、1 つのメッセージとして表示されます。

次のログスニペットは、単一の Java スタックトレースイベントで連結された行を示しています。

{ 
    "container_id": "xxxxxx", 
    "container_name": "app", 
    "source": "stdout", 
    "log": "Dec 14 06:41:08 Exception in thread \"main\" 
 java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!\n    
 at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)\n    at 
 com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)\n    
 at com.myproject.module.MyProject.anotherMethod(MyProject.java:14)\n    
 at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10)\n    at 
 com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6)", 
    "ecs_cluster": "default", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx", 
    "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:2"
}

次のログスニペットは、複数行のログメッセージを連結するように設定されていない Amazaon ECS 
コンテナを実行する場合に、同じメッセージが 1 行でどのように表示されるかを示しています。

{ 
    "log": "Dec 14 06:41:08 Exception in thread \"main\" java.lang.RuntimeException: 
 Something has gone wrong, aborting!", 
    "container_id": "xxxxxx-xxxxxx", 
    "container_name": "app", 
    "source": "stdout", 
    "ecs_cluster": "default", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx", 
    "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:3"
}

例: Fluent Bit 組み込みパーサーを使用します。

このチュートリアルでは、次の手順を実行します。

1. Fluent Bit コンテナのイメージをビルドしてアップロードします。
2. 実行され、失敗し、複数行スタックトレースを生成するデモ複数行アプリケーションのイメージをビル

ドしてアップロードします。
3. タスク定義を作成して、タスクを起動する
4. ログを表示して、複数の行にまたがるメッセージが連結されて表示されることを確認します。

Fluent Bit コンテナのイメージをビルドしてアップロードします。

このイメージには、Fluent Bit パーサーを参照する設定ファイルが含まれています。

1. FluentBitDockerImage という名前のフォルダを作成します。
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2. FluentBitDockerImage フォルダで、Fluent Bit 組み込みパーサーファイルを参照するカスタム設
定ファイルを作成します。

カスタム設定ファイルの詳細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」
の「カスタム設定ファイルの指定」を参照してください。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

[FILTER] 
    name                  multiline 
    match                 * 
    multiline.key_content log 
    multiline.parser      go

b. extra.conf という名前でファイルを保存します。
3. FluentBitDockerImage フォルダで、Fluent Bit イメージと、作成したパーサーファイルと設定

ファイルを使用して Dockerfile を作成します。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

FROM public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:latest
ADD extra.conf /extra.conf

b. Dockerfile という名前でファイルを保存します。
4. Dockerfile を使用して、カスタム設定ファイルを含めてカスタム Fluent Bit イメージをビルドします。

Note

このファイルパスが FireLens によって使用される /fluent-bit/etc/fluent-bit.conf
の場合を除いて、Docker イメージの任意の場所に設定ファイルを配置できます。

a. イメージを構築します: docker build -t fluent-bit-multiline-image .

どこ: fluent-bit-multiline-image この例のイメージの名前です。
b. 次を実行して、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=fluent-bit-multiline-image

成功すると、出力にイメージと latest タグが表示されます。
5. カスタムの Fluent Bit イメージを Amazon Elastic Container Registry にアップロードします。

a. イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します: aws ecr create-repository 
--repository-name fluent-bit-multiline-repo --region us-east-1

どこ: fluent-bit-multiline-repo は、リポジトリの名前です。us-east-1 はこの例のリー
ジョンです。

出力には、新しいリポジトリの詳細が表示されます。
b. 前のステップの docker tag fluent-bit-multiline-image repositoryUri の値で

repositoryUri イメージにタグを付けます。

例: docker tag fluent-bit-multiline-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/fluent-bit-multiline-repo

c. Docker イメージを実行して、正しく実行されたことを確認します: docker images —filter 
reference=repositoryUri

出力では、リポジトリ名が fluent-bit-multiline-repo から repositoryUri に変わります。
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d. aws ecr get-login-password コマンドを実行し、認証先のレジストリ ID を指定し
て Amazon ECR を認証します: aws ecr get-login-password | docker login --
username AWS --password-stdin registry ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com

例: ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin 
xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

正常にログインメッセージが表示されます。
e. Amazon ECR にイメージをプッシュします: docker push registry 

ID.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name

例: docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-
multiline-repo

デモ複数行アプリケーションのイメージをビルドしてアップロードする

このイメージには、アプリケーションを実行する Python スクリプトファイルと、サンプルログファイル
が含まれます。

1. multiline-app という名前のフォルダを作成します: mkdir multiline-app
2. Python スクリプトファイルを作成します。

a. multiline-app フォルダで、ファイルを作成して、main.py という名前を付けます。
b. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

import os
import time
file1 = open('/test.log', 'r')
Lines = file1.readlines() 
  
count = 0

for i in range(10): 
    print("app running normally...") 
    time.sleep(1)

# Strips the newline character
for line in Lines: 
    count += 1 
    print(line.rstrip())
print(count)
print("app terminated.") 
                                 

c. main.py ファイルを保存します。
3. サンプルのログファイルを作成します。

a. multiline-app フォルダで、ファイルを作成して、test.log という名前を付けます。
b. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

panic: my panic

goroutine 4 [running]:
panic(0x45cb40, 0x47ad70) 
  /usr/local/go/src/runtime/panic.go:542 +0x46c fp=0xc42003f7b8 sp=0xc42003f710 
 pc=0x422f7c
main.main.func1(0xc420024120) 
  foo.go:6 +0x39 fp=0xc42003f7d8 sp=0xc42003f7b8 pc=0x451339
runtime.goexit() 
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  /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003f7e0 sp=0xc42003f7d8 
 pc=0x44b4d1
created by main.main 
  foo.go:5 +0x58

goroutine 1 [chan receive]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0xc420028e17, 0x3) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc420053e30 sp=0xc420053e00 
 pc=0x42503c
runtime.goparkunlock(0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0x1000f010040c217, 0x3) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc420053e70 sp=0xc420053e30 
 pc=0x42512e
runtime.chanrecv(0xc420024120, 0x0, 0xc420053f01, 0x4512d8) 
  /usr/local/go/src/runtime/chan.go:506 +0x304 fp=0xc420053f20 sp=0xc420053e70 
 pc=0x4046b4
runtime.chanrecv1(0xc420024120, 0x0) 
  /usr/local/go/src/runtime/chan.go:388 +0x2b fp=0xc420053f50 sp=0xc420053f20 
 pc=0x40439b
main.main() 
  foo.go:9 +0x6f fp=0xc420053f80 sp=0xc420053f50 pc=0x4512ef
runtime.main() 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:185 +0x20d fp=0xc420053fe0 sp=0xc420053f80 
 pc=0x424bad
runtime.goexit() 
  /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc420053fe8 sp=0xc420053fe0 
 pc=0x44b4d1

goroutine 2 [force gc (idle)]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0x14, 0x1) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003e768 sp=0xc42003e738 
 pc=0x42503c
runtime.goparkunlock(0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0xc420000114, 0x1) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003e7a8 sp=0xc42003e768 
 pc=0x42512e
runtime.forcegchelper() 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:238 +0xcc fp=0xc42003e7e0 sp=0xc42003e7a8 
 pc=0x424e5c
runtime.goexit() 
  /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003e7e8 sp=0xc42003e7e0 
 pc=0x44b4d1
created by runtime.init.4 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:227 +0x35

goroutine 3 [GC sweep wait]:
runtime.gopark(0x4739b8, 0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x419914, 0x1) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003ef60 sp=0xc42003ef30 
 pc=0x42503c
runtime.goparkunlock(0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x14, 0x1) 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003efa0 sp=0xc42003ef60 
 pc=0x42512e
runtime.bgsweep(0xc42001e150) 
  /usr/local/go/src/runtime/mgcsweep.go:52 +0xa3 fp=0xc42003efd8 sp=0xc42003efa0 
 pc=0x419973
runtime.goexit() 
  /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003efe0 sp=0xc42003efd8 
 pc=0x44b4d1
created by runtime.gcenable 
  /usr/local/go/src/runtime/mgc.go:216 +0x58
one more line, no multiline

c. test.log ファイルを保存します。
4. multiline-app フォルダで Dockerfile を作成します。

a. ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。
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FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
ADD test.log /test.log

RUN yum upgrade -y && yum install -y python3

WORKDIR /usr/local/bin

COPY main.py .

CMD ["python3", "main.py"]

b. Dockerfile ファイルを保存します。
5. Dockerfile を使用して、イメージをビルドします。

a. イメージを構築します: docker build -t multiline-app-image .

どこ: multiline-app-image この例のイメージの名前です。
b. 次を実行して、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=multiline-app-image

成功すると、出力にイメージと latest タグが表示されます。
6. イメージを Amazon Elastic コンテナレジストリにアップロードします。

a. イメージを保存する Amazon ECR リポジトリを作成します: aws ecr create-repository 
--repository-name multiline-app-repo --region us-east-1

どこ: multiline-app-repo は、リポジトリの名前です。us-east-1 はこの例のリージョンで
す。

出力には、新しいリポジトリの詳細が表示されます。次のステップで必要になるた
め、repositoryUri の値を書きとめておきます。

b. 前のステップの docker tag multiline-app-image repositoryUri の値で
repositoryUri イメージにタグを付けます。

例: docker tag multiline-app-image xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/multiline-app-repo

c. Docker イメージを実行して、正しく実行されたことを確認します: docker images —filter 
reference=repositoryUri

出力では、リポジトリ名が multiline-app-repo から repositoryUri に変更されます。
d. Amazon ECR にイメージをプッシュします: docker push

aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repository name

例: docker push xxxxxxxxxxxx.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-
app-repo

タスク定義を作成して、タスクを実行する

1. ファイル名 multiline-task-definition.json でタスク定義ファイルを作成します。
2. multiline-task-definition.json ファイルに次のコンテンツを貼り付けます。

{ 
    "family": "firelens-example-multiline", 
    "taskRoleArn": "task role ARN, 
    "executionRoleArn": "execution role ARN", 
    "containerDefinitions": [ 
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        { 
            "essential": true, 
            "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/fluent-bit-
multiline-image:latest", 
            "name": "log_router", 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit", 
                "options": { 
                    "config-file-type": "file", 
                    "config-file-value": "/extra.conf" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
        }, 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/multiline-app-
image:latest", 
            "name": "app", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awsfirelens", 
                "options": { 
                    "Name": "cloudwatch_logs", 
                    "region": "us-east-1", 
                    "log_group_name": "multiline-test/application", 
                    "auto_create_group": "true", 
                    "log_stream_prefix": "multiline-" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 100 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": ["FARGATE"], 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512"
}

multiline-task-definition.json タスク定義で以下を置き換えます:

a. task role ARN

タスクロールの ARN を検索するには、IAM コンソールに移動します。ロールを選択し、作成し
た ecs-task-role-for-firelens タスクロールを検索します。ロールを選択し、概要セク
ションに表示される ARN をコピーします。

b. execution role ARN

実行ロールの ARN を検索するには、IAM コンソールに移動します。ロールを選択
し、ecsTaskExecutionRole ロールを検索します。ロールを選択し、概要セクションに表示さ
れる ARN をコピーします。

c. aws_account_id

aws_account_id を検索するには、AWS Management Console にログインします。右上のユー
ザー名を選択し、アカウント ID をコピーします。

d. us-east-1

必要に応じてリージョンを置換します。
3. タスク定義ファイルを登録します: aws ecs register-task-definition --cli-input-json 

file://multiline-task-definition.json --region us-east-1

4. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
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5. ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択し、上記のタスク定義の最初の行でタスク定義をこの
ファミリに登録したため、firelens-example-multiline ファミリを選択します。

6. 最新バージョンを選択します。
7. [デプロイ]、[タスクを実行] を選択します。
8. [タスクを実行] ページの [クラスター] でクラスターを選択し、[ネットワーク] の [サブネット] で、タ

スクに使用できるサブネットを選択します。
9. [Create] (作成) を選択します。

Amazon CloudWatch の複数行のログメッセージが連結されて表示されることを確認する

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、[Logs (ログ)] を展開して、[Log groups (ロググループ)] を選択します。
3. multiline-test/applicatio ロググループを選択します。
4. ログを選択し、メッセージを表示します。パーサーファイル内のルールに一致する行は連結され、1 

つのメッセージとして表示されます。

次のログスニペットは、単一の Go スタックトレースイベントで連結された行を示しています。

{ 
    "log": "panic: my panic\n\ngoroutine 4 [running]:\npanic(0x45cb40, 
 0x47ad70)\n  /usr/local/go/src/runtime/panic.go:542 +0x46c fp=0xc42003f7b8 
 sp=0xc42003f710 pc=0x422f7c\nmain.main.func1(0xc420024120)\n  foo.go:6 
 +0x39 fp=0xc42003f7d8 sp=0xc42003f7b8 pc=0x451339\nruntime.goexit()\n  /usr/
local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003f7e0 sp=0xc42003f7d8 
 pc=0x44b4d1\ncreated by main.main\n  foo.go:5 +0x58\n\ngoroutine 1 [chan receive]:
\nruntime.gopark(0x4739b8, 0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0xc420028e17, 0x3)\n  /usr/
local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc420053e30 sp=0xc420053e00 pc=0x42503c
\nruntime.goparkunlock(0xc420024178, 0x46fcd7, 0xc, 0x1000f010040c217, 0x3)\n 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc420053e70 sp=0xc420053e30 
 pc=0x42512e\nruntime.chanrecv(0xc420024120, 0x0, 0xc420053f01, 0x4512d8)\n 
  /usr/local/go/src/runtime/chan.go:506 +0x304 fp=0xc420053f20 sp=0xc420053e70 
 pc=0x4046b4\nruntime.chanrecv1(0xc420024120, 0x0)\n  /usr/local/go/src/runtime/
chan.go:388 +0x2b fp=0xc420053f50 sp=0xc420053f20 pc=0x40439b\nmain.main()\n  
 foo.go:9 +0x6f fp=0xc420053f80 sp=0xc420053f50 pc=0x4512ef\nruntime.main()\n 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:185 +0x20d fp=0xc420053fe0 sp=0xc420053f80 
 pc=0x424bad\nruntime.goexit()\n  /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:2337 
 +0x1 fp=0xc420053fe8 sp=0xc420053fe0 pc=0x44b4d1\n\ngoroutine 2 [force gc 
 (idle)]:\nruntime.gopark(0x4739b8, 0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0x14, 0x1)\n  /
usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003e768 sp=0xc42003e738 
 pc=0x42503c\nruntime.goparkunlock(0x4ad720, 0x47001e, 0xf, 0xc420000114, 0x1)\n 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003e7a8 sp=0xc42003e768 
 pc=0x42512e\nruntime.forcegchelper()\n  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:238 +0xcc 
 fp=0xc42003e7e0 sp=0xc42003e7a8 pc=0x424e5c\nruntime.goexit()\n  /usr/local/go/src/
runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003e7e8 sp=0xc42003e7e0 pc=0x44b4d1\ncreated 
 by runtime.init.4\n  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:227 +0x35\n\ngoroutine 3 [GC 
 sweep wait]:\nruntime.gopark(0x4739b8, 0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x419914, 0x1)\n 
  /usr/local/go/src/runtime/proc.go:280 +0x12c fp=0xc42003ef60 sp=0xc42003ef30 
 pc=0x42503c\nruntime.goparkunlock(0x4ad7e0, 0x46fdd2, 0xd, 0x14, 0x1)\n  /usr/
local/go/src/runtime/proc.go:286 +0x5e fp=0xc42003efa0 sp=0xc42003ef60 pc=0x42512e
\nruntime.bgsweep(0xc42001e150)\n  /usr/local/go/src/runtime/mgcsweep.go:52 +0xa3 
 fp=0xc42003efd8 sp=0xc42003efa0 pc=0x419973\nruntime.goexit()\n  /usr/local/go/src/
runtime/asm_amd64.s:2337 +0x1 fp=0xc42003efe0 sp=0xc42003efd8 pc=0x44b4d1\ncreated by 
 runtime.gcenable\n  /usr/local/go/src/runtime/mgc.go:216 +0x58", 
    "container_id": "xxxxxx-xxxxxx", 
    "container_name": "app", 
    "source": "stdout", 
    "ecs_cluster": "default", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx", 
    "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:2"
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}

次のログスニペットは、複数行のログメッセージを連結するように設定されていない ECS コンテナを
実行する場合に、同じイベントがどのように表示されるかを示しています。ログフィールドには 1 行
が含まれます。

{ 
    "log": "panic: my panic", 
    "container_id": "xxxxxx-xxxxxx", 
    "container_name": "app", 
    "source": "stdout", 
    "ecs_cluster": "default", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:task/default/xxxxxx", 
    "ecs_task_definition": "firelens-example-multiline:3"

Note

ログが標準出力ではなくログファイルに移動する場合は、フィルターではなく Tail 入力プラグイ
ンで multiline.parser および multiline.key_content 構成パラメーターを指定すること
をお勧めします。

タスク定義の例
次に示すのは、一般的なカスタムログルーティングオプションを示すタスク定義の例です。その他の例に
ついては、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

トピック
• CloudWatch Logs へのログ転送 (p. 165)
• Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームへのログの転送 (p. 166)
• Amazon OpenSearch Service ドメインへのログの転送 (p. 167)
• シリアル化された JSON であるコンテナログの解析 (p. 168)
• 外部の Fluentd または Fluent Bit への転送 (p. 169)

CloudWatch Logs へのログ転送
Note

その他の例については、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

次のタスク定義の例は、CloudWatch Logs ロググループにログを転送するログ設定を指定する方法を示し
ています。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs と
は」を参照してください。

ログ設定オプションで、ロググループ名とロググループが存在する AWS リージョン を指定しま
す。Fluent Bit に代わってロググループを作成するには、"auto_create_group":"true" を指定
し、fluentd-buffer-limit が log-driver-buffer-limit を使用するように設定します。フィルタリング
に役立つログストリームプレフィックスとしてタスク ID を指定することもできます。詳細については、
「CloudWatch Logs 用の Fluent Bit プラグイン」を参照してください。

{ 
    "family": "firelens-example-cloudwatch", 
    "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "essential": true, 
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            "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-
bit:latest", 
            "name": "log_router", 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit" 
            }, 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "firelens-container", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
         }, 
         { 
             "essential": true, 
             "image": "httpd", 
             "name": "app", 
             "logConfiguration": { 
                 "logDriver":"awsfirelens", 
                 "options": { 
                    "Name": "cloudwatch", 
                    "region": "us-west-2", 
                    "log_group_name": "firelens-blog", 
                    "auto_create_group": "true", 
                    "log_stream_prefix": "from-fluent-bit", 
                    "log-driver-buffer-limit": "2097152"  
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 100         
            } 
    ]
}

Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームへのログの転送
Note

その他の例については、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

次のタスク定義の例は、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームにログを転送するログ設定を指定
する方法を示しています。Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前は、すでに存在している必要が
あります。詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの「Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

ログ設定オプションで、配信ストリーム名と配信ストリームが存在するリージョンを指定します。詳細に
ついては、「 Amazon Kinesis Firehose 用の Fluent Bit プラグイン」を参照してください。

{ 
 "family": "firelens-example-firehose", 
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
 "containerDefinitions": [ 
  { 
   "essential": true, 
   "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable", 
   "name": "log_router", 
   "firelensConfiguration": { 
    "type": "fluentbit" 
   }, 
   "logConfiguration": { 
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    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-group": "firelens-container", 
     "awslogs-region": "us-west-2", 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 50
   }, 
   { 
    "essential": true, 
    "image": "httpd", 
    "name": "app", 
    "logConfiguration": { 
     "logDriver":"awsfirelens", 
     "options": { 
     "Name": "firehose", 
     "region": "us-west-2", 
     "delivery_stream": "my-stream" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 100  
            } 
 ]
}

Amazon OpenSearch Service ドメインへのログの転送
Note

その他の例については、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

次のタスク定義の例は、 ドメインにログを Amazon OpenSearch Service のドメインに転送するログ設定
の指定方法を示しています。Amazon OpenSearch Service ドメインは既に準備されている必要がありま
す。詳細については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「Amazon OpenSearch 
Service とは?」を参照してください。

ログ設定オプションで、OpenSearch Service 統合に必要なログオプションを指定します。詳細について
は、「Amazon OpenSearch Service の Fluent Bit」を参照してください。

{ 
    "family": "firelens-example-opensearch", 
    "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "essential": true, 
            "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-
bit:stable", 
            "name": "log_router", 
            "firelensConfiguration": { 
                "type": "fluentbit" 
            }, 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "firelens-container", 
                    "awslogs-region": "us-west-2", 
                    "awslogs-create-group": "true", 
                    "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 50 
        }, 
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        { 
            "essential": true, 
            "image": "httpd", 
            "name": "app", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awsfirelens", 
                "options": { 
                    "Name": "es", 
                    "Host": "vpc-fake-domain-ke7thhzo07jawrhmz6mb7ite7y.us-
west-2.es.amazonaws.com", 
                    "Port": "443", 
                    "Index": "my_index", 
                    "Type": "my_type", 
                    "AWS_Auth": "On", 
                    "AWS_Region": "us-west-2", 
                    "tls": "On" 
                } 
            }, 
            "memoryReservation": 100 
        } 
    ]
}

シリアル化された JSON であるコンテナログの解析
Note

その他の例については、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

AWS for Fluent Bit バージョン 1.3 以降では、AWS for Fluent Bit イメージに JSON パーサーが含まれてい
ます。次の例は、タスク定義の FireLens 設定で JSON パーサーを参照する方法を示しています。

"firelensConfiguration": { 
    "type": "fluentbit", 
    "options": { 
        "config-file-type": "file", 
        "config-file-value": "/fluent-bit/configs/parse-json.conf" 
    }
},

Fluent Bit 設定ファイルは、JSON 形式のすべてのログを解析します (例えば、送信先にあるログ
が、JSON 解析を使用しなくても次のようになっている場合など)。

{ 
    "source": "stdout", 
    "log": "{\"requestID\": \"b5d716fca19a4252ad90e7b8ec7cc8d2\", \"requestInfo\": 
 {\"ipAddress\": \"204.16.5.19\", \"path\": \"/activate\", \"user\": \"TheDoctor\"}}", 
    "container_id": "e54cccfac2b87417f71877907f67879068420042828067ae0867e60a63529d35", 
    "container_name": "/ecs-demo-6-container2-a4eafbb3d4c7f1e16e00" 
    "ecs_cluster": "mycluster", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-2:01234567891011:task/
mycluster/3de392df-6bfa-470b-97ed-aa6f482cd7a6", 
    "ecs_task_definition": "demo:7" 
    "ec2_instance_id": "i-06bc83dbc2ac2fdf8"
}

JSON 解析を使用する場合、ログは次のようになります。

{ 
    "source": "stdout", 
    "container_id": "e54cccfac2b87417f71877907f67879068420042828067ae0867e60a63529d35", 
    "container_name": "/ecs-demo-6-container2-a4eafbb3d4c7f1e16e00" 
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    "ecs_cluster": "mycluster", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:us-east-2:01234567891011:task/
mycluster/3de392df-6bfa-470b-97ed-aa6f482cd7a6", 
    "ecs_task_definition": "demo:7" 
    "ec2_instance_id": "i-06bc83dbc2ac2fdf8" 
    "requestID": "b5d716fca19a4252ad90e7b8ec7cc8d2", 
    "requestInfo": { 
        "ipAddress": "204.16.5.19", 
        "path": "/activate", 
        "user": "TheDoctor" 
    }
}

シリアル化された JSON は、最終的な JSON 出力の最上位フィールドに展開されます。JSON 解析の詳細
については、Fluent Bit ドキュメントの「Parser」(パーサー) を参照してください。

外部の Fluentd または Fluent Bit への転送
Note

その他の例については、GitHub の「Amazon ECS FireLens の例」を参照してください。

次のタスク定義の例は、外部の Fluentd または Fluent Bit ホストにログを転送するログ設定を指定する方
法を示しています。環境の host と port を指定します。

{ 
 "family": "firelens-example-forward", 
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
 "containerDefinitions": [ 
  { 
   "essential": true, 
   "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:stable", 
   "name": "log_router", 
   "firelensConfiguration": { 
    "type": "fluentbit" 
   }, 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-group": "firelens-container", 
     "awslogs-region": "us-west-2", 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 50
   }, 
   { 
    "essential": true, 
    "image": "httpd", 
    "name": "app", 
    "logConfiguration": { 
     "logDriver":"awsfirelens", 
     "options": { 
     "Name": "forward", 
     "Host": "fluentdhost", 
     "Port": "24224" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 100
  } 
 ]
}
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タスクのプライベートレジストリの認証
AWS Secrets Manager を使用したタスクのプライベートレジストリ認証では、認証情報を安全に保存し、
タスク定義で参照することができます。これは、タスク定義で認証が必要な AWS の外部にあるプライ
ベートレジストリーに存在するコンテナイメージを参照できます。この機能は、Amazon ECS Anywhere 
を使用して Fargate、Amazon EC2 インスタンス、および外部インスタンスでホストされるタスクでサ
ポートされています。

Important

タスク定義で、Amazon ECR に保存されたイメージを参照している場合、このトピックは適用
されません。詳細については、Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイドの「Amazon 
ECS で Amazon ECR イメージを使用する」を参照してください。

Fargate でホストされているタスクの場合、この機能にはプラットフォームバージョン 1.2.0 以降が必要
です。詳細については、AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)を参照してください。

コンテナの定義内で、作成したシークレットの詳細 で repositoryCredentials オブジェクトを指定し
ます。参照するシークレットは、タスクが使用するものと異なる AWS リージョン、または異なるアカウ
ントに置くことができます。

Note

Amazon ECS API、AWS CLI、または AWS SDK を使用しており、起動するタスクと同じ AWS 
リージョン にシークレットが存在する場合は、シークレットの完全な ARN または名前のどちら
も使用可能です。シークレットが別のアカウントに存在する場合は、シークレットの完全な ARN 
を指定する必要があります。AWS Management Console を使用する場合は、シークレットの完全
な ARN を常に指定する必要があります。

必要なパラメータが含まれるタスク定義のスニペットを、以下に示します。

"containerDefinitions": [ 
    { 
        "image": "private-repo/private-image", 
        "repositoryCredentials": { 
            "credentialsParameter": 
 "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name" 
        } 
    }
]

プライベートレジストリの認証で必須の IAM アクセス
許可
この機能を使用するには、Amazon ECS タスクの実行ロールが必要です。このロールを使用して、コン
テナエージェントでコンテナイメージをプルできます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM 
ロール (p. 382)」を参照してください。

作成したシークレットにアクセスできるようにするには、以下のアクセス許可を、インラインポリシーと
してタスクの実行ロール追加します。詳細については、「IAM ポリシーの追加と削除」を参照してくださ
い。

• secretsmanager:GetSecretValue
• kms:Decrypt - カスタムの KMS キーを使用するが、デフォルトのキーは使用しない場合にのみ必須。

カスタムキーの Amazon リソースネーム (ARN) は、リソースとして追加する必要があります。

次の例では、インラインポリシーによりアクセス許可を追加しています。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:secret_name", 
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/key_id"      
      ] 
    } 
  ]
}

プライベートレジストリの認証の使用
基本的なシークレットを作成するには

プライベートレジストリ認証情報のシークレットを作成するには、AWS Secrets Manager を使用します。

1. https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/ から AWS Secrets Manager コンソールを開きま
す。

2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します｡
3. [Select secret type] (シークレットタイプの選択) で、[Other type of secrets] (他の種類のシークレット) 

を選択します。
4. [プレーンテキスト] を選択し、次の形式でプライベートレジストリ認証情報を入力します。

{ 
  "username" : "privateRegistryUsername", 
  "password" : "privateRegistryPassword"
}

5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. [Secret name] (シークレット名) に､オプションのパスと名前 (例: production/

MyAwesomeAppSecret または development/TestSecret) を入力し、[Next] (次へ) を選択しま
す。オプションで説明を追加することもできます。後でこのシークレットを思い出すのに役立ちま
す。

シークレット名に使用できるのは、ASCII 文字、数字、または以下の記号のみです: /_+=.@-。
7. (オプション) この時点で、シークレットのローテーションを設定することができます。この手順で

は、[Disable automatic rotation] (自動ローテーションを無効化) は無効のままにし、[次] を選択しま
す。

新規または既存のシークレットの更新を設定する方法については、「AWS Secrets Manager シーク
レットの更新」を参照してください。

8. 設定を確認した上で、[Store secret] (シークレットの保存) を選択し、入力した全内容を Secrets 
Manager の新しいシークレットとして保存します。

タスク定義を登録し、[プライベートレジストリ] で [プライベートレジストリ認証] をオンにします。その
後、[Secrets Manager ARN または名前] で、シークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を入力しま
す。詳細については、「プライベートレジストリの認証で必須の IAM アクセス許可 (p. 170)」を参照し
てください。詳細については、「the section called “コンソールを使用したタスク定義の作成” (p. 73)」
を参照してください。
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コンテナへの環境変数の受け渡し
Important

機密データは、AWS Secrets Manager secrets または AWS Systems Manager Parameter Store 
のパラメータに保存することをお勧めします。詳細については、「コンテナへの機密データの受
け渡し (p. 174)」を参照してください。
タスク定義で指定された環境変数は、許可されたすべてのユーザーとロールが、タスク定義の
DescribeTaskDefinition アクションを読み取ることができます。
環境変数ファイルは Amazon S3 のオブジェクトのため、Amazon S3 のセキュリティに関
するすべての考慮事項が適用されます。以下のセクション the section called “必要な IAM 許
可” (p. 173) を参照してください。

環境変数は、以下の方法でコンテナに渡すことができます。

• environment コンテナ定義パラメータを個別に使用します。これは、docker run の --env オプション
にマッピングされます。

• environmentFiles コンテナ定義パラメータを使用して、環境変数を含む 1 つ以上のファイルを一括
で一覧表示します。ファイルは、Amazon S3 でホストされている必要があります。これは、docker run
の --env-file オプションにマッピングされます。

ファイルに環境変数を指定することで、環境変数を一括で挿入できます。コンテナ定義内で、環境変数
ファイルを含む environmentFiles バケットのリストを使用して Amazon S3 オブジェクトを指定しま
す。ファイルの拡張子には .env を使用する必要があります。また、タスク定義ごとのファイル数は最大 
10 個までに制限されています。

環境変数にはサイズ制限は適用されませんが、環境変数ファイルが大きな場合は、ディスク容量を占有し
てしまう可能性があります。環境変数ファイルを使用する各タスクは、ファイルのコピーをディスクにダ
ウンロードします。タスクのクリーンアップの一部としてファイルを削除します。

サポートされている環境変数については、「高度なコンテナ定義パラメータ - 環境」を参照してくださ
い。

以下は、個々の環境変数の指定方法を示すタスク定義のスニペットです。

{ 
    "family": "", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "", 
            "image": "", 
            ... 
            "environment": [ 
                { 
                    "name": "variable", 
                    "value": "value" 
                } 
            ], 
            ... 
        } 
    ], 
    ...
}

以下は、環境変数ファイルの指定方法を示すタスク定義のスニペットを示します。

{ 
    "family": "", 
    "containerDefinitions": [ 
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        { 
            "name": "", 
            "image": "", 
            ... 
            "environmentFiles": [ 
                { 
                    "value": "arn:aws:s3:::s3_bucket_name/envfile_object_name.env", 
                    "type": "s3" 
                } 
            ], 
            ... 
        } 
    ], 
    ...
}

環境変数ファイルの指定に関する考慮事項
コンテナ定義で環境変数ファイルを指定する際には、以下の点を考慮してください。

• AWS Fargate 上のAmazon ECS タスクでは、この機能を使用するには、タスクでプラットフォーム
バージョン 1.4.0 以降 (Linux) を使用する必要があります。詳細については、「AWS Fargateプラット
フォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

変数がオペレーティングシステムプラットフォームでサポートされていることを確認します。詳細につ
いては、the section called “コンテナ定義” (p. 93) および the section called “その他のタスク定義パラ
メータ” (p. 119) を参照してください。

• ファイルには、ファイル拡張子 .env と UTF-8 エンコーディングを使用する必要があります。
• 環境ファイルの各行には、VARIABLE=VALUE 形式で環境変数を含む必要があります。スペースまたは

引用符は、値の一部として含まれます。# で始まる行はコメントとして扱われ、無視されます。環境
変数ファイルの構文の詳細については、Declare default environment variables in file を参照してくださ
い。

次に、適切な構文を示します。

#This is a comment and will be ignored
VARIABLE=VALUE
ENVIRONMENT=PRODUCTION

• コンテナ定義に environment パラメータを使用して環境変数が指定されている場合は、環境ファイル
に含まれる変数よりも優先されます。

• 同じ変数を含む複数の環境ファイルが指定されている場合、それらのファイルは入力順に処理されま
す。これは、変数の最初の値が使用され、重複する変数の後続の値は無視されることを意味します。一
意の変数名を使用することをお勧めします。

• 環境ファイルがコンテナをオーバーライドするように指定されている場合、そのファイルが適用されま
す。さらに、コンテナ定義で指定されているその他の環境ファイルは、すべて無視されます。

必要な IAM 許可
この機能を使用するには、Amazon ECS タスクの実行ロールが必要です。これにより、コンテナエージェ
ントは Amazon S3 から環境変数ファイルをプルできます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行
IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

作成した Amazon S3 オブジェクトへのアクセスを許可するには、以下のアクセス許可をインラインポリ
シーとしてタスクの実行ロールに手動で追加します。Resource パラメータを使用して、環境変数ファイ
ルを含む Amazon S3 バケットへのアクセス許可の範囲を指定します。詳細については、「IAM ポリシー
の追加と削除」を参照してください。
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• s3:GetObject
• s3:GetBucketLocation

以下の例では、インラインポリシーにアクセス許可が追加されています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::examplebucket/folder_name/env_file_name" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::examplebucket" 
      ] 
    } 
  ]
}

コンテナへの機密データの受け渡し
認証情報などの機密データを、コンテナ内のデータベースなどに安全に渡すことができます。まず、機
密データをシークレットとして AWS Secrets Manager に、または、パラメータとして AWS Systems 
Manager Parameter Store に保存します。その後、以下のいずれかの方法を使用してシークレットをコン
テナに公開します。

トピック
• アプリケーションを介してプログラムによりシークレットを取得する (p. 174)
• 環境変数経由でシークレットを取得する (p. 178)
• ログ記録設定のシークレットを取得する (p. 186)

アプリケーションを介してプログラムによりシーク
レットを取得する
アプリケーション内で、機密情報をプレーンテキストによりハードコーディングする代わりに、Secrets 
Manager または Systems Manager Parameter Store を使用して機密データを保存できます。

機密データの取得にはこの方法が推奨されます。これにより、以後、Secrets Manager のシークレットが
更新された場合には、アプリケーションが自動的に最新バージョンのシークレットを取得するようになり
ます。

トピック
• Secrets Manager の使用 (p. 175)
• AWS Systems Manager パラメータストアの使用 (p. 176)
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Secrets Manager の使用
Secrets Manager は、データベースの認証情報、API キー、その他のシークレットに対して、そのライフ
サイクル全体でローテーションと管理および取得を行うために使用します。

Secrets Manager シークレットの作成後、アプリケーションコードを更新して、そのシークレットを取得
します。

考慮事項

Secrets Manager で機密データの保護を行う前に、以下の考慮事項を確認してください。

• CreateSecret API の SecretString パラメータで作成されたシークレットであるテキストデータを格
納するシークレット のみがサポートされます。CreateSecret API の SecretBinary パラメータで作成され
たシークレットであるバイナリデータを格納するシークレットはサポートされていません。

• セキュリティ制御を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用します。Secrets 
Manager 用に、インターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要があります。VPC エンドポイン
トの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントの作成」を
参照してください。

• タスクで使用する VPC は、DNS 解決を使用している必要があります。

必要な IAM 許可

この機能を使用するには、Amazon ECS タスク実行ロールを持っていて、タスク定義でそのロールを参照
する必要があります。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してく
ださい。

作成した Secrets Manager シークレットにアクセスできるようにするには、タスクの実行ロールに対し、
以下のアクセス許可を手動により追加します。アクセス許可の管理の詳細については、「IAM ユーザーガ
イド」の「IAM ID のアクセス許可の追加および削除」を参照してください。

• secretsmanager:GetSecretValue – Secrets Manager シークレットを参照する場合に必須で
す。Secrets Manager からシークレットを取得するための許可を追加します。

次のポリシーの例では、必須のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name" 
      ] 
    } 
  ]
}

Secrets Manager シークレットを作成する

Secrets Manager コンソールを使用して、機密データ用のシークレットを作成できます。シークレットの
作成方法の詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager シー
クレットを作成する」を参照してください。
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Secrets Manager シークレットをプログラムにより取得するようにアプリケー
ションを更新する
アプリケーションから直接 Secrets Manager API を呼び出し、シークレットを取得することができます。
シークレットをリクエストするためのコードの更新方法については、「AWS Secrets Manager ユーザーガ
イド」の「AWS Secrets Manager からのシークレットの取得」を参照してください。

次の例で、Secrets Manager シークレットの値を取得する方法を示します。

class SecretsManagerSecret: 
    """Encapsulates Secrets Manager functions.""" 
    def __init__(self, secretsmanager_client): 
        """ 
        :param secretsmanager_client: A Boto3 Secrets Manager client. 
        """ 
        self.secretsmanager_client = secretsmanager_client 
        self.name = None 

    def get_value(self, stage=None): 
        """ 
        Gets the value of a secret. 

        :param stage: The stage of the secret to retrieve. If this is None, the 
                      current stage is retrieved. 
        :return: The value of the secret. When the secret is a string, the value is 
                 contained in the `SecretString` field. When the secret is bytes, 
                 it is contained in the `SecretBinary` field. 
        """ 
        if self.name is None: 
            raise ValueError 

        try: 
            kwargs = {'SecretId': self.name} 
            if stage is not None: 
                kwargs['VersionStage'] = stage 
            response = self.secretsmanager_client.get_secret_value(**kwargs) 
            logger.info("Got value for secret %s.", self.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get value for secret %s.", self.name) 
            raise 
        else: 
            return response

AWS Systems Manager パラメータストアの使用
Systems Manager Parameter Store により、シークレットの安全な保管および管理ができます。パスワー
ド、データベース文字列、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス と Amazon マシ
ンイメージ (AMI) の ID、およびライセンスコードなどのデータをパラメータ値として保存することが可能
です。値はプレーンテキストまたは暗号化されたデータとして保存できます。

Systems Manager Parameter Store を使用してシークレットを保存した後は、そのシークレットを取得す
るために、アプリケーションコードを更新します。

考慮事項
Systems Manager Parameter Store で機密データの保護を行う前に、以下の考慮事項を確認してくださ
い。

• テキストデータを格納するシークレットのみがサポートされます。バイナリデータを格納するシーク
レットはサポートされません。

• セキュリティ制御を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用します。
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• タスクで使用する VPC は、DNS 解決を使用している必要があります。

必要な IAM 許可
この機能を使用するには、Amazon ECS タスク実行ロールを持っていて、タスク定義でそのロールを参照
する必要があります。これにより、コンテナエージェントは、必要な Systems Manager リソースをプルで
きるようになります。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してく
ださい。

作成した Systems Manager Parameter Store のパラメータにアクセスできるようにするには、タスク実行
ロールに対し、以下のアクセス許可を手動で追加する必要があります。アクセス許可の管理の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID のアクセス許可の追加および削除」を参照してください。

• ssm:GetParameters – Systems Manager Parameter Store のパラメータをタスク定義で参照している
場合は必須です。Systems Manager パラメータを取得するための許可を追加します。

• secretsmanager:GetSecretValue – Secrets Manager シークレットをユーザーが直接参照してい
る、あるいは、Systems Manager Parameter Store のパラメータが、タスク定義で Secrets Manager 
シークレットを参照している場合は必須です。Secrets Manager からシークレットを取得するための許
可を追加します。

• kms:Decrypt – シークレットが、デフォルトのキーではなく、カスタマーマネージドのキーを使用し
ている場合にのみ必須です。そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要がありま
す。カスタマーマネージドキーを復号するための許可を追加します。

次の例のポリシーでは、必須のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name", 
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name", 
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id" 
      ] 
    } 
  ]
}

シークレットを作成する
Systems Manager コンソールを使用すると、機密データ用に Systems Manager Parameter Store のパ
ラメータを作成できます。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems 
Manager パラメータを作成する (コンソール)」または「Systems Manager パラメータを作成する (AWS 
CLI)」を参照してください。

Systems Manager Parameter Store のシークレットをプログラムで取得するよう
にアプリケーションを更新する
Systems Manager Parameter のパラメータに保存されている機密データを取得するには、アプリケーショ
ンに以下のコードを挿入します。

import boto3
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import os

print("SSM Parameter Store Demo using Python SDK") 

    ssm = boto3.client("ssm") 
    MY_ENV = os.environ["MY_ENV"] 
     
    raw_my_username = ssm.get_parameter(Name=f"/sandbox/{MY_ENV}/username") 
    raw_my_password = ssm.get_parameter(Name=f"/sandbox/{MY_ENV}/password", 
 WithDecryption=True) 
     
    my_username = raw_my_username['Parameter']['Value'] 
    my_password = raw_my_password['Parameter']['Value'] 
     
    print(f"Username: {my_username}") 
    print(f"Password: {my_password}") 
     
    return f"Successfully fetched credentials on {MY_ENV} environment = {my_username}:
{my_password}"

環境変数経由でシークレットを取得する
アプリケーション内で、機密情報をプレーンテキストによりハードコーディングする代わりに、Secrets 
Manager または AWS Systems Manager Parameter Store を使用して機密データの保存が行えます。その
後、コンテナ定義内に環境変数を作成し、その変数に、Secrets Manager または AWS Systems Manager 
シークレットの ARN を値として入力できます。これにより、コンテナが実行時に機密データを取得でき
るようになります。

トピック
• Secrets Manager の使用 (p. 178)
• AWS Systems Manager を使用する (p. 183)

Secrets Manager の使用
シークレットを環境変数として挿入する場合、シークレットの内容全体、シークレット内の特定の JSON 
キー、挿入するシークレットの特定のバージョンを指定できます。これは、コンテナに公開される機密
データの制御に役立ちます。シークレットのバージョニングの詳細については、AWS Secrets Manager 
ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager の主な用語と概念」を参照してください。

考慮事項

環境変数を使用して Secrets Manager シークレットをコンテナに注入する場合は、以下を考慮する必要が
あります。

• 重要なデータは、コンテナが最初に開始されたときにコンテナに挿入されます。シークレットを後で更
新またはローテーションすると、コンテナには更新された値が自動的に送信されなくなります。この場
合は、新しいタスクを起動する必要があります。または、タスクがサービスの一部である場合は、サー
ビスを更新し、[Force new deployment] (新しいデプロイの強制) オプションを使用して、新しいタスク
の起動をサービスに強制できます。

• AWS Fargate 上の Amazon ECS タスクでは、以下の点を考慮する必要があります。
• シークレットの内容全体を環境変数として挿入したり、ログ設定にシークレットを挿入したりするに

は、プラットフォームバージョン 1.3.0 以降を使用する必要があります。詳細については、「AWS 
Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

• 特定の JSON キーまたはシークレットのバージョンを環境変数またはログ設定に挿入するには、プ
ラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 (Windows) を使用する必要がありま
す。詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。
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• セキュリティ制御を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用します。Secrets 
Manager 用に、インターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要があります。VPC エンドポイン
トの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントの作成」を
参照してください。

IAM アクセス許可
この機能を使用するには、Amazon ECS タスク実行ロールを持っていて、タスク定義でそのロールを参照
する必要があります。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してく
ださい。

作成した Secrets Manager シークレットへのアクセスを許可するには、以下のアクセス許可をインライ
ンポリシーとしてタスクの実行ロールに手動で追加します。詳細については、「IAM ポリシーの追加と削
除」を参照してください。

• secretsmanager:GetSecretValue – Secrets Manager シークレットを参照する場合に必須で
す。Secrets Manager からシークレットを取得するための許可を追加します。

• kms:Decrypt – シークレットで、デフォルトのキーではなく、カスタマーマネージドのキーを使用し
ている場合にのみ必須です。カスタマーマネージドのキーの ARN は、リソースとして追加される必要
があります。カスタマーマネージドキーを復号するための許可を追加します。

次の例のポリシーでは、必須のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name", 
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name", 
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id" 
      ] 
    } 
  ]
}

AWS Secrets Manager シークレットを作成する
Secrets Manager コンソールを使用して、機密データ用のシークレットを作成できます。詳細について
は、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager シークレットを作成する」を
参照してください。

コンテナ定義に環境変数を追加します。
コンテナの定義内では、以下を指定できます。

• コンテナに設定する環境変数の名前が含まれている secrets オブジェクト
• Secrets Manager シークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。
• コンテナに渡す機密データが含まれている追加のパラメータ

次の例は、Secrets Manager シークレットに指定する必要がある完全な構文を示しています。
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arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret-name

次のセクションでは、追加のパラメータについて説明します。追加のパラメータはオプションですが、こ
れらを使用しないでデフォルト値を使用する場合は、コロン : を含める必要があります。以下の例でより
詳細なコンテキストを示します。

json-key

キーと値のペアのキーの名前を指定します。値は設定する環境変数の値です。JSON 形式の値のみが
サポートされます。JSON キーを指定しないと、シークレットの内容全体が使用されます。

version-stage

使用するシークレットのバージョンのステージングラベルを指定します。バージョンのステージング
ラベルを指定した場合、バージョン ID は指定できません。バージョンのステージを指定しないと、デ
フォルトの動作として、AWSCURRENT ステージングラベルのシークレットが取得されます。

ステージングラベルは、シークレットが更新またはローテーションされたときに、シークレットの
さまざまなバージョンを追跡するために使用します。シークレットの各バージョンには、1 つ以上の
ステージングラベルと 1 つの ID があります。詳細については、AWS Secrets Managerユーザーガイ
ドの「AWS Secrets Managerの主な用語と概念」を参照してください。

version-id

使用するシークレットのバージョンの固有 ID を指定します。バージョン ID を指定した場合、バー
ジョンのステージングラベルは指定できません。バージョン ID を指定しないと、デフォルトの動作と
して、AWSCURRENT ステージングラベルのシークレットが取得されます。

バージョン ID は、シークレットが更新またはローテーションされたときに、シークレットのさまざま
なバージョンを追跡するために使用します。シークレットの各バージョンには ID があります。詳細に
ついては、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Managerの主な用語と概念」を参
照してください。

コンテナの定義の例

以下の例では、コンテナの定義で Secrets Manager シークレットを参照する方法を示します。

Example シークレット全体を参照する

次に示すのは、Secrets Manager シークレットのテキスト全体を参照するときの形式を示すタスク定義の
スニペットです。

{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-AbCdEf" 
    }] 
  }]
}

コンテナ内から、このシークレットの値にアクセスするには、$environment_variable_name を呼び
出します。

Example シークレット内の特定のキーを参照する

次に示すのは、シークレットの内容と、シークレットに関連付けられているバージョンのステージングラ
ベルおよびバージョン ID を表示する get-secret-value コマンドの出力例です。

{ 
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    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf", 
    "Name": "appauthexample", 
    "VersionId": "871d9eca-18aa-46a9-8785-981ddEXAMPLE", 
    "SecretString": "{\"username1\":\"password1\",\"username2\":\"password2\",
\"username3\":\"password3\"}", 
    "VersionStages": [ 
        "AWSCURRENT" 
    ], 
    "CreatedDate": 1581968848.921
}

前のコンテナの定義の出力で特定のキーを参照するには、ARN の最後にキー名を指定します。

{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:username1::" 
    }] 
  }]
}

Example 特定のシークレットバージョンを参照する

次に示すのは、シークレットの暗号化されていない内容と、シークレットのすべてのバージョンのメタ
データを表示する describe-secret コマンドの出力例です。

{ 
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-AbCdEf", 
    "Name": "appauthexample", 
    "Description": "Example of a secret containing application authorization data.", 
    "RotationEnabled": false, 
    "LastChangedDate": 1581968848.926, 
    "LastAccessedDate": 1581897600.0, 
    "Tags": [], 
    "VersionIdsToStages": { 
        "871d9eca-18aa-46a9-8785-981ddEXAMPLE": [ 
            "AWSCURRENT" 
        ], 
        "9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead3EXAMPLE": [ 
            "AWSPREVIOUS" 
        ] 
    }
}

前のコンテナの定義の出力で特定のバージョンのステージングラベルを参照するには、ARN の最後にキー
名を指定します。

{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf::AWSPREVIOUS:" 
    }] 
  }]
}

前のコンテナの定義の出力で特定のバージョン ID を参照するには、ARN の最後にキー名を指定します。
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{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:appauthexample-
AbCdEf:::9d4cb84b-ad69-40c0-a0ab-cead3EXAMPLE" 
    }] 
  }]
}

機密データを参照するタスク定義を作成する
Amazon ECS コンソールを使用して、Secrets Manager シークレットを参照するタスク定義を作成しま
す。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task definitions] (タスク定義) を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition] (新しいタスク定

義の作成) の順に選択します。
4. [Task definition family] (タスク定義ファミリー) を使用する場合、タスク定義ファミリーには、タスク

定義に一意の名前を指定します。
5. タスク定義で定義するコンテナごとに、以下のステップを実行します。

a. [Name] (名前) に、コンテナの名前を入力します。
b. [Image URI] (イメージ URI) には、コンテナの開始に使用するイメージを指定します。Amazon 

ECR Public Gallery レジストリ内の画像は、Amazon ECR Public レジストリ名の使用でのみ指定
することができます。たとえば、public.ecr.aws/ecs/amazon-ecs-agent:latestが指定
されている場合は、Amazon ECR パブリックギャラリーでホストされている Amazon Linux コン
テナが使用されます。他のすべてのリポジトリの場合は、次のいずれかを使用してリポジトリを
指定します。repository-url/image:tagまたはrepository-url/image@digestでの形
式。

c. [Essential container] (基本コンテナ) を使用する場合、タスク定義に 2 つ以上のコンテナが定義
されている場合、コンテナを基本と見なすかどうかを指定できます。コンテナが [essential] (基
本) とマークされている場合、そのコンテナが停止すると、タスクは停止します。各タスク定義
には、少なくとも 1 つの基本コンテナを含む必要があります。

d. ポートマッピングにより、コンテナはホスト上のポートにアクセスしてトラフィックを送受信で
きるようになります。[Port mappings] (ポートマッピング) で、次のいずれかを実行]ます。

• [awsvpc] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と [Protocol]
(プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。

• [bridge] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と [Protocol]
(プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。次のページで [bridge]
(ブリッジ) ネットワークモードを選択します。選択した後、[Previous] (戻る) を選択し、次に
[Host port] (ホストポート) で、コンテナ用に予約するコンテナインスタンスのポート番号を指
定します。

追加のコンテナポートマッピングを指定するには、[Add more port mappings] (ポートマッピング
を追加) を選択します。

e. 環境変数として挿入する機密データの場合は、[Environment] (環境) の [Environment variables]
(環境変数) で、以下のフィールドに入力します。

i. [Key] (キー) に、コンテナ内で設定する環境変数の名前を入力します。これは、コンテナの定
義の secrets セクションの name フィールドに相当します。

ii. [Value] (値) で、ValueFrom を選択します。[Add value (値の追加)] に、環境変数としてコン
テナに渡すデータが含まれている Secrets Manager シークレットの ARN を入力します。
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f. (オプション) [] を選択します。コンテナを追加するをクリックして、タスク定義にコンテナを追
加します。すべてのコンテナが定義されたら、[Next] (次へ) を選択します。

6. [アプリケーション環境]、[タスクサイズ]、[コンテナサイズ] で、必須およびオプションの残りの
フィールドを入力します。

7. (オプション) [Task roles, network mode] (タスクロール、ネットワークモード) セクションを展開し、
次の内容を指定します。

• [Task role] (タスクロール) では、タスクに割り当てる IAM ロールを選択します。タスク IAM ロー
ルは、タスク内のコンテナが AWS APIを呼び出すアクセス権限を提供します。

8. (オプション) [Storage] (ストレージ) セクションを使用して、Fargate でホストされるタスクのエフェ
メラルストレージ量を拡張したり、タスクのデータボリューム構成を追加できます。

• Fargate タスクに使用可能なエフェメラルストレージをデフォルト値の 20 GiB を超えて拡張する
には、[Amount] (量) に最大で 200 GiB までの値を入力します。

9. コンテナのログ設定で参照される機密データの場合は、[ログ収集の使用] の [ログ設定] で、以下の設
定を完了します。

a. ログオプションを選択した後、[キー] で [追加] を選択します。
b. [キー] で、対象のログ設定オプションの名前を入力します。
c. [値] には、ログオプションとしてログ設定に渡すデータが含まれている Secrets Manager シーク

レットの、完全な ARN を入力します。
d. [値のタイプ] で、[ValueFrom] を選択します。

10. [Next] (次) を選択して、タスク定義を確認します。
11. [Review and create] (確認と作成) ページで、各タスク定義セクションを確認します。[Edit (編集)] を選

択して、変更を加えることができます。タスク定義が完了したら、[Create] (作成) を選択して、タス
ク定義を登録します。

AWS Systems Manager を使用する
Amazon ECS を使用すると、AWS Systems Manager パラメータストア パラメータに機密データを保存し
てコンテナの定義でそれを参照することによって、コンテナに機密データを挿入できます。

考慮事項

環境変数を使用して、コンテナに AWS Systems Manager シークレットを注入する場合は、以下を考慮す
る必要があります。

• 重要なデータは、コンテナが最初に開始されたときにコンテナに挿入されます。シークレットを後で更
新またはローテーションすると、コンテナには更新された値が自動的に送信されなくなります。この場
合は、新しいタスクを起動する必要があります。または、タスクがサービスの一部である場合は、サー
ビスを更新し、[Force new deployment] (新しいデプロイの強制) オプションを使用して、新しいタスク
の起動をサービスに強制できます。

• AWS Fargate 上の Amazon ECS タスクでは、以下の点を考慮する必要があります。
• シークレットの内容全体を環境変数として挿入したり、ログ設定にシークレットを挿入したりするに

は、プラットフォームバージョン 1.3.0 以降を使用する必要があります。詳細については、「AWS 
Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

• 特定の JSON キーまたはシークレットのバージョンを環境変数またはログ設定に挿入するには、プ
ラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 (Windows) を使用する必要がありま
す。詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

• セキュリティ制御を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用します。Secrets 
Manager 用に、インターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要があります。VPC エンドポイン
トの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントの作成」を
参照してください。
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IAM アクセス許可

この機能を使用するには、Amazon ECS タスク実行ロールを持っていて、タスク定義でそのロールを参照
する必要があります。これにより、コンテナエージェントは必要な AWS Systems Manager リソースをプ
ルすることを許可されます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照
してください。

作成した AWS Systems Manager Parameter Store パラメータへのアクセスを可能にするため、タスク実
行ロールに対し、以下の許可を手動で追加する必要があります。アクセス許可の管理の詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID のアクセス許可の追加および削除」を参照してください。

• ssm:GetParameters – Systems Manager Parameter Store のパラメータをタスク定義で参照している
場合は必須です。Systems Manager パラメータを取得するための許可を追加します。

• secretsmanager:GetSecretValue – Secrets Manager シークレットをユーザーが直接参照してい
る、あるいは、Systems Manager Parameter Store のパラメータが、タスク定義で Secrets Manager 
シークレットを参照している場合は必須です。Secrets Manager からシークレットを取得するための許
可を追加します。

• kms:Decrypt – シークレットが、デフォルトのキーではなく、カスタマーマネージドのキーを使用し
ている場合にのみ必須です。そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要がありま
す。カスタマーマネージドキーを復号するための許可を追加します。

次の例のポリシーでは、必須のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name", 
        "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name", 
        "arn:aws:kms:region:aws_account_id:key/key_id" 
      ] 
    } 
  ]
}

AWS Systems Manager パラメータを作成する

Systems Manager コンソールを使用すると、機密データ用に Systems Manager Parameter Store のパ
ラメータを作成できます。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Systems 
Manager パラメータを作成する (コンソール)」または「Systems Manager パラメータを作成する (AWS 
CLI)」を参照してください。

コンテナ定義に環境変数を追加します。

コンテナの定義内で、コンテナに設定する環境変数の名前と、コンテナに渡す機密データが含まれている 
Systems Manager パラメータストアのパラメータの ARN 全体を使用して secrets を指定できます。詳
細については、「secrets (p. 103)」を参照してください。

以下に示すのは、Systems Manager パラメータストアのパラメータを参照するときの形式を示すタスク定
義のスニペットです。起動するタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラメー
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タが存在する場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメータが別の
リージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。

{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "secrets": [{ 
      "name": "environment_variable_name", 
      "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter/parameter_name" 
    }] 
  }]
}

機密データを参照するタスク定義を作成する

Amazon ECS コンソールを使用して、Systems Manager パラメータストア パラメータを参照するタスク
定義を作成できます。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task definitions] (タスク定義) を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition] (新しいタスク定

義の作成) の順に選択します。
4. [Task definition family] (タスク定義ファミリー) を使用する場合、タスク定義ファミリーには、タスク

定義に一意の名前を指定します。
5. タスク定義で定義するコンテナごとに、以下のステップを実行します。

a. [Name] (名前) に、コンテナの名前を入力します。
b. [Image URI] (イメージ URI) には、コンテナの開始に使用するイメージを指定します。Amazon 

ECR Public Gallery レジストリ内の画像は、Amazon ECR Public レジストリ名の使用でのみ指定
することができます。たとえば、public.ecr.aws/ecs/amazon-ecs-agent:latestが指定
されている場合は、Amazon ECR パブリックギャラリーでホストされている Amazon Linux コン
テナが使用されます。他のすべてのリポジトリの場合は、次のいずれかを使用してリポジトリを
指定します。repository-url/image:tagまたはrepository-url/image@digestでの形
式。

c. [Essential container] (基本コンテナ) を使用する場合、タスク定義に 2 つ以上のコンテナが定義
されている場合、コンテナを基本と見なすかどうかを指定できます。コンテナが [essential] (基
本) とマークされている場合、そのコンテナが停止すると、タスクは停止します。各タスク定義
には、少なくとも 1 つの基本コンテナを含む必要があります。

d. ポートマッピングにより、コンテナはホスト上のポートにアクセスしてトラフィックを送受信で
きるようになります。[Port mappings] (ポートマッピング) で、次のいずれかを実行]ます。

• [awsvpc] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と [Protocol]
(プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。

• [bridge] ネットワークモードを使用する場合、[Container port] (コンテナポート) と [Protocol]
(プロトコル) で、コンテナに使用するポートマッピングを選択します。次のページで [bridge]
(ブリッジ) ネットワークモードを選択します。選択した後、[Previous] (戻る) を選択し、次に
[Host port] (ホストポート) で、コンテナ用に予約するコンテナインスタンスのポート番号を指
定します。

追加のコンテナポートマッピングを指定するには、[Add more port mappings] (ポートマッピング
を追加) を選択します。

e. 環境変数として挿入する機密データの場合は、[Environment] (環境) の [Environment variables]
(環境変数) で、以下のフィールドに入力します。

i. [Key] (キー) に、コンテナ内で設定する環境変数の名前を入力します。これは、コンテナの定
義の secrets セクションの name フィールドに相当します。
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ii. [Value] (値) で、ValueFrom を選択します。[値] に、ログオプションとしてログ設定に渡す
データが含まれている、AWS Systems Manager Parameter Store パラメータの名前か完全な 
ARN を入力します。

Note

起動しているタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラ
メータが存在する場合は、シークレットの完全な ARN または名前のどちらも使用で
きます。パラメータが別のリージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必
要があります。

f. (オプション) [] を選択します。コンテナを追加するをクリックして、タスク定義にコンテナを追
加します。すべてのコンテナが定義されたら、[Next] (次へ) を選択します。

6. [アプリケーション環境]、[タスクサイズ]、[コンテナサイズ] で、必須およびオプションの残りの
フィールドを入力します。

7. (オプション) [Task roles, network mode] (タスクロール、ネットワークモード) セクションを展開し、
次の内容を指定します。

• [Task role] (タスクロール) では、タスクに割り当てる IAM ロールを選択します。タスク IAM ロー
ルは、タスク内のコンテナが AWS APIを呼び出すアクセス権限を提供します。

8. (オプション) [Storage] (ストレージ) セクションを使用して、Fargate でホストされるタスクのエフェ
メラルストレージ量を拡張したり、タスクのデータボリューム構成を追加できます。

• Fargate タスクに使用可能なエフェメラルストレージをデフォルト値の 20 GiB を超えて拡張する
には、[Amount] (量) に最大で 200 GiB までの値を入力します。

9. コンテナのログ設定で参照される機密データの場合は、[ログ収集の使用] の [ログ設定] で、以下の設
定を完了します。

a. ログオプションを選択した後、[キー] で [追加] を選択します。
b. [キー] で、対象のログ設定オプションの名前を入力します。
c. [値] に、ログオプションとしてログ設定に渡すデータが含まれている、AWS Systems Manager 

Parameter Store パラメータの名前か完全な ARN を入力します。

Note

起動しているタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラメー
タが存在する場合は、シークレットの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。
パラメータが別のリージョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要がありま
す。

d. [値のタイプ] で、[ValueFrom] を選択します。
10. [Next] (次) を選択して、タスク定義を確認します。
11. [Review and create] (確認と作成) ページで、各タスク定義セクションを確認します。[Edit (編集)] を選

択して、変更を加えることができます。タスク定義が完了したら、[Create] (作成) を選択して、タス
ク定義を登録します。

ログ記録設定のシークレットを取得する
Secrets Manager の使用
コンテナの定義内で logConfiguration を指定するときに、コンテナに設定するログドライバーオプ
ションの名前と、コンテナに渡す機密データが含まれている Secrets Manager シークレットの ARN 全体
を使用して secretOptions を指定できます。

以下に示すのは、Secrets Manager シークレットを参照するときの形式を示すタスク定義のスニペットで
す。
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{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "logConfiguration": [{ 
      "logDriver": "splunk", 
      "options": { 
        "splunk-url": "https://your_splunk_instance:8088" 
      }, 
      "secretOptions": [{ 
        "name": "splunk-token", 
        "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:secret_name-
AbCdEf" 
      }] 
    }] 
  }]
}

AWS Systems Manager を使用する
ログ設定には機密データを注入できます。コンテナの定義内で logConfiguration を指定するとき
に、コンテナに設定するログドライバーオプションの名前と、コンテナに渡す機密データが含まれている 
Systems Manager パラメータストアのパラメータの ARN 全体を使用して secretOptions を指定できま
す。

Important

起動するタスクと同じリージョンに Systems Manager パラメータストアのパラメータが存在する
場合は、パラメータの完全な ARN または名前のどちらも使用できます。パラメータが別のリー
ジョンに存在する場合は、完全な ARN を指定する必要があります。

以下に示すのは、Systems Manager パラメータストアのパラメータを参照するときの形式を示すタスク定
義のスニペットです。

{ 
  "containerDefinitions": [{ 
    "logConfiguration": [{ 
      "logDriver": "fluentd", 
      "options": { 
        "tag": "fluentd demo" 
      }, 
      "secretOptions": [{ 
        "name": "fluentd-address", 
        "valueFrom": "arn:aws:ssm:region:aws_account_id:parameter:/parameter_name" 
      }] 
    }] 
  }]
}

タスク定義の例
このセクションでは、独自のタスク定義の作成を開始するために使用できる JSON タスク定義の例を提供
します。

例をコピーして、クラシックコンソールで [JSON 経由の設定] オプションを使用するときに貼り付けるこ
とができます。アカウント ID を使用するなど、例を必ずカスタマイズしてください。詳細については、コ
ンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73) および タスク定義パラメータ (p. 89) を参照してくだ
さい。

その他のタスク定義の例については、GitHub の「AWS のタスク定義例」を参照してください。
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トピック
• 例: ウェブサーバー (p. 188)
• 例: splunk ログドライバー (p. 189)
• 例: fluentd ログドライバー (p. 190)
• 例: gelf ログドライバー (p. 190)
• 例: コンテナの依存関係 (p. 191)
• Windows のサンプルのタスク定義 (p. 192)

例: ウェブサーバー
以下は、Web サーバーをセットアップするために、Fargate 起動タイプで Linux コンテナを使用するタス
ク定義の例です。

{ 
   "containerDefinitions": [  
      {  
         "command": [ 
            "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> 
 <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div 
 style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!
</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></
html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground\"" 
         ], 
         "entryPoint": [ 
            "sh", 
            "-c" 
         ], 
         "essential": true, 
         "image": "httpd:2.4", 
         "logConfiguration": {  
            "logDriver": "awslogs", 
            "options": {  
               "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition", 
               "awslogs-region": "us-east-1", 
               "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
            } 
         }, 
         "name": "sample-fargate-app", 
         "portMappings": [  
            {  
               "containerPort": 80, 
               "hostPort": 80, 
               "protocol": "tcp" 
            } 
         ] 
      } 
   ], 
   "cpu": "256", 
   "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
   "family": "fargate-task-definition", 
   "memory": "512", 
   "networkMode": "awsvpc", 
   "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "LINUX" 
    }, 
   "requiresCompatibilities": [  
       "FARGATE"  
    ]
}
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以下は、Web サーバーをセットアップするために、Fargate 起動タイプで Windows コンテナを使用する
タスク定義の例です。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "command": [ 
                "New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -Value '<html> 
 <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-
color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon 
 ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a 
 container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc" 
            ], 
            "entryPoint": [ 
                "powershell", 
                "-Command" 
            ], 
            "essential": true, 
            "cpu": 2048, 
            "memory": 4096,       
            "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-ltsc2019", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "/ecs/fargate-windows-task-definition", 
                    "awslogs-region": "us-east-1", 
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            }, 
            "name": "sample_windows_app", 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "containerPort": 80, 
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "memory": "4096", 
    "cpu": "2048", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "family": "windows-simple-iis-2019-core", 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE" 
    }, 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ]
}

例: splunk ログドライバー
以下の例では、タスク定義で、リモートサービスにログを送信する splunk ログドライバーを使用する
方法を示しています。Splunk トークンパラメータは、機密データとして扱われる可能性があるため、
シークレットのオプションとして指定しています。詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡
し (p. 174)」を参照してください。

"containerDefinitions": [{ 
  "logConfiguration": { 
   "logDriver": "splunk", 
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   "options": { 
    "splunk-url": "https://cloud.splunk.com:8080", 
    "tag": "tag_name", 
   }, 
   "secretOptions": [{ 
    "name": "splunk-token", 
    "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:splunk-token-KnrBkD"
}],

例: fluentd ログドライバー
以下の例では、タスク定義で、リモートサービスにログを送信する fluentd ログドライバーを使用す
る方法を示しています。fluentd-address 値は機密データとして扱われる可能性があるため、シー
クレットのオプションとして指定しています。詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡
し (p. 174)」を参照してください。

"containerDefinitions": [{ 
 "logConfiguration": { 
  "logDriver": "fluentd", 
  "options": { 
   "tag": "fluentd demo" 
  }, 
  "secretOptions": [{ 
   "name": "fluentd-address", 
   "valueFrom": "arn:aws:secretsmanager:region:aws_account_id:secret:fluentd-address-
KnrBkD" 
  }] 
 }, 
 "entryPoint": [], 
 "portMappings": [{ 
             "hostPort": 80, 
             "protocol": "tcp", 
             "containerPort": 80 
             }, 
             { 
  "hostPort": 24224, 
  "protocol": "tcp", 
  "containerPort": 24224 
 }]
}],

例: gelf ログドライバー
以下の例では、タスク定義で、Gelf ログを入力として受け取る Logstash を実行しているリモート
ホストにログを送信する gelf ログドライバーを使用する方法を示しています。詳細については、
「logConfiguration (p. 106)」を参照してください。

"containerDefinitions": [{ 
 "logConfiguration": { 
  "logDriver": "gelf", 
  "options": { 
   "gelf-address": "udp://logstash-service-address:5000", 
   "tag": "gelf task demo" 
  } 
 }, 
 "entryPoint": [], 
 "portMappings": [{ 
   "hostPort": 5000, 
   "protocol": "udp", 
   "containerPort": 5000 
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  }, 
  { 
   "hostPort": 5000, 
   "protocol": "tcp", 
   "containerPort": 5000 
  } 
 ]
}],

例: コンテナの依存関係
この例では、コンテナの依存関係が指定されている複数のコンテナを含むタスク定義の構文を示していま
す。次のタスク定義では、app コンテナ が開始される前に、envoy コンテナが必要とされるコンテナの
ヘルスチェックパラメータにより決定される正常なステータスに達する必要があります。詳しくは、「コ
ンテナの依存関係 (p. 112)」を参照してください。

{ 
  "family": "appmesh-gateway", 
  "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "LINUX" 
  }, 
  "proxyConfiguration":{ 
      "type": "APPMESH", 
      "containerName": "envoy", 
      "properties": [ 
          { 
              "name": "IgnoredUID", 
              "value": "1337" 
          }, 
          { 
              "name": "ProxyIngressPort", 
              "value": "15000" 
          }, 
          { 
              "name": "ProxyEgressPort", 
              "value": "15001" 
          }, 
          { 
              "name": "AppPorts", 
              "value": "9080" 
          }, 
          { 
              "name": "EgressIgnoredIPs", 
              "value": "169.254.170.2,169.254.169.254" 
          } 
      ] 
  }, 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "app", 
      "image": "application_image", 
      "portMappings": [ 
        { 
          "containerPort": 9080, 
          "hostPort": 9080, 
          "protocol": "tcp" 
        } 
      ], 
      "essential": true, 
      "dependsOn": [ 
        { 
          "containerName": "envoy", 
          "condition": "HEALTHY" 
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        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "envoy", 
      "image": "840364872350.dkr.ecr.region-code.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.15.1.0-
prod", 
      "essential": true, 
      "environment": [ 
        { 
          "name": "APPMESH_VIRTUAL_NODE_NAME", 
          "value": "mesh/meshName/virtualNode/virtualNodeName" 
        }, 
        { 
          "name": "ENVOY_LOG_LEVEL", 
          "value": "info" 
        } 
      ], 
      "healthCheck": { 
        "command": [ 
          "CMD-SHELL", 
          "echo hello" 
        ], 
        "interval": 5, 
        "timeout": 2, 
        "retries": 3 
      }     
    } 
  ], 
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole", 
  "networkMode": "awsvpc"
}

Windows のサンプルのタスク定義
Amazon ECS で Windows コンテナを使い始める際に役立つタスク定義サンプルを以下に示します。

Example Windows 用の Amazon ECS コンソールサンプルアプリケーション

次のタスク定義は、Amazon ECS の初回実行ウィザードで生成される Amazon ECS コンソールのサンプ
ルアプリケーションです。microsoft/iis Windows コンテナイメージを使用するために移植されていま
す。

{ 
  "family": "windows-simple-iis", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "windows_sample_app", 
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis", 
      "cpu": 1024, 
      "entryPoint":["powershell", "-Command"], 
      "command":["New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -Value '<html> 
 <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-
color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon 
 ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a 
 container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc"], 
      "portMappings": [ 
        { 
          "protocol": "tcp", 
          "containerPort": 80 
        } 
      ], 
      "memory": 1024, 
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      "essential": true 
    } 
  ], 
  "networkMode": "awsvpc", 
  "memory": "1024", 
  "cpu": "1024"
}

AWS CLI を使用したタスク定義管理
Amazon ECS API、AWS CLI、または SDK を使用して、タスク定義を管理することができます。

タスク定義に使用できる API アクションの詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リ
ファレンス」の「タスク定義アクション」を参照してください。
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アカウント設定
Amazon ECS アカウント設定に移動して、特定の機能をオプトインまたはオプトアウトできます。各 
AWS リージョンについて、アカウントレベルまたは特定のユーザーまたはロールで、各アカウント設定を
オプトインまたはオプトアウトすることができます。

次のいずれかの条件が関係する場合は、特定の機能をオプトインまたはオプトアウトすることが考えられ
ます。

• ユーザーまたはロールは、個々のアカウントのために特定のアカウント設定をオプトインまたはオプト
アウトできます。

• ユーザーまたはロールはアカウントのすべてのユーザーに対してデフォルトのオプトインまたはオプト
アウト設定を定義できます。

• ルートユーザーは、アカウントの任意の種類のロールまたはユーザーについて、オプトインまたはオプ
トアウトすることができます。ルートユーザーのアカウント設定が変更されると、個別にアカウント設
定が選択されなかったすべてのユーザーとロールに対してデフォルト値が設定されます。

Note

フェデレーションユーザーは、ルートユーザーのアカウント設定を想定しており、明示的にアカ
ウント設定を個別に設定することはできません。

以下のアカウント設定を使用できます。オプトインおよびオプトアウトオプションは、アカウント設定ご
とに選択する必要があります。

Amazon リソースネーム (ARN) と ID

リソース名:
serviceLongArnFormat、taskLongArnFormat、containerInstanceLongArnFormat

Amazon ECS で、Amazon リソースネーム (ARN) の新しいフォーマットと、Amazon ECS サービ
ス、タスク、コンテナインスタンスのリソース ID が導入されました。各リソースタイプのオプトイン
ステータスによって、リソースが使用する Amazon リソースネーム (ARN) の形式が決まります。その
リソースタイプのリソースタグ付けなどの機能を使用するには、新しい ARN の形式にオプトインす
る必要があります。詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と ID (p. 196)」を参照して
ください。

オプトインした後に起動されたリソースだけが、新形式の ARN とリソース ID を受け取ります。既存
のリソースは、いずれも影響を受けません。Amazon ECS サービスとタスクを新しい ARN およびリ
ソース ID の形式に移行するには、サービスまたはタスクを再作成する必要があります。コンテナイン
スタンスを新しい ARN およびリソース ID の形式に移行するには、そのコンテナインスタンスを空に
してから、新規コンテナインスタンスをクラスターに登録する必要があります。

Note

Amazon ECS サービスが 2018 年 11 月 16 日以降に作成されていて、そのサービスを作成し
たユーザーがタスクの新形式をオプトインしている場合、そのサービスによって起動された
タスクだけが新形式の ARN とリソース ID になります。

CloudWatch Container Insights

リソース名: containerInsights

CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスのメトリ
クスとログを収集、集約、要約します。このメトリクスには、CPU、メモリ、ディスク、ネットワー
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クなどのリソース使用率が含まれます。Container Insights では、問題の迅速な特定と解決に役立つ、
コンテナの再起動失敗などの診断情報も提供されます。また、Container Insights が収集するメトリク
スには CloudWatch アラームを設定できます。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテ
ナインサイト (p. 333)」を参照してください。

containerInsights アカウント設定にオプトインすると、すべての新しいクラスターで Container 
Insights がデフォルトで有効になります。この設定は、作成時に特定のクラスターに対して無効にす
ることができます。この設定は、UpdateClusterSettings API を使用して変更することもできます。

デュアルスタック VPC IPv6

リソース名: dualStackIPv6

Amazon ECS は、プライマリプライベート IPv4 アドレスに加えて IPv6 アドレスを備えたタスクの提
供をサポートします。

タスクが IPv6 アドレスを受信するには、タスクが awsvpc ネットワークモードを使用し、デュアル
スタックモードに設定された VPC で起動し、dualStackIPv6 アカウント設定を有効にする必要が
あります。他の要件の詳細については、「デュアルスタックモードでの VPC の使用 (p. 135)」を参照
してください。

Important

dualStackIPv6 アカウント設定は、Amazon ECS API または AWS CLI を使用してのみ変
更できます。詳細については、「アカウント設定の変更 (p. 199)」を参照してください。

2020 年 10 月 1 日から 2020 年 11 月 2 日の間に、IPv6 が有効なサブネットで awsvpc ネット
ワークモードを使用してタスクを実行している場合、タスクが実行されていたリージョンの既定の
dualStackIPv6 アカウント設定は disabled です。この条件が満たされない場合、リージョンのデ
フォルト dualStackIPv6 設定は enabled です。

Fargate FIPS-140 コンプライアンス

リソース名: fargateFIPSMode

Fargate は、機密情報を保護する暗号モジュールのセキュリティ要件を指定する連邦情報処理標
準 (FIPS-140) をサポートしています。これは現在の米国およびカナダの政府標準であり、Federal 
Information Security Management Act (FISMA) または Federal Risk and Authorization Management 
Program (FedRAMP) への準拠が要求されるシステムに適用されます。

FIPS-140 コンプライアンスをオンにする必要があります。詳細については、「the section called 
“AWS Fargate FIPS-140 コンプライアンス” (p. 407)」を参照してください。

タグリソース認可

リソース名: tagResourceAuthorization

一部の Amazon ECS API アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。

Amazon ECS は、リソース作成のためのタグ付け認可を導入しています。ユーザーには、リソース
を作成するアクションの許可が必要です (ecsCreateCluster など)。リソース作成アクションでタ
グが指定されている場合、AWS は ecs:TagResource アクションに対して追加の認可を実行して、
ユーザーまたはロールがタグを作成するための許可を持っているかどうかを確認します。したがっ
て、ecs:TagResource アクションを使用するための明示的な許可を付与する必要があります。詳細
については、「the section called “リソース作成時のタグ付け” (p. 401)」を参照してください。

トピック
• Amazon リソースネーム (ARN) と ID (p. 196)
• ARN およびリソース ID 形式のタイムライン (p. 197)
• AWS Fargate 連邦情報処理標準 (FIPS-140) コンプライアンス (p. 197)
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• タグ付け認可 (p. 197)
• タグ付け認可のタイムライン (p. 198)
• コンソールを使用したアカウント設定の表示 (p. 199)
• アカウント設定の変更 (p. 199)
• デフォルトのアカウント設定の復元 (p. 199)
• AWS CLI を使用したアカウント設定管理 (p. 199)

Amazon リソースネーム (ARN) と ID
Amazon ECS リソースの作成時に、各リソースには一意の Amazon リソースネーム (ARN) と一意の
リソース識別子 (ID) が割り当てられます。コマンドラインツールまたは Amazon ECS API を使用して 
Amazon ECS を操作する場合、特定のコマンドにはリソース ARNまたはリソース ID が必要になります。
たとえば、タスクを停止するために stop-task AWS CLI コマンドを使用する場合は、そのコマンドでタス
クの ARN または ID を指定する必要があります。

新しい Amazon リソースネーム (ARN) およびリソース ID の形式は、リージョンごとにオプトインおよび
オプトアウトできます。現在、新しく作成されたアカウントはデフォルトでオプトインされています。

新形式の Amazon リソースネーム (ARN) およびリソース ID はいつでもオプトインまたはオプトアウトで
きます。オプトイン後、作成するすべての新しいリソースは新しい形式を使用します。

Note

リソース ID が作成後に変更することはありません。したがって、新しい形式をオプトインまたは
オプトアウトしても、既存のリソース ID には影響しません。

以下のセクションでは、ARN およびリソース ID 形式がどのように変更されているかについて説明しま
す。新しい形式への移行の詳細については、「Amazon Elastic Container Service のよくある質問」を参照
してください。

Amazon リソースネーム (ARN) 形式

一部のリソースには、production という名前のサービスなど、わかりやすい名前があります。それ以外
の場合は、Amazon リソースネーム (ARN) 形式を使用してリソースを指定する必要があります。Amazon 
ECS のタスク、サービス、およびコンテナインスタンスの新しい ARN 形式には、クラスター名が含まれ
ます。新しい ARN 形式へのオプトインの詳細については、「アカウント設定の変更 (p. 199)」を参照し
てください。

各リソースタイプでの現在の形式と新しい形式を次の表に示しています。

リソースタイプ ARN

コンテナインスタ
ンス

現在: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:container-
instance/container-instance-id

新: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:container-
instance/cluster-name/container-instance-id

Amazon ECS 
サービス

現在: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-name

新: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/cluster-
name/service-name

Amazon ECS タ
スク

現在: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task/task-id

新: arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task/cluster-name/task-id
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リソース ID の長さ

リソース ID は文字と数字の一意の組み合わせです。新しいリソース ID 形式には、Amazon ECS タスクお
よびコンテナインスタンス用の短い ID が含まれます。現在のリソース ID の形式の長さは 36 文字です。
新しい ID は 32 文字の形式で、ハイフンは含まれません。新しい リソース ID 形式をオプトインする方法
の詳細については、「アカウント設定の変更 (p. 199)」を参照してください。

ARN およびリソース ID 形式のタイムライン
新しい Amazon リソースネーム (ARN) と Amazon ECS リソースのリソース ID 形式のための、オプトイ
ンおよびオプトアウト期間のタイムラインは、2021 年 4 月 1 日に終了しました。デフォルトでは、すべ
てのアカウントが新しい形式にオプトインされています。新しく作成されたすべてのリソースには新しい
形式が適用され、オプトアウトできなくなります。

AWS Fargate 連邦情報処理標準 (FIPS-140) コンプ
ライアンス

Fargate で連邦情報処理標準 (FIPS-140) コンプライアンスをオンにする必要があります。詳細について
は、「the section called “AWS Fargate FIPS-140 コンプライアンス” (p. 407)」を参照してください。

fargateFIPSMode オプションを enabled に設定して put-account-setting-default を実行しま
す。詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リファレンス」の「put-account-setting-
default」を参照してください。

• FIPS-140 コンプライアンスをオンにする例

aws ecs put-account-setting-default --name fargateFIPSMode --value enabled

出力

{ 
    "setting": { 
        "name": "fargateFIPSMode", 
        "value": "enabled", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user" 
    }
}

list-account-settings を実行して、現在の FIPS-140 コンプライアンスステータスを表示できま
す。effective-settings オプションを使用して、アカウントレベルの設定を表示します。

aws ecs list-account-settings --effective-settings

タグ付け認可
Amazon ECS は、リソース作成のためのタグ付け認可を導入しています。ユーザーには、リソースを作成
するアクションの許可が必要です (ecsCreateCluster など)。リソースを作成し、そのリソースのタグ
を指定すると、AWS は、追加の認可を実行して、タグを作成するための許可があることを検証します。し
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たがって、ecs:TagResource アクションを使用するための明示的な許可を付与する必要があります。詳
細については、「the section called “リソース作成時のタグ付け” (p. 401)」を参照してください。

タグ付け認可にオプトインするには、tagResourceAuthorization オプションを enable に設定して
put-account-setting-default を実行します。詳細については、「Amazon Elastic Container Service 
API リファレンス」の「put-account-setting-default」を参照してください。list-account-settings を
実行して、現在のタグ付け認可ステータスを表示できます。

• タグ付け認可をオンにする例

aws ecs put-account-setting-default --name tagResourceAuthorization --value enabled --
region region

出力

{ 
    "setting": { 
        "name": "tagResourceAuthorization", 
        "value": "enabled", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user" 
    }
}

オプトインしたら、作成時にユーザーがリソースにタグ付けできるように、適切な許可を設定する必要が
あります。詳細については、「the section called “リソース作成時のタグ付け” (p. 401)」を参照してくだ
さい。

list-account-settings を実行して、現在のタグ付け認可ステータスを表示できます。effective-
settings オプションを使用して、アカウントレベルの設定を表示します。

aws ecs list-account-settings --effective-settings

タグ付け認可のタイムライン
list-account-settings を実行して tagResourceAuthorization 値を表示することで、タグ付け
認可がアクティブかどうかを確認できます。値が enabled である場合、タグ付け認可が使用されていま
す。詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リファレンス」の「list-account-settings」
を参照してください。

タグ付け認可に関連する重要な日付を次に示します。

• 2023 年 4 月 18 日 – タグ付け認可が導入されました。タグ付け認可の使用をオプトインできます。オプ
トインすることにより、適切な許可を付与する必要があります。

• 2023 年 4 月 27 日から 2023 年 7 月 16 日 – すべての新しいアカウントと影響を受けていない既存のア
カウントは、タグ付け認可に自動的に移行されます。

Note

オプトアウトするには、tagResourceAuthorization オプションを disabled に設定して
put-account-setting-default を実行します。
AWS は、影響を受けたアカウントに通知しました。

• 2023 年 7 月 16 日 – タグ付け認可をオプトアウトしたままでいることができる最終日。
• 7 月 17 日。2023 – オプトアウトオプションが終了し、すべてのアカウントがタグ付け認可を使用しま

す。
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コンソールを使用したアカウント設定の表示
AWS Management Console を使用して、アカウント設定を表示できます。

Important

dualStackIPv6 および fargateFIPSMode アカウントの設定は、AWS CLI を使用してのみ表
示または変更できます。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. 上部にあるナビゲーションバーで、アカウント設定を表示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 [Account Settings] (アカウント設定) を選択します。

アカウント設定の変更
AWS Management Console を使用して、アカウント設定を変更できます。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. 上部にあるナビゲーションバーで、アカウント設定を表示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 [Account Settings] (アカウント設定) を選択します。
4. [Update] (更新) を選択します。
5. 各 EC2 インスタンスの awsvpc ネットワークモードで実行できるタスク数を増減するに

は、[AWSVPC トランキング] で [AWSVPC トランキング] を選択します。
6. クラスターで CloudWatch Container Insights をデフォルトで使用または使用停止するに

は、[CloudWatch Container Insights] で、[CloudWatch Container Insights] を選択またはクリアしま
す。

7. タグ付け認可をオプトインまたはオプトアウトするには、[リソースのタグ付け認可] で、[リソースの
タグ付け認可] を選択または選択解除します。

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
9. 確認画面で [Confirm (確認)] を選択すると、選択内容が保存されます。

デフォルトのアカウント設定の復元
AWS Management Console を使用して、アカウント設定をデフォルトに戻すことができます。

[Revert to account default] (アカウントのデフォルトに戻す) オプションは、アカウント設定がデフォルト
設定ではなくなった場合にのみ使用できます。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. 上部にあるナビゲーションバーで、アカウント設定を表示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 [Account Settings] (アカウント設定) を選択します。
4. [Update] (更新) を選択します。
5. [Revert to account default] (アカウントのデフォルトに戻す) を選択します。
6. 確認画面で [Confirm (確認)] を選択すると、選択内容が保存されます。

AWS CLI を使用したアカウント設定管理
アカウント設定は、Amazon ECS API、AWS CLI、または SDK を使用して管理することができます。
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タスク定義に使用できる API アクションの詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リ
ファレンス」の「アカウント設定アクション」を参照してください。

アカウントのすべての ユーザーまたはロールのデフォルトアカウント設定を変更するには、以下のいずれ
かのコマンドを使用します。これらの変更は、ユーザーまたはロールがこれらの設定を明示的に上書きし
ない限り、AWS アカウント全体に適用されます。

• put-account-setting-default (AWS CLI)

aws ecs put-account-setting-default --name serviceLongArnFormat --value enabled --
region us-east-2

このコマンドを使用して、他のアカウント設定を変更することもできます。そのためには、name パラ
メータを対応するアカウント設定に置き換えます。

• Write-ECSAccountSetting (AWS Tools for Windows PowerShell)

Write-ECSAccountSettingDefault -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -Region us-
east-1 -Force

ユーザーアカウントのアカウント設定を変更するには (AWS CLI)

自分の ユーザーのアカウント設定を変更するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。ルートユー
ザーとしてこれらのコマンドを使用する場合、ユーザーまたはロールが対象の設定を明示的に上書きしな
い限り、この変更内容が AWS アカウント全体に適用されます。

• put-account-setting (AWS CLI)

aws ecs put-account-setting --name serviceLongArnFormat --value enabled --region us-
east-1

このコマンドを使用して、他のアカウント設定を変更することもできます。そのためには、name パラ
メータを対応するアカウント設定に置き換えます。

• Write-ECSAccountSetting (AWS Tools for Windows PowerShell)

Write-ECSAccountSetting -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -Force

特定のユーザーまたはロールのアカウント設定を変更するには (AWS CLI)

特定のユーザーまたはロールのアカウント設定を変更するには、以下のいずれかのコマンドを使用して、
リクエストの中でユーザー、ロール、またはルートユーザーの ARN を指定します。

• put-account-setting (AWS CLI)

aws ecs put-account-setting --name serviceLongArnFormat --value enabled --principal-arn 
 arn:aws:iam::aws_account_id:user/principalName --region us-east-1

このコマンドを使用して、他のアカウント設定を変更することもできます。そのためには、name パラ
メータを対応するアカウント設定に置き換えます。

• Write-ECSAccountSetting (AWS Tools for Windows PowerShell)

Write-ECSAccountSetting -Name serviceLongArnFormat -Value enabled -PrincipalArn 
 arn:aws:iam::aws_account_id:user/principalName -Region us-east-1 -Force
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Amazon ECS タスクスケジューリン
グ

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)は、タスクとコンテナの柔軟なスケジュール機能を提供
する、共有状態のオプティミスティックな並列システムです。Amazon ECSスケジューラはAmazon ECS 
API と同じクラスターの状態情報を利用して、適切な配置を決定します。

Fargate 起動タイプを使用する各タスクは独自の分離境界を持ち、他のタスクと基盤となるリソースを
共有しません。これらのリソースには、基盤となるカーネル、CPU リソース、メモリリソース、および 
Elastic Network Interface が含まれます。

Amazon ECS は、長時間実行されるタスクおよびアプリケーションにサービススケジューラを提供しま
す。バッチジョブまたは単一実行タスクに対してタスクを手動で実行することもできます。Amazon ECS 
は、クラスターにタスクを配置するたびに 1 つを提供します。ニーズに最適なタスクを実行するためのタ
スク配置戦略や制約を指定できます。たとえば、タスクを複数のアベイラビリティーゾーンにまたがって
実行するか、単一のアベイラビリティーゾーン内で実行するかを指定できます。さらに、オプションとし
て、独自のカスタムまたはサードパーティーのスケジューラでタスクを統合することもできます。

サービススケジューラ

サービススケジューラは、長期実行するステートレスサービスやアプリケーションに適しています。サー
ビススケジューラにより、指定したスケジューリング戦略が順守され、タスクが失敗したときに タスクが
再スケジュールされます。たとえば、基盤となるインフラストラクチャに障害が発生した場合、サービス
スケジューラはタスクを再スケジュールできます。

利用できる 2 つのサービススケジューラ戦略があります。

• REPLICA - レプリカスケジュール戦略では、クラスター全体で必要数のタスクを配置して維持します。
デフォルトでは、サービススケジューラによってタスクはアベイラビリティーゾーン間に分散されま
す。タスク配置の戦略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイズできます。詳細について
は、「レプリカ (p. 213)」を参照してください。

• DAEMON - デーモンのスケジュール戦略では、指定したすべてのタスク配置制約を満たすクラスター内の
アクティブなコンテナインスタンスごとに、1 つのタスクのみをデプロイします。サービススケジュー
ラは、実行中のタスクのタスク配置制約を評価し、配置制約を満たさないタスクを停止します。この戦
略を使用する場合、タスクの必要数や配置戦略、サービスの Auto Scaling ポリシーを指定する必要はあ
りません。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドのデーモンを参照し
てください。

Note

Fargate タスクは DAEMON スケジュール戦略をサポートしません。

サービススケジューラはオプションで、タスクがElastic Load Balancingロードバランサーに登録されて
いることも確認します。サービススケジューラで維持されているサービスを更新できます。これには、
新しいタスク定義のデプロイや、実行中のタスクの必要数の変更が含まれる場合があります。デフォルト
では、サービススケジューラによってタスクは複数のアベイラビリティーゾーン間で分散されます。ただ
し、タスク配置戦略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイズできます。詳細については、
「Amazon ECS サービス (p. 212)」を参照してください。

手動でタスクを実行

このRunTaskアクションは、作業を実行してから停止するバッチジョブなどのプロセスに適していま
す。例えば、キューに作業が入ったときに RunTask を呼び出す処理を入れることができます。タスクは
キューから作業を引き出し、作業を実行して、その後終了します。RunTaskを使用すると、デフォルトの
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タスク配置戦略でクラスター全体にタスクをランダムに分散させることができます。これにより、単一の
インスタンスが不均衡な数のタスクを取得する可能性を最小限に抑えることができます。また、RunTask
を使用して、スケジューラがタスク配置戦略と制約を使用してタスクを配置する方法をカスタマイズでき
ます。詳細については、クラシック Amazon ECS コンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する
方法 (p. 525)およびAmazon Elastic Container Service API ReferenceのRunTaskを参照してください。

cron ライクなスケジュールでのタスクの実行

クラスター内で一定間隔で実行するタスクがある場合、Amazon ECS コンソールを使用して EventBridge 
イベントを作成できます。バックアップ操作またはログスキャンのタスクを実行できます。作成する 
EventBridge イベントは、指定した時間にクラスター内の 1 つ以上のタスクを実行できます。スケジュー
ルされたイベントは、特定の間隔 (N 分、時間または日ごとに実行されます) に設定できます。それ以外の
場合、より複雑なスケジューリングには、cron 表現を使用できます。詳細については、「スケジュール
されたタスク (p. 206)」を参照してください。

内容
• Amazon ECS コンソールを使用したスタンドアロンタスクの実行 (p. 202)
• 新しいコンソールを使用してタスクを停止する (p. 206)
• スケジュールされたタスク (p. 206)
• AWSFargate タスクのメンテナンス (p. 210)

Amazon ECS コンソールを使用したスタンドアロ
ンタスクの実行

一部の状況によって、アプリケーションをスタンドアロンタスクとしてデプロイすることをお勧めしま
す。例えば、アプリケーションを開発しているが、このアプリケーションをサービススケジューラでデプ
ロイする準備はできていないとします。アプリケーションが 1 回限りまたは定期的なバッチジョブの場
合、実行させ続けたり、終了後に再起動したりすることは不適切です。

アプリケーションを継続的に実行するようにデプロイしたり、ロードバランサーの背後に配置したりする
には、Amazon ECSサービスを作成します。詳細については、「Amazon ECS サービス (p. 212)」を参
照してください。

新しいコンソールを使用する際には、次の点を検討してください。

• awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義、またはロードバランサーを使用するように設定
されたサービスには、ネットワーク設定が必要です。デフォルトでは、コンソールは、デフォルト
Amazon VPC 内のすべてのサブネットおよびデフォルトセキュリティグループとともにデフォルトの
Amazon VPC を選択します。

• EC2 起動タイプでは、デフォルトのタスク配置戦略は、アベイラビリティーゾーン間およびアベイラビ
リティーゾーン内のコンテナインスタンス間でタスクを分散します。

• [capacity provider strategy] (キャパシティープロバイダー戦略) では、コンソールはデフォルトでコン
ピューティングオプションを選択します。次に、コンソールがデフォルトを選択するときに使用する順
序について説明します。
• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されている場合は、その戦略が選

択されます。
• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されていないが、Fargateキャパシ

ティープロバイダーをクラスターに追加している場合は、キャパシティープロバイダーを使用するカ
スタムFARGATEキャパシティープロバイダー戦略が選択されます。

• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されていないが、クラスターに 1 
つ以上の Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーが追加されている場合は、[Use custom 
(Advanced)] (Use custom (アドバンスト)) オプションが選択され、戦略を手動で定義する必要があり
ます。
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• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されておらず、クラスターにキャ
パシティープロバイダーが追加されていない場合は、Fargate起動タイプが選択されます。

コンソールからタスクを実行するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. サービスを起動するリソースを決定します。

サービスの起動元 ステップ

クラスター a. [Clusters] ページで、サービ
スを作成するクラスターを選
択します。

b. Tasksタブで、Run new 
taskを選択します。

起動タイプ a. [Task] (タスク) ページで、タ
スク定義を選択します。

b. リビジョンが複数ある場合
は、リビジョンを選択しま
す。

c. [Deploy] (デプロイ)、[Run 
task] (タスク実行) の順に選
択します。

3. (オプション) スケジュールされたタスクをクラスターのインフラストラクチャ全体に分散する方法を
選択します。[Compute configuration] (コンピュート設定) を展開し、以下の操作を実行します。

ディストリビューションの方法 ステップ

キャパシティープロバイダー戦
略

a. [Compute options] (コン
ピューティングオプション) 
セクションで、[Capacity 
provider strategy] (キャパシ
ティープロバイダー戦略) を
選択します。

b. 戦略を選択:
• デフォルトのキャパシ

ティープロバイダー戦略
を使用するには、[Use 
cluster default] (デフォル
トのクラスターを使用) を
選択します。

• クラスターにデフォルト
のキャパシティープロバ
イダー戦略がない場合、
またはカスタム戦略を使用
する場合は、[Use custom]
(カスタムを使用)、[Add 
capacity provider strategy]
(キャパシティプロバ
イダー戦略の追加)を
選択し、[Base] (ベー
ス)、[Capacity provider]
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ディストリビューションの方法 ステップ
(キャパシティープロバイ
ダー)、[Weight] (ウェイト) 
を指定して、カスタムキャ
パシティープロバイダー戦
略を定義します。

Note

戦略でキャパシティー
プロバイダーを使用
するには、キャパシ
ティープロバイダー
をクラスターに関連付
ける必要があります。
キャパシティープロバ
イダー戦略の詳細に
ついては、「Amazon 
ECS キャパシティープ
ロバイダー (p. 59)」を
参照してください。

起動タイプ a. [Compute options] (コン
ピューティングオプション) 
セクションで、[Launch type]
(起動タイプ) を選択します。

b. [Launch type] (起動タイプ) 
で、起動タイプを選択しま
す。

c. (オプション) Fargate 起動
タイプが指定されている場
合、Platform version(プラッ
トフォームのバージョン)
で、使用するプラットフォー
ムのバージョンを指定しま
す。プラットフォームバー
ジョンが指定されない場
合、LATEST プラットフォー
ムバージョンが使用されま
す。

4. Application type(アプリケーションの種類)で、Task(タスク)を選択します。
5. [タスク定義] の場合、タスク定義ファミリーとリビジョンを選択します。

Important

コンソールは、選択を検証し、選択したタスク定義ファミリーおよびリビジョンが、定義さ
れたコンピューティング設定と互換性があることを確認します。

6. [Desired tasks] (必要なタスク) で、起動するタスクの数を入力します。
7. タスク定義で awsvpc ネットワークモードを使用している場合、[Networking] (ネットワーク) を展開

します。カスタム設定を指定するには、次のステップを実行します。

a. VPC の場合、使用する VPC を選択します。
b. [Subnets] (サブネット) で、タスクスケジューラがタスクを配置するときに考慮する VPC 内のサ

ブネットを 1 つ以上選択します。
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Important

awsvpc ネットワークモードではプライベートサブネットだけがサポートされます。タ
スクはパブリック IP アドレスを受信しません。したがって、アウトバウンドのインター
ネットアクセスには NAT ゲートウェイが必要であり、またインバウンドのインターネッ
トトラフィックは、ロードバランサーを経由します。

c. [セキュリティグループ] で、既存のセキュリティグループを選択することも、新しいセキュリ
ティグループを作成することもできます。既存のセキュリティグループを使用するには、セキュ
リティグループを選択し、次のステップに進みます。新しいセキュリティグループを作成するに
は、[Create a new security group (新しいセキュリティグループの作成)] を選択します。セキュリ
ティグループの名前、説明を指定してから、セキュリティグループのインバウンドルールを 1 つ
以上追加する必要があります。

d. [Public IP] (パブリック IP) では、タスクの Elastic Network Interface (ENI) にパブリック IP アド
レスを自動的に割り当てるかどうかを選択します。

AWS Fargate タスクをパブリックサブネットで実行するときに、そのタスクにパブリック IP ア
ドレスを割り当てて、インターネットへのルートを持つようにすることができます。詳細につい
ては、Amazon Elastic Container Service ユーザーガイドAWS Fargate用のFargateタスクネット
ワーキングを参照してください。

8. (オプション) タスク IAM ロール、またはタスク定義で定義されているタスク実行ロールをオーバーラ
イドするには、[Task overrides] (タスクのの上書き) を展開し、以下のステップを実行します。

a. [タスクロール] で、このタスクの IAM ロールを選択します。詳細については、「タスク IAM ロー
ル (p. 387)」を参照してください。

ecs-tasks.amazonaws.com信頼関係を持つロールのみが表示されます。タスクの IAM ロール
を作成する方法については、「タスク用の IAM ロールとポリシーの作成 (p. 388)」を参照して
ください。

b. [タスク実行ロール] で、タスク実行ロールを選択します。詳細については、「Amazon ECS タス
ク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

9. (オプション) コンテナコマンドと環境変数をオーバーライドするには、[Container Overrides] (コンテ
ナの上書き) を展開し、コンテナを展開します。

• タスク定義コマンド以外のコンテナにコマンドを送信するには、[コマンドの上書き] で Docker コマ
ンドを入力します。

Docker 実行コマンドの詳細については、「Docker リファレンスマニュアル」の「Docker Run 
reference」(Docker 実行リファレンス) を参照してください。

• [Add Environment Variable] (環境変数の追加) で、環境変数を追加します。Keyに、環境変数の名前
を入力します。Value(値) で、(文字列を囲む二重引用符 (" ") なしで) 環境値の文字列値を入力しま
す。

AWS は文字列を二重引用符 (" ") で囲み、次の形式で文字列をコンテナに渡します。

MY_ENV_VAR="This variable contains a string."

10. (オプション) タスクを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) セクションを展開し、タグを設定しま
す。

Amazon ECS で、新しく起動されたすべてのタスクに、クラスター名とタスク定義のタグで自動でタ
グ付けするには、[Turn on Amazon ECS managed tags] (Amazon ECS で管理されたタグを有効にす
る) を選択し、[Task definition] (タスク定義) を選択します。

タグを追加または削除します。

• [タグを追加] [Add tag] (タグを追加) を選択し、以下を実行します。
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• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

• [タグの削除] タグの横にある [タグの削除] を選択します。
11. [Deploy] (デプロイ) をクリックします。

新しいコンソールを使用してタスクを停止する
タスクを実行し続ける必要なくなったと判断した場合、新しいコンソールを使用して 1 つ以上のタスクを
停止できます。

新しいコンソールを使用してタスクを停止する

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
4. [Cluster: name] (クラスター: 名前) ページで、[Tasks] (タスク) タブを選択します。
5. 次のいずれかのオペレーションを実行します。

• 1 つまたは複数のタスクを停止するには、タスクを選択し、[Stop] (停止)、[Stop selected] (選択を停
止) を選択します。

• すべてのタスクを停止するには、[Stop] (停止)、[Stop all] (すべて停止) を選択します。
6. [Stop confirmation page] (停止確認ページ)で、[Stop] (停止) を入力してから、[Stop] (停止) を選択しま

す。

スケジュールされたタスク
Amazon ECS は、スケジュールされたタスクの作成をサポートします。スケジュールされたタスク
は、Amazon EventBridge スケジューラを使用します。

内容
• スケジュールされたタスクを作成する (p. 206)
• スケジュールされたタスクをコンソールで表示する (p. 210)
• スケジュールされたタスクを編集する (p. 210)

スケジュールされたタスクを作成する
スケジュールされたタスクは、EventBridge コンソールを使用して作成できる Amazon EventBridge スケ
ジューラのスケジュールによって開始されます。Amazon ECS コンソールでスケジュールされたタスクを
作成できますが、現在、EventBridge コンソールにはさらに多くの機能があるため、次の手順に従うこと
で、スケジュールされたタスクを開始する EventBridge Scheduler スケジュールを作成できます。

EventBridge スケジューラサービスには、ユーザーに代わって Amazon ECS タスクを実行するためのいく
つかの許可が必要です。このロールに必要なサービスプリンシパルと IAM アクセス権限の詳細について
は、「Amazon ECS CloudWatch Events IAM ロール (p. 397)」を参照してください。

タスクをスケジュールする前に、次のステップを完了します。

1. タスクが実行されるサブネット ID とサブネットのセキュリティグループ ID を取得するには、VPC コ
ンソールを使用します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「サブネットを表示す
る」および「セキュリティグループの表示」を参照してください。
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2. EventBridge スケジューラの実行ロールを設定します。詳細については、「Amazon EventBridge スケ
ジューラユーザーガイド」の「実行ロールを設定する」を参照してください。

3. EventBridge スケジューラのターゲットを設定します。詳細については、「Amazon EventBridge スケ
ジューラユーザーガイド」の「ターゲットを設定する」を参照してください。

コンソールを使用して新しいスケジュールを作成するには

1. Amazon EventBridge スケジューラコンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[スケジューラ]、[スケジュール] の順に選択します。
3. [スケジュール] ページで、[スケジュールを作成] を選択します。
4. [スケジュールの詳細を指定] ページの [スケジュールの名前と説明] セクションで、次を実行します。

a. [スケジュール名] で、スケジュールの名前を入力します。例えば、MyTestSchedule などです。
b. (オプション) [説明] で、スケジュールの説明を入力します。例えば、My first schedule で

す。
c. [スケジュールグループ] で、ドロップダウンオプションからスケジュールグループを選択しま

す。グループがない場合は、[デフォルト] を選択します。新しいスケジュールグループを作成す
るには、[独自のスケジュールを作成] を選択します。

スケジュールグループを使用して、スケジュールのグループにタグを追加します。
5. • スケジュールオプションを選択します。

頻度 手順

1 回限りのスケジュール

1 回限りのスケジュールは、
指定した日時に 1 回だけター
ゲットを呼び出します。

[日付と時刻] で、次を実行し
ます。

• 有効な日付を YYYY/MM/DD
形式で入力します。

• タイムスタンプを 24 時間 
(hh:mm) 形式で入力しま
す。

• [タイムゾーン] で、タイム
ゾーンを選択します。

繰り返しのスケジュール

繰り返しのスケジュール
は、cron 式またはレート式
を使用して指定したレートで
ターゲットを呼び出します。

a. [スケジュールの種類] で
は、次のいずれかを実行し
ます。
• Cron 式を使用してスケ

ジュールを定義するに
は、[cron ベースのスケ
ジュール] を選択して 
Cron 式を入力します。

• Rate 式を使用してスケ
ジュールを定義するに
は、[rate ベースのスケ
ジュール] を選択して 
Rate 式を入力します。

cron およびレート式
の詳細については、
「Amazon EventBridge 
スケジューラユーザーガ
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頻度 手順
イド」の「EventBridge 
スケジューラのスケ
ジュールタイプ」を参照
してください。

b. [フレックスタイムウィンド
ウ] で、[オフ] を選択してオ
プションをオフにするか、
事前定義された時間枠のい
ずれかを選択します。例え
ば、[15 分] を選択し、1 時
間に 1 回ターゲットを呼び
出す繰り返しのスケジュー
ルを設定した場合、スケ
ジュールは毎時の開始後 15 
分以内に実行されます。

6. (オプション) 前のステップで [定期的なスケジュール] を選択した場合は、[時間枠] セクションで次を
実行します。

a. [タイムゾーン] で、タイムゾーンを選択します。
b. [開始日時] で、有効な日付を YYYY/MM/DD 形式で入力してから、タイムスタンプを 24 時間 

(hh:mm) 形式で指定します。
c. [終了日時] で、有効な日付を YYYY/MM/DD 形式で入力してから、タイムスタンプを 24 時間 

(hh:mm) 形式で指定します。
7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [ターゲットを選択] ページで、EventBridge スケジューラが呼び出す AWS API オペレーションを選択

します。

a. [すべての API] を選択し、検索ボックスで ECS と入力します。
b. [Amazon ECS] を選択します。
c. 検索ボックスで RunTask と入力し、[RunTask] を選択します。
d. [ECS クラスター] で、クラスターを選択します。
e. [ECS タスク] で、タスクに使用するタスク定義を選択します。
f. 起動タイプを使用するには、[コンピューティングオプション] を展開し、[起動タイプ] を選択し

ます。その後、起動タイプを選択します。

Fargate 起動タイプが指定される場合、[プラットフォームバージョン] で、使用するプラット
フォームバージョンを入力します。プラットフォームが指定されていない場合は、LATEST プ
ラットフォームバージョンが使用されます。

g. [サブネット] で、タスクを実行するサブネット ID を入力します。
h. [セキュリティグループ] で、サブネットのセキュリティグループ ID を入力します。
i. (オプション) タスクを識別しやすくするために、[タグ] でタグを設定します。

新しく起動されたすべてのタスクに対して、Amazon ECS がタスク定義タグを自動的にタグ付け
するようにするには、[Amazon ECS マネージドタグを有効にする] を選択します。

9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [Settings] (設定) ページで、以下の操作を行います。

a. スケジュールをオンにするには、[スケジュールの状態] で [スケジュールを有効にする] をオンに
切り替えます。

b. スケジュールの再試行ポリシーを設定するには、[再試行ポリシーとデッドレターキュー (DLQ)]
で次を実行します。
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• [再試行] を切り替えてオンにします。
• [イベントの最大保持時間] で、EventBridge スケジューラが未処理のイベントを保持しなければ

ならない最大の [時間] と [分] を入力します。
• 最大 24 時間です。
• [最大再試行回数] で、ターゲットがエラーを返した場合に EventBridge スケジューラがスケ

ジュールを再試行する最大回数を入力します。

再試行の最大値は 185 です。

再試行ポリシーを使用すると、スケジュールがそのターゲットの呼び出しに失敗した場
合、EventBridge スケジューラはスケジュールを再実行します。設定されている場合は、スケ
ジュールの最大保持時間と再試行を設定する必要があります。

c. EventBridge スケジューラが未配信のイベントを保存する場所を選択します。

[デッドレターキュー (DLQ)]
オプション

手順

保管しない [None] を選択します。

スケジュールを作成しようと
している AWS アカウント に
イベントを保存する

a. [自分の AWS アカウント
の Amazon SQS キューを 
DLQ として選択] を選択し
ます。

b. Amazon SQS キューの 
Amazon リソースネームを
選択します。

スケジュールを作成しようと
しているのとは別の AWS ア
カウント にイベントを保存す
る

a. [他の AWS アカウントの 
Amazon SQS キューを 
DLQ として指定] を選択し
ます。

b. Amazon SQS キューの 
Amazon リソースネームを
選択します。

d. カスタマーマネージド KMS キーを使用してターゲットの入力を暗号化するには、[暗号化] で [暗
号化設定をカスタマイズする (高度)] を選択します。

このオプションを選択した場合は、既存の KMS キー ARN を入力するか、[AWS KMS キーを作
成] を選択して AWS KMS コンソールに移動します。EventBridge スケジューラが保管中のデータ
を暗号化する方法の詳細については、「Amazon EventBridge スケジューラユーザーガイド」の
「保管中の暗号化」を参照してください。

e. [許可] で、[既存のロールを使用] を選択してから、ロールを選択します。

EventBridge スケジューラに新しい実行ロールを作成させるには、[このスケジュールの新しい
ロールを作成] を選択します。その後、[ロール名] で名前を入力します。このオプションを選択す
ると、EventBridge スケジューラは、テンプレート化されたターゲットに必要な許可をロールに
アタッチします。

11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. [スケジュールの確認と作成] ページで、スケジュールの詳細を確認します。各セクションで、そのス

テップに戻り、その詳細を編集するには、[編集] を選択します。
13. [スケジュールを作成] を選択します。
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スケジュールされたタスクをコンソールで表示する

[スケジュール] ページで、新規および既存のスケジュールのリストを表示できます。[ステータス] 列
で、新しいスケジュールが [有効] になっていることを確認します。

スケジュールされたタスクをコンソールで表示する
スケジュールされたタスクは Amazon ECS コンソールで表示できます。スケジュールされたタスクを開始
する Amazon EventBridge スケジューラのスケジュールを EventBridge スケジューラコンソールで表示す
ることもできます。

スケジュールされたタスクを表示するには(Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [クラスター] を選択し、スケジュールされたタスクが実行されるクラスターを選択します。
3. Cluster:cluster-name(クラスター: cluster-name) ページで、Scheduled Tasks(スケジュールされた

タスク)タブを選択します。
4. スケジュールされたすべてのタスクが一覧表示されます。

スケジュールされたタスクを編集する
スケジュールされたタスクは、クラシック Amazon ECS コンソールで編集できます。スケジュールされ
たタスクを開始する Amazon EventBridge スケジューラのスケジュールを EventBridge スケジューラコン
ソールで編集することもできます。

スケジュールされたタスクを編集するには (Amazon ECS コンソール)

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. スケジュールされたタスクを編集するクラスターを選択します。
3. Cluster: cluster-nameページで、Scheduled Tasksを選択します
4. 編集するスケジュールルールの左側にあるボックスを選択してから、Editを選択します。
5. 更新するフィールドを編集し、Updateを選択します。

AWSFargate タスクのメンテナンス
AWS Fargate の基盤となるインフラストラクチャに対する、パッチ適用とメンテナンスは、AWS が担当
します。Fargate でホストされている AmazonECS タスクにおいて、セキュリティまたはインフラストラ
クチャの更新が必要であると AWS が判断した場合、対象のタスクは停止されるので、それらを置き換え
るための新しいタスクが起動される必要があります。

Amazon ECS タスクは、サービスタスクまたはスタンドアロンタスクのどちらかに分類されます。

サービスタスク

サービスタスクは、Amazon ECS サービスの一部としてデプロイされるタスクで、サービススケ
ジューラによって管理されます。

スタンドアロンタスク

スタンドアロンタスクとは、ECS API の RunTask アクションによって直接開始されるタスクか、
スケジュールされたタスク (Amazon EventBridge が開始するもの)、AWS Batch、または AWS Step 
Functions などの外部スケジューラによって開始されるタスクです。
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タスクの終了通知を理解する

サービスタスクの場合、基盤となるホストに問題が発生している、または、プラットフォームバージョン
のリビジョンでセキュリティ上の問題が見つかると、AWS がそのタスクを停止します。AWS がタスクを
停止した場合、AWS は 最小正常率の新しいタスクを起動して、サービスに必要とされる数を維持しよう
とします。デフォルトでは、サービスの最小正常率は 100% なので、タスクの停止前にまず新しいタスク
が開始されます。サービスタスクは、これと同様の方法で、サービスのスケーリング、設定変更のデプロ
イ、タスク定義リビジョンのデプロイの際に定期的に置き換えられます。

スタンドアロンタスクの場合、基盤となるホストに問題が発生している、またはタスクが使用しているプ
ラットフォームバージョンのリビジョンにセキュリティ問題があると、AWS はユーザーの AWS Health 
Dashboard に対しタスクの終了通知を送信します。通知はアカウントに関連付けられているアドレスにも
送信されます。タスクの廃止通知により、問題の内容、タスクの終了日、および次のステップに関する詳
細を確認できます。AWS では、タスク廃止日の当日以降に、対象のタスクを停止します。スタンドアロ
ンタスクでは、タスクが停止した場合でも、Amazon ECS は代替のタスクを起動しません。そのためユー
ザーには、スタンドアロンタスクの状態をモニタリングすることと、必要に応じて停止したタスクを置き
換えるロジックの実装が推奨されます。詳細については、「タスクの終了通知を理解する (p. 211)」を参
照してください。

ここに記載されているいずれかのシナリオでタスクが停止した場合、停止したタスクを記述して
stoppedReason 値を取得できます。ECS is performing maintenance on the underlying 
infrastructure hosting the task のメッセージを含む stoppedReason は、タスクメンテナンス
の問題でタスクが停止したことを示しています。

タスクの終了プロセスに備えるために、このシナリオを想定してアプリケーションの動作をテストするこ
とをお勧めします。これを行うには、サービス内の個々のタスクを停止して、復元力をテストします。

タスクの終了通知を理解する
タスクの終了通知が送信されると、保留中の終了がメールで通知されます。イベントの前に、タスクIDと
終了日が記載された電子メールが送信されます。このメールは、アカウントに関連付けられているアドレ
スに送信されます。これは、AWS Management Console へのログインに使用するのと同じ E メールアド
レスです。[Account Settings] (アカウント設定) ページで、アカウントの連絡先情報を更新することもでき
ます。

定期的にチェックしないメールアカウントを使用しているユーザーの場合は、AWS Health Dashboard
を使用することで、いずれかのタスクに廃止スケジュールがあるかどうかを判断できます。AWS 
Health 通知は、Amazon EventBridge を通じて Amazon Simple Storage Service などのアーカイブス
トレージに送信されます。これにより、AWS Lambda 関数の実行などの自動アクションを使用した
り、Amazon Simple Notification Service などの他の通知システムを実行したりできます。詳細について
は「Amazon EventBridge による AWS Health イベントのモニタリング」を参照してください。Amazon 
Chime、Slack、または Microsoft Teams に通知を送信するための設定例については、GitHub の「AWS 
Health Aware」リポジトリを参照してください。

タスクがスケジュールされた終了日になると、AWS によって停止または終了されます。これはまだ停止し
ていない場合です。サービスタスクについては、サービススケジューラは、廃止されるタスクを置き換え
る新しいタスクを起動し、廃止されるタスクを停止します。サービススケジューラは、サービスの必要数
を維持します。スタンドアロンタスクの場合、停止され、代わりのタスクを起動する必要があります。
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サービススケジューラの概念

Amazon ECS サービス
Amazon ECS サービスを使用すると、Amazon ECS クラスター内で、タスク定義の指定した数のインスタ
ンスを同時に実行して維持できます。タスクの 1 つが失敗または停止した場合、Amazon ECS サービスス
ケジューラはタスク定義の別のインスタンスを起動してそれを置き換えます。これは、サービスで必要な
数のタスクを維持するのに役立ちます。

オプションで、ロードバランサーの背後でサービスを実行することもできます。ロードバランサーは、
サービスに関連付けられたタスク間でトラフィックを分散させます。

トピック
• サービススケジューラの概念 (p. 212)
• その他のサービスの概念 (p. 213)
• サービス定義パラメータ (p. 213)
• Amazon ECS コンソールのサービス管理 (p. 228)
• Amazon ECS デプロイタイプ (p. 241)
• サービスの負荷分散 (p. 255)
• サービスのオートスケーリング (p. 266)
• 相互接続サービス (p. 271)
• タスクスケールイン保護 (p. 292)
• サービスの調整ロジック (p. 295)
• AWS CLI を使用したサービス管理 (p. 295)

サービススケジューラの概念
長時間実行されるステートレスサービスおよびアプリケーションには、サービススケジューラを使用する
ことをお勧めします。サービススケジューラにより、指定したスケジューリング戦略が順守され、タスク
が失敗したときに タスクが再スケジュールされます。例えば、基盤となるインフラストラクチャに障害
が発生した場合、サービススケジューラはタスクを再スケジュールします。タスク配置の戦略と制約を使
用して、スケジューラがタスクを配置および終了する方法をカスタマイズできます。サービス内のタスク
が停止すると、スケジューラはタスクを置き換えるために新しいタスクを起動します。このプロセスは、
サービスが使用するスケジュール戦略に基づいて、サービスがタスクの必要数に達するまで続行されま
す。サービスのスケジューリング戦略は、サービスタイプとも呼ばれます。

サービススケジューラには、タスクが繰り返し起動に失敗した場合にタスクを再起動する頻度を調整する
ロジックが含まれています。RUNNING 状態にならずにタスクが停止すると、サービススケジューラは起動
の試行の速度を遅くし始め、サービスイベントメッセージを送信します。この動作により、問題を解決す
る前に、失敗したタスクに不要なリソースが使用されるのを防ぐことができます。サービスが更新される
と、サービススケジューラは正常なスケジューリング動作を再開します。詳細については、サービスの調
整ロジック (p. 295) および サービスイベントメッセージ (p. 501) を参照してください。

利用できる 2 つのサービススケジューラ戦略があります。

• REPLICA - レプリカスケジュール戦略では、クラスター全体で必要数のタスクを配置して維持します。
デフォルトでは、サービススケジューラによってタスクはアベイラビリティーゾーン間に分散されま
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レプリカ

す。タスク配置の戦略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイズできます。詳細について
は、「レプリカ (p. 213)」を参照してください。

• DAEMON - デーモンのスケジュール戦略では、指定したすべてのタスク配置制約を満たすクラスター内の
アクティブなコンテナインスタンスごとに、1 つのタスクのみをデプロイします。サービススケジュー
ラは、実行中のタスクのタスク配置制約を評価し、配置制約を満たさないタスクを停止します。この戦
略を使用する場合、タスクの必要数や配置戦略、サービスの Auto Scaling ポリシーを指定する必要はあ
りません。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドのデーモンを参照し
てください。

Note

Fargate タスクは DAEMON スケジュール戦略をサポートしません。

レプリカ
レプリカスケジュール戦略では、クラスターに必要数のタスクを配置して維持します。

Fargate でタスクを実行するサービスについては、サービススケジューラは、新しいタスクの起動時や実
行中タスクの停止時に、アベイラビリティーゾーン間の負荷バランスを維持するよう試みます。タスク配
置戦略や制約を指定する必要はありません。

その他のサービスの概念
• オプションで、ロードバランサーの背後でサービスを実行できます。詳細については、「サービスの負

荷分散 (p. 255)」を参照してください。
• オプションで、サービスのデプロイ設定を指定できます。デプロイは、タスク定義またはサービスの必

要数を更新することでトリガーされます。デプロイ中、サービススケジューラは、最小ヘルス率と最大
ヘルス率のパラメータを使用して、デプロイ戦略を判断します。詳細については、「サービス定義パラ
メータ (p. 213)」を参照してください。

• サービスはオプションで Amazon ECS サービス検出を使用するように設定できます。サービス検
出は、AWS Cloud Map 自動命名 API を使用して、サービスのタスクの DNS エントリを管理しま
す。これにより、VPC 内からそれらを検出できるようになります。詳細については、「サービス検
出 (p. 289)」を参照してください。

• サービスを削除するときに、クリーンアップが必要なタスクがまだ実行中の場合、サービスは ACTIVE
から DRAINING ステータスに移行し、そのサービスはコンソールまたは ListServices API オペ
レーションで表示されなくなります。すべてのタスクが STOPPING または STOPPED ステータスに
移行された後、サービスステータスは DRAINING から INACTIVE になります。DRAINING API オ
ペレーションを使用して、INACTIVE または DescribeServices ステータスのサービスを表示
できます。ただし、INACTIVE のサービスは、後で Amazon ECS によって保存されたレコードか
らクリーンアップされて削除され、それらのサービスに対して DescribeServices を呼び出す
と、ServiceNotFoundException エラーが返る可能性があります。

• ベイク時間は、新しいサービスバージョンがスケールアウトされ、古いサービスバージョンがス
ケールインされた後の期間で、その間 Amazon ECS はデプロイに関連するアラームを監視し続けま
す。Amazon ECS は、デプロイに関連するアラーム設定に基づいてこの期間を計算します。

ベイク時間は、CloudWatch アラームを使用してデプロイの失敗を検出する場合にのみ適用されます。
詳細については、「the section called “障害検出方法” (p. 242)」を参照してください。

サービス定義パラメータ
サービス定義は、Amazon ECS サービスの実行方法を定義します。サービス定義では、次のパラメータを
指定できます。

213

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs_services.html#service_scheduler_daemon


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
起動タイプ

起動タイプ
launchType

タイプ: 文字列

有効な値: EC2 | FARGATE | EXTERNAL

必須: いいえ

サービスを実行する起動タイプ。起動タイプを指定しない場合は、デフォルトで
capacityProviderStrategy が使用されます。詳しくは、「Amazon ECS 起動タイプ (p. 120)」
を参照してください。

launchType を指定した場合、capacityProviderStrategy パラメータを省略する必要がありま
す。

キャパシティープロバイダー戦略
capacityProviderStrategy

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスに使用するキャパシティープロバイダー戦略。

キャパシティープロバイダー戦略は、1 つ以上のキャパシティープロバイダーと、それらに割り当て
る base と weight で構成されます。キャパシティープロバイダーは、キャパシティープロバイダー
戦略で使用するクラスターに関連付ける必要があります。PutClusterCapacityProviders API は、キャ
パシティープロバイダーをクラスターに関連付けるために使用されます。ACTIVE または UPDATING
ステータスのキャパシティープロバイダーのみを使用できます。

capacityProviderStrategy を指定した場合、launchType パラメータを省略する必要があり
ます。capacityProviderStrategy または launchType を指定しない場合は、クラスターの
defaultCapacityProviderStrategy が使用されます。

Auto Scaling グループを使用するキャパシティープロバイダーを指定する場合は、キャパシ
ティープロバイダーが既に作成されている必要があります。新しいキャパシティープロバイダー
は、CreateCapacityProvider API オペレーションで作成できます。

AWS Fargate キャパシティープロバイダーを使用するには、FARGATE または FARGATE_SPOT キャパ
シティープロバイダーを指定します。AWS Fargate キャパシティープロバイダーはすべてのアカウン
トで使用でき、クラスターに関連付けるだけで使用できるようになります。

PutClusterCapacityProviders API オペレーションは、クラスターの作成後にクラスターで使用可能な
キャパシティープロバイダーのリストを更新するために使用されます。
capacityProvider

タイプ: 文字列

必須: はい

キャパシティープロバイダーの短縮名または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
weight

型: 整数

有効な範囲: 0～1,000 の整数。
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タスク定義

必須: いいえ

ウエイト値は、指定したキャパシティープロバイダーを使用する起動済みタスクの総数に対する
相対的な割合を示します。

例えば、2 つのキャパシティープロバイダーを含む戦略があり、両方の重みが 1 であるとしま
す。ベースが満たされると、タスクは 2 つのキャパシティープロバイダー間で均等に分割されま
す。同じロジックを使用して、capacityProviderA に 1 の重みを指定し、capacityProviderB に 4 
の重みを指定するとします。その後、capacityProviderA を使用して実行される 1 つのタスクごと
に、4 つのタスクが capacityProviderB を使用します。

base

型: 整数

有効な範囲: 0～100,000 の整数。

必須: いいえ

ベース値は、指定されたキャパシティープロバイダーで実行するタスクの最小限の数を指定しま
す。キャパシティープロバイダー戦略では、ベースを定義できるキャパシティープロバイダーは 
1 つだけです。

タスク定義
taskDefinition

タイプ: 文字列

必須: いいえ

family と revision (family:revision)、またはサービスで実行されるタスク定義の完全な 
Amazon リソースネーム（ARN）。revision を指定しない場合、指定したファミリーの最新の
ACTIVE リビジョンが使用されます。

ローリングアップデート (ECS) デプロイメントコントローラーを使用する場合は、タスク定義を指定
する必要があります。

プラットフォームオペレーティングシステム
platformFamily

タイプ: 文字列

必須: 条件による

デフォルト: Linux

このパラメータは Fargate でホストされている Amazon ECS サービスに必要です。

このパラメータは、Amazon EC2 でホストされている Amazon ECS サービスでは無視されます。

サービスを実行するコンテナ上のオペレーティングシステム。有効な値
は、LINUX、WINDOWS_SERVER_2019_FULL、WINDOWS_SERVER_2019_CORE、WINDOWS_SERVER_2022_FULL、
および WINDOWS_SERVER_2022_CORE です。

サービスに指定するすべてのタスクの platformFamily 値は、サービス platformFamily 値と一
致する必要があります。例えば、platformFamily を WINDOWS_SERVER_2019_FULL に設定する
と、すべてのタスクの platformFamily 値は WINDOWS_SERVER_2019_FULL でなければなりませ
ん。
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プラットフォームのバージョニング
platformVersion

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービス内のタスクが実行されているプラットフォームのバージョン。プラットフォームのバージョ
ンは、Fargate 起動タイプを使用するタスクに対してのみ指定されています。指定されない場合、デ
フォルトで最新バージョン (LATEST) が使用されます。

AWS Fargate プラットフォームのバージョンを使って、Fargate タスクインフラストラクチャの特定
のランタイム環境を参照できます。プラットフォームのバージョンに LATEST を指定してタスクを実
行またはサービスを作成すると、プラットフォームの最新バージョンをタスクで利用できるようにな
ります。サービスをスケールアップする場合は、これらのタスクには、サービスの最新のデプロイで
指定されたプラットフォームのバージョンが提供されます。詳細については、「AWS Fargateプラッ
トフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

クラスター
cluster

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービスを実行するクラスターの短い名前または完全な Amazon リソースネーム (ARN)。クラスター
を指定しない場合は、default クラスターが使用されます。

サービス名
serviceName

タイプ: 文字列

必須: はい

サービスの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用で
きます。サービス名は同じクラスター内で一意になるようにしてください。ただし、リージョン内の
複数のクラスター間や複数のリージョンにまたがるクラスター間では、同様の名前のサービスがあっ
ても構いません。

スケジュール戦略
schedulingStrategy

タイプ: 文字列

有効な値: REPLICA

必須: いいえ

使用するスケジュール戦略。スケジュール戦略が指定されていない場合は、REPLICA 戦略が使用され
ます。詳細については、「サービススケジューラの概念 (p. 212)」を参照してください。
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利用できる 2 つのサービススケジューラ戦略があります。
• REPLICA - レプリカスケジュール戦略では、クラスター全体で必要数のタスクを配置して維持しま

す。デフォルトでは、サービススケジューラによってタスクはアベイラビリティーゾーン間に分散
されます。タスク配置の戦略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイズできます。詳
細については、「レプリカ (p. 213)」を参照してください。

• DAEMON - デーモンのスケジュール戦略では、指定したすべてのタスク配置制約を満たすクラスター
内のアクティブなコンテナインスタンスごとに、1 つのタスクのみをデプロイします。サービスス
ケジューラは、実行中のタスクのタスク配置制約を評価し、配置制約を満たさないタスクを停止し
ます。この戦略を使用する場合、タスクの必要数や配置戦略、サービスの Auto Scaling ポリシーを
指定する必要はありません。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイ
ドのデーモンを参照してください。

Note

Fargate タスクは DAEMON スケジュール戦略をサポートしていません。

必要数
desiredCount

型: 整数

必須: いいえ

指定したタスク定義のインスタンスをクラスターに配置して実行状態に保つ数。

このパラメータは、REPLICA スケジュール戦略を使用する場合に必要です。サービスが DAEMON スケ
ジュール戦略を使用する場合、このパラメータはオプションです。

デプロイ設定
deploymentConfiguration

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

デプロイ時に実行されるタスクの数と、タスクの停止および開始の順序を制御するオプションのデプ
ロイパラメータ。
maximumPercent

型: 整数

必須: いいえ

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、maximumPercent
パラメータは、デプロイ時に RUNNING、STOPPING、または PENDING 状態で許可されるサー
ビスのタスクの上限数を表します。これは、最も近い整数に切り捨てられた desiredCount
のパーセンテージ (%) として表されます。このパラメータを使用して、デプロイのバッ
チサイズを定義できます。例えば、サービスで REPLICA サービススケジューラを使用し
て、desiredCount が 4 タスク、maximumPercent の値が 200% とすると、スケジューラは 4 
つの古いタスクを停止する前に、4 つの新しいタスクを開始できます。そのために必要なクラス
ターリソースを使用できることが前提です。REPLICA サービススケジューラを使用するサービス
のデフォルトの maximumPercent 値は 200% です。

サービスで DAEMON サービススケジューラタイプを使用している場合、maximumPercent は 
100% のままにする必要があります。これは、デフォルト値です。
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デプロイ時のタスクの最大数は、desiredCount に maximumPercent/100 を乗算したもので、
最も近い整数値に切り下げられます。

サービスが blue/green (CODE_DEPLOY) または EXTERNAL デプロイのタイプと EC2 起動タイ
プを使用するタスクのいずれかを使用している場合、maximum percent 値はデフォルト値に設
定され、コンテナインスタンスが DRAINING 状態のときに RUNNING 状態のままのタスクの上
限数を定義するために使用されます。サービス内のタスクが Fargate 起動タイプを使用する場
合、maximum percent 値はサービスを記述するときに返されますが、使用されません。

minimumHealthyPercent

型: 整数

必須: いいえ

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場
合、minimumHealthyPercent は、デプロイ時に RUNNING 状態に留まる必要があるサービ
スのタスクの下限数を表します。これは、最も近い整数に切り上げられた desiredCount の
パーセンテージ (%) として表されます。このパラメータを使用して、追加のクラスターキャ
パシティーを使用せずにデプロイできます。例えば、サービスで desiredCount が 4 タス
ク、minimumHealthyPercent が 50% とすると、サービススケジューラは 2 つの新しいタスク
を開始する前に、2 つの既存のタスクを停止してクラスターのキャパシティーを解放できます。

ロードバランサーを使用しないサービスの場合は、次のことを考慮してください。
• サービスのタスク内のすべての必須コンテナがヘルスチェックに合格すると、サービスは正常

と見なされます。
• タスクにヘルスチェックが定義された必須コンテナがない場合、サービススケジューラは、タ

スクが RUNNING 状態に達した後 40 秒間待ってから、正常性の最小割合の合計にカウントしま
す。

• タスクに、ヘルスチェックが定義された必須コンテナが 1 つ以上ある場合、サービススケ
ジューラは、タスクが正常ステータスに達するのを待ってから、正常性の最小割合の合計に
カウントします。タスク内のすべての必須コンテナがヘルスチェックに合格すると、タスク
は正常と見なされます。サービススケジューラが待つことができる時間は、コンテナのヘルス
チェックの設定によって決まります。詳細については、「ヘルスチェック (p. 99)」を参照して
ください。

ロードバランサーを使用するサービスについては、次のことを考慮してください。
• タスクにヘルスチェックが定義されている必須コンテナがない場合、サービススケジューラ

は、ロードバランサーターゲットグループのヘルスチェックが正常ステータスを返すのを待っ
てから、正常性の最小割合の合計にカウントします。

• タスクにヘルスチェックが定義されている必須コンテナがある場合、サービススケジューラ
は、タスクが正常なステータスになり、ロードバランサーターゲットグループのヘルスチェッ
クが正常ステータスを返すのを待ってから、タスクを正常性の最小割の合計にカウントしま
す。

レプリカサービスの minimumHealthyPercent のデフォルト値は 100% です。DAEMON サービ
ススケジュールを使用しているデフォルトの minimumHealthyPercent 値は、AWS CLI、AWS 
SDK、API では 0%、AWS Management Console では 50% です。

デプロイ時の正常なタスクの最小数は、desiredCount に minimumHealthyPercent/100 を乗
算したもので、最も近い整数値に切り上げられます。

サービスが Blue/Green (CODE_DEPLOY) または EXTERNAL デプロイタイプのいずれかを使用して
いて、EC2 起動タイプを使用するタスクを実行している場合、最小ヘルス率の値はデフォルト値
に設定され、コンテナインスタンスが DRAINING 状態のとき RUNNING 状態のままのタスクの下
限数を定義するために使用されます。サービスが Blue/Green (CODE_DEPLOY) または EXTERNAL
デプロイタイプのいずれかを使用していて、Fargate 起動タイプを使用するタスクを実行してい
る場合、最小ヘルス率の値は使用されませんが、サービスの説明時に値が返されます。
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デプロイメントコントローラー
deploymentController

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

サービスで使用するデプロイコントローラータイプ。デプロイメントコントローラーが指定されてい
ない場合は、ECS コントローラーが使用されます。詳細については、「Amazon ECS デプロイタイ
プ (p. 241)」を参照してください。
type

タイプ: 文字列

有効な値: ECS | CODE_DEPLOY | EXTERNAL

必須: はい

使用するデプロイコントローラータイプ。次の 3 つのデプロイコントローラータイプを使用でき
ます。
ECS

ローリング更新 (ECS) デプロイタイプでは、コンテナの現在実行されているバージョンを最
新バージョンに置き換えられます。ローリング更新中に Amazon ECS がサービスに追加また
は削除するコンテナの数は、deploymentConfiguration で指定されるように、サービスのデプ
ロイ中に許可される正常なタスクの最小数と最大数を調整することで制御されます。

CODE_DEPLOY

Blue/Green (CODE_DEPLOY) デプロイタイプは、CodeDeploy による Blue/Green デプロイモ
デルを使用することにより、本稼働トラフィックを送信する前に、サービスの新しいデプロ
イを確認できます。

EXTERNAL

サードパーティーのデプロイコントローラーを使用して Amazon ECS サービスのデプロイプ
ロセスを完全に制御することが必要な場合は、外部デプロイタイプを使用します。

タスクの配置
placementStrategy

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスのタスクで使用する配置戦略オブジェクト。サービスごとに最大 4 つの戦略ルールを指定で
きます。
type

タイプ: 文字列

有効な値: random | spread | binpack

必須: いいえ

配置戦略のタイプ。random 配置戦略は、タスクを利用可能な候補にランダムに配置しま
す。spread 配置戦略は、field パラメータに基づいて、利用可能候補間で均等にタスクを分散
して配置します。binpack 戦略は、field パラメータで指定したリソースの利用可能量が最も
少ない利用可能候補にタスクを配置します。例えば、メモリの binpack 戦略を使用する場合、タ
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スクは残りのメモリの量は最も少ないがタスクを実行するのに十分なインスタンスに配置されま
す。

field

タイプ: 文字列

必須: いいえ

配置戦略を適用するフィールド。spread 配置戦略では、有効な値は instanceId (または同じ
効果を持つ host)、または attribute:ecs.availability-zone などのコンテナインスタン
スに適用される任意のプラットフォームまたはカスタム属性です。binpack 配置戦略では、有効
な値は cpu および memory です。random 配置戦略では、このフィールドは使用されません。

タグ
tags

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスに適用し、サービスの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプ
ションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。サービスが削除されると、
タグも削除されます。サービスには最大 50 個のタグを適用できます。詳細については、「Amazon 
ECS リソースのタグ付け (p. 296)」を参照してください。
key

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアの一部。キーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動作す
る、一般的なラベルです。

value

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子として機
能します。

enableECSManagedTags

型: ブール

有効な値: true | false

必須: いいえ

サービスのタスクに Amazon ECS マネージドタグを使用するか否かを指定します。値を指定しな
い場合、デフォルトは false になります。詳細については、「請求用のリソースにタグを付け
る (p. 299)」を参照してください。

propagateTags

タイプ: 文字列

有効な値: TASK_DEFINITION | SERVICE
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必須: いいえ

タグをタスク定義またはサービスからサービスのタスクへコピーするかどうかを指定します。値
を指定しない場合、タグはコピーされません。タグは、サービス作成中のサービス内のタスクに
のみコピーすることができます。タグをサービス作成後またはタスク作成後のタスクに追加するに
は、TagResource API アクションを使用します。

ネットワーク構成
networkConfiguration

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

サービスのネットワーク構成。このパラメータは awsvpc ネットワークモードを使用して独自の 
Elastic Network Interface を受け取るタスク定義の場合に必要です。その他のネットワークモードでは
サポートされていません。Fargate 起動タイプを使用している場合、awsvpc ネットワークモードが
必要です。詳細については、用のAmazon Elastic Container Service ユーザーガイドAWS Fargateの
「Fargate タスクネットワーキング」を参照してください。
awsvpcConfiguration

タイプ: オブジェクト

必須: いいえ

タスクまたはサービスのサブネットとセキュリティグループを表すオブジェクト。
subnets

型: 文字列の配列

必須: はい

タスクまたはサービスに関連付けられたサブネット。awsvpcConfiguration に従って指定
できるサブネットは 16 個に制限されています。

securityGroups

型: 文字列の配列

必須: いいえ

タスクまたはサービスに関連付けられたセキュリティグループ。セキュリティグ
ループを指定しないと、VPC のデフォルトのセキュリティグループが使用されま
す。awsvpcConfiguration に基づいて指定できるセキュリティグループは 5 つに制限さ
れています。

assignPublicIP

タイプ: 文字列

有効な値: ENABLED | DISABLED

必須: いいえ

タスクの Elastic Network Interface がパブリック IP アドレスを受け取るかどうかを示しま
す。値を指定しない場合、デフォルト値の DISABLED が使用されます。

healthCheckGracePeriodSeconds

型: 整数

必須: いいえ
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Amazon ECS サービススケジューラが、タスクが RUNNING 状態になった後で異常な Elastic Load 
Balancing ターゲットのヘルスチェック、コンテナのヘルスチェック、Route 53 のヘルスチェックを
無視する期間 (秒単位)。これが有効であるのは、ロードバランサーを使用するようにサービスが設定
されている場合のみです。サービスにロードバランサーを定義している場合、ヘルスチェックの猶予
期間値を指定しないと、デフォルト値の 0 が使用されます。

サービスのタスクで、ヘルスチェックを開始して応答するまでに時間がかかる場合は、ヘルスチェッ
クの猶予期間として最大 2,147,483,647 秒まで指定できます。この間は、ECS サービススケジューラ
はヘルスチェックのステータスを無視します。この猶予期間により、ECS サービススケジューラがタ
スクを異常とマークして時間より前に停止することがなくなります。

Elastic Load Balancing を使用しない場合、タスク定義のヘルスチェックパラメータの startPeriod
を使用することをお勧めします。詳細については、[Health check] (ヘルスチェック) を参照してくださ
い。

loadBalancers

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスで使用するロードバランサーを表すロードバランサーオブジェクト。Application Load 
Balancer または Network Load Balancer を使,用するサービスの場合、6 個以上のターゲットグループ
はアタッチできません。

サービスの作成後にロードバランサーの設定を AWS Management Console から変更することはで
きません。AWS Copilot、AWS CloudFormation、AWS CLI、SDK のいずれかを使用して、AWS 
CodeDeploy ブルー/グリーンまたは外部ではなく、ECS ローリングデプロイコントローラのみのロー
ドバランサー設定を変更できます。ロードバランサー設定を追加、更新、削除すると、Amazon ECS 
は、更新された Elastic Load Balancing 設定で新しいデプロイを開始します。これにより、タスクが
ロードバランサーに登録およびロードバランサーから登録解除されます。Elastic Load Balancing 設定
を更新する前に、テスト環境でこれを検証することをお勧めします。設定の変更方法の詳細について
は、「Amazon Elastic Containers サービス API リファレンス」の UpdateService を参照してくださ
い。

Application Load Balancer および Network Load Balancers では、このオブジェクトには、ロードバラ
ンサーターゲットグループ ARN、コンテナ名 (コンテナの定義に表示)、ロードバランサーからアクセ
スされるコンテナポートが含まれている必要があります。このサービスのタスクがコンテナインスタ
ンスに配置されると、コンテナインスタンスとポートの組み合わせは、指定したターゲットグループ
のターゲットとして登録されます。
targetGroupArn

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービスに関連付ける Elastic Load Balancing ターゲットグループの完全な Amazon リソース
ネーム (ARN)。

ターゲットグループ ARN は、Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用す
る場合にのみ指定します。

loadBalancerName

型: 文字列

必須: いいえ

サービスに関連付けるロードバランサーの名前。

Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用している場合は、ロードバラン
サーの名前パラメータを省略します。
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containerName

タイプ: 文字列

必須: いいえ

ロードバランサーに関連付けるコンテナの名前 (コンテナ定義に表示)。
containerPort

型: 整数

必須: いいえ

ロードバランサーに関連付けるコンテナのポート。このポートは、サービスのタスクが使用して
いるタスク定義の containerPort に対応する必要があります。EC2 起動タイプを使用するタス
クの場合、コンテナインスタンスは、ポートマッピングの hostPort でインバウンドトラフィッ
クを許可する必要があります。

role

タイプ: 文字列

必須: いいえ

Amazon ECS によるロードバランサーの呼び出しを許可する IAM ロールの短縮名または完全な 
ARN。このパラメーターは、サービスの単一のターゲットグループでロードバランサーを使用してい
て、タスク定義がawsvpcネットワークモードを使用していない場合にのみ許可されます。role パラ
メータを指定する場合、loadBalancers パラメータでロードバランサーのオブジェクトも指定する
必要があります。

指定したロールに / 以外のパスがある場合は、完全なロール ARN を指定するか (推奨)、ロール名の
前にパスを付ける必要があります。たとえば、ロールの名前が bar で、パスが /foo/ の場合、ロー
ル名として /foo/bar を指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「わかりやすい名前と
パス」を参照してください。

Important

アカウントが既に Amazon ECS サービスリンクロールを作成している場合は、ここでロー
ルを指定しない限り、そのロールがサービスにデフォルトで使用されます。タスク定義で 
awsvpc ネットワークモードを使用している場合はサービスにリンクされたロールが必要で
す。詳細については、「Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照し
てください。

serviceConnectConfiguration

型: オブジェクト

必須: いいえ

このサービスがサービスを検出して接続し、名前空間内の他のサービスによって検出され接続される
ための設定。

詳細については、「Service Connect  (p. 272)」を参照してください。
enabled

型: ブール値

必須: はい

このサービスで Service Connect を使用するかどうかを指定します。
namespace

型: 文字列
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必須: いいえ

Service Connect で使用する AWS Cloud Map 名前空間の短縮名または完全な Amazon リソース
ネーム (ARN)。名前空間は、Amazon ECS サービスおよびクラスターと同じ AWS リージョンに
ある必要があります。名前空間のタイプは Service Connect に影響しません。AWS Cloud Map の
詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」の「Working with Services」(サービ
スの使用) を参照してください。

services

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

Service Connect サービスオブジェクトの配列。これらは、他の Amazon ECS サービスがこの
サービスに接続するために使用する名前とエイリアスです (エンドポイントとも呼ばれます)。

名前空間のメンバーである「クライアント」 Amazon ECS サービスが名前空間内の他のサービ
スに接続するだけであれば、このフィールドは必要ありません。その一例が、サービスに接続さ
れているロードバランサーまたは他の方法で受信リクエストを受け入れるフロントエンドアプリ
ケーションです。

オブジェクトは、タスク定義からポートを選択し、AWS Cloud Map サービスの名前や、クライア
ントアプリケーションがこのサービスを参照するためのエイリアス (エンドポイントとも呼ばれま
す) とポートの配列を割り当てます。
portName

型: 文字列

必須: はい

portName は、この Amazon ECS サービスのタスク定義内のすべてのコンテナから
の、portMappings のいずれかの name と一致する必要があります。

discoveryName

型: 文字列

必須: いいえ

discoveryName は、この Amazon ECS サービス用に Amazon ECS が作成する新しい AWS 
Cloud Map サービスの名前です。これは AWS Cloud Map 名前空間内で一意である必要があ
ります。

このフィールドを指定しない場合、portName が使用されます。
clientAliases

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

このサービス接続サービスのクライアントエイリアスのリストです。これらを使用して、ク
ライアントアプリケーションで使用できる名前を割り当てます。このリストで使用できるク
ライアントエイリアスの最大数は 1 です。

各エイリアス (「エンドポイント」) は、他の Amazon ECS サービス (「クライアント」) が
このサービスに接続するために使用できる DNS 名とポート番号です。

名前とポートの組み合わせは、名前空間内で一意である必要があります。

これらの名前は、クライアントサービスの各タスク内で設定され、AWS Cloud Map では設定
されません。これらの名前を解決するための DNS リクエストはタスクから離れることはな
く、Elastic Network Interface ごとの 1 秒あたりの DNS リクエストの割り当てにもカウント
されません。
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port

型: 整数

必須: はい

サービス接続プロキシのリスニングポート番号です。このポートは、同じ名前空間内の
すべてのタスク内で使用できます。

クライアント Amazon ECS サービスのアプリケーションが変更されないようにするに
は、クライアントアプリケーションがデフォルトで使用するのと同じポートを設定しま
す。

dnsName

型: 文字列

必須: いいえ

dnsName は、このサービスに接続するためにクライアントタスクのアプリケーションで
使用する名前です。この名前は有効な DNS ラベルでなければなりません。

このフィールドが指定されない場合、デフォルト値は discoveryName.namespace に
なります。discoveryName が指定されない場合、タスク定義から portName が使用さ
れます。

クライアント Amazon ECS サービスのアプリケーションが変更されないようにするに
は、クライアントアプリケーションがデフォルトで使用するのと同じ名前を設定しま
す。例えば、一般的な名前として database や db、または mysql や redis などの
データベース名の小文字表記が挙げられます。

ingressPortOverride

型: 整数

必須: いいえ

(オプション) Service Connect プロキシがリッスンするポート番号です。

このフィールドの値を使用して、このアプリケーションのタスク定義で portMapping と
いう名称で指定されているポート番号のトラフィックに対してプロキシをバイパスしてか
ら、Amazon VPC セキュリティグループでそのポート番号を使用して、この Amazon ECS 
サービスのプロキシへのトラフィックを許可します。

awsvpc モードでは、このアプリケーションのタスク定義で portMapping という名称で指
定されているコンテナポート番号がデフォルト値になります。bridge モードでは、Service 
Connect プロキシの動的エフェメラルポートがデフォルト値になります。

logConfiguration

タイプ: LogConfiguration オブジェクト

必須: いいえ

これにより、Service Connect プロキシログの公開場所が定義されます。このログは、予期し
ないイベント発生時のデバッグに使用します。この設定は、この Amazon ECS サービスの各
タスクの Service Connect プロキシコンテナに logConfiguration パラメータを設定しま
す。タスク定義でプロキシコンテナが指定されていません。

この Amazon ECS サービスのタスク定義のアプリケーションコンテナと同じログ設定を使
用することをお勧めします。FireLens では、これはアプリケーションコンテナのログ設定
です。fluent-bit または fluentd  コンテナイメージを使用するのは FireLens ログルー
ターコンテナではありません。
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serviceRegistries

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスのサービス検出設定の詳細。詳細については、「サービス検出 (p. 289)」を参照してくださ
い。
registryArn

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービスレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)。現在サポートされているサービスレジス
トリは AWS Cloud Map です。詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの「サービ
スの使用」を参照してください。

port

型: 整数

必須: いいえ

サービス検出サービスが SRV レコードを指定した場合に使用されるポート値。このフィールド
は、awsvpc ネットワークモードと SRV レコードの両方が使用されている場合に必要です。

containerName

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービス検出サービスに使用されるコンテナ名の値。この値は、タスク定義で指定されます。
サービスタスクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用さ
れている場合は、タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指
定する必要があります。サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpcネットワークモー
ドが使用され、SRV DNS タイプのレコードが使用されている場合は、containerName と
containerPort の組み合わせを指定するか、port 値を指定する必要があります (両方は指定し
ないでください)。

containerPort

型: 整数

必須: いいえ

サービス検出サービスに使用されるポートの値。この値は、タスク定義で指定されます。サー
ビスタスクが指定するタスク定義に bridge または host ネットワークモードが使用されて
いる場合は、タスク定義からの containerName と containerPort の組み合わせを指定
する必要があります。サービスタスクが指定するタスク定義に awsvpc ネットワークモー
ドが使用され、SRV DNS タイプのレコードが使用されている場合は、containerName と
containerPort の組み合わせを指定するか、port 値を指定する必要があります (両方は指定し
ないでください)。

クライアントトークン
clientToken

タイプ: 文字列

必須: いいえ
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リクエストのべき等のために割り当てる一意の識別子 (大文字と小文字を区別)。最大 32 文字の ASCII 
文字を使用できます。

サービス定義テンプレート
以下に、Amazon ECS サービス定義の JSON 表現を示します。

{ 
    "cluster": "", 
    "serviceName": "", 
    "taskDefinition": "", 
    "loadBalancers": [ 
        { 
            "targetGroupArn": "", 
            "loadBalancerName": "", 
            "containerName": "", 
            "containerPort": 0 
        } 
    ], 
    "serviceRegistries": [ 
        { 
            "registryArn": "", 
            "port": 0, 
            "containerName": "", 
            "containerPort": 0 
        } 
    ], 
    "desiredCount": 0, 
    "clientToken": "", 
    "launchType": "FARGATE", 
    "capacityProviderStrategy": [ 
        { 
            "capacityProvider": "", 
            "weight": 0, 
            "base": 0 
        } 
    ], 
    "platformVersion": "", 
    "role": "", 
    "deploymentConfiguration": { 
        "maximumPercent": 0, 
        "minimumHealthyPercent": 0 
    }, 
    "placementStrategy": [ 
        { 
            "type": "spread", 
            "field": "" 
        } 
    ], 
    "networkConfiguration": { 
        "awsvpcConfiguration": { 
            "subnets": [ 
                "" 
            ], 
            "securityGroups": [ 
                "" 
            ], 
            "assignPublicIp": "ENABLED" 
        } 
    }, 
    "healthCheckGracePeriodSeconds": 0, 
    "schedulingStrategy": "REPLICA", 
    "deploymentController": { 
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        "type": "CODE_DEPLOY" 
    }, 
    "tags": [ 
        { 
            "key": "", 
            "value": "" 
        } 
    ], 
    "enableECSManagedTags": true, 
    "propagateTags": "SERVICE"
}

このサービス定義テンプレートは、次の AWS CLI コマンドを使用して作成できます。

aws ecs create-service --generate-cli-skeleton

Amazon ECS コンソールのサービス管理
Amazon ECS サービスは、クラシック Amazon ECS コンソールまたは新しい Amazon ECS コンソールを
使用して、デプロイ、更新、削除できます。

使用するコンソールを決定するには、以下のガイドラインに従います。

• ブルー/グリーンデプロイタイプを使用する場合は、クラシック Amazon ECS コンソールを使用する必
要があります。詳細については、「the section called “サービスの作成” (p. 528)」を参照してくださ
い。

• ローリングアップデートデプロイタイプを使用する場合は、新しい Amazon ECS コンソールを使用して
デプロイ障害検出オプションを利用してください。詳細については、「the section called “コンソールを
使用したサービスの作成” (p. 228)」を参照してください。

トピック
• コンソールを使用したサービスの作成 (p. 228)
• コンソールを使用したサービスの更新 (p. 237)
• コンソールでサービスの削除 (p. 240)

コンソールを使用したサービスの作成
コンソールを使用してサービスを作成することができます。

コンソールを使用する際には、以下の点を考慮してください。

• 現在、コンソールでは、ローリング更新 (ECS) のデプロイタイプのみがサポートされています。他のデ
プロイタイプを使用するには、クラシックコンソールに切り替えます。

• 現在、コンソールでは、ターゲット追跡 のスケーリングポリシーのみがサポートされています。ステッ
プスケーリングを使用するには、クラシックコンソールに切り替えます。

• 現在、コンソールでは、レプリカのサービスタイプのみがサポートされています。Daemon サービスタ
イプを使用する場合は、クラシックコンソールに切り替えてください。

• タスクを分散するコンピューティングオプションが 2 つあります。
• [capacity provider strategy] (キャパシティープロバイダー戦略) により、Amazon ECS がタスクを 1 つ

または複数のキャパシティプロバイダーに分散させます。
• [launch type] (起動タイプ) により、Amazon ECS は Fargate またはクラスターに手動で登録した 

Amazon EC2 インスタンスのいずれかでタスクを直接起動します。
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• awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義、またはロードバランサーを使用するように設定
されたサービスには、ネットワーク設定が必要です。デフォルトでは、コンソールは、デフォルト
Amazon VPC 内のすべてのサブネットおよびデフォルトセキュリティグループとともにデフォルトの
Amazon VPC を選択します。

• デフォルトのタスク配置戦略は、アベイラビリティーゾーン間でタスクを均等に分散します。
• サービスデプロイに [Launch Type] (起動タイプ) を使用するバージョン、デフォルトではクラスター 

VPC のサブネットでサービスが開始されます。
• [capacity provider strategy] (キャパシティープロバイダー戦略) では、コンソールはデフォルトでコン

ピューティングオプションを選択します。次に、コンソールがデフォルトを選択するときに使用する順
序について説明します。
• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されている場合は、その戦略が選

択されます。
• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されていないが、Fargateキャパシ

ティープロバイダーをクラスターに追加している場合は、キャパシティープロバイダーを使用するカ
スタムFARGATEキャパシティープロバイダー戦略が選択されます。

• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されていないが、クラスターに 1 
つ以上の Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーが追加されている場合は、[Use custom 
(Advanced)] (Use custom (アドバンスト)) オプションが選択され、戦略を手動で定義する必要があり
ます。

• クラスターにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略が定義されておらず、クラスターにキャ
パシティープロバイダーが追加されていない場合は、Fargate起動タイプが選択されます。

サービスをすばやく作成
新しいコンソールを使用すると、サービスをすばやく作成してデプロイできます。サービスには次の設定
があります。

• クラスターに関連する VPC およびサブネットにデプロイします
• タスクを 1 つ展開します
• ローリングデプロイを使用します
• デフォルトのキャパシティプロバイダーでキャパシティプロバイダー戦略を使用します
• デプロイサーキットブレーカーを使用して障害を検出し、障害時にデプロイを自動的にロールバックす

るオプションを設定します。

デフォルトパラメータを使用してサービスをデプロイするには、次の手順に従います。

サービスを作成するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションページで、[クラスター] を選択します。
3. [Clusters] ページで、サービスを作成するクラスターを選択します。
4. [Services] (サービス) タブから、[Create] (作成) を選択します。
5. [Deployment configure] (デプロイ設定) で、アプリケーションのデプロイ方法を指定します。

a. [Application type] (アプリケーションの種類) で、[Service] (サービス) を選択します。
b. [Task definition] (タスク定義) の場合、使用するタスク定義ファミリーとリビジョンを選択しま

す。
c. [Service name] (サービス名) でサービスの名前を入力します。
d. [Desired tasks] (必要なタスク) で、サービス内で起動および維持するタスクの数を入力します。

6. （オプション）サービスとタスクを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) セクションを展開し、タグ
を設定します。
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Amazon ECS で、新しく起動されたすべてのタスクに、クラスター名とタスク定義のタグで自動でタ
グ付けするには、[Turn on Amazon ECS managed tags] (Amazon ECS で管理されたタグを有効にす
る) を選択し、[Task definition] (タスク定義) を選択します。

Amazon ECS で、新しく起動されたすべてのタスクに、クラスター名とサービスタグを自動でタグ付
けするには、[Turn on Amazon ECS managed tags] (Amazon ECS で管理されたタグを有効にする) を
選択し、[Service] (サービス) を選択します。

タグを追加または削除します。

• [タグを追加] [Add tag] (タグを追加) を選択し、以下を実行します。
• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

• [タグの削除] タグの横にある [タグの削除] を選択します。

定義済みのパラメータを使用したサービスの作成
定義済みのパラメータを使用してサービスを作成するには、次の手順に従います。

サービスを作成するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. サービスを起動するリソースを決定します。

サービスの起動元 ステップ

クラスター a. [Clusters] ページで、サービ
スを作成するクラスターを選
択します。

b. [Services] (サービス) タブか
ら、[Create] (作成) を選択し
ます。

起動タイプ a. [Task] (タスク) ページで、タ
スク定義を選択します。

b. [Deploy] (デプロイ)、[Create 
Service] (サービスの作成) を
選択します。

3. (オプション) クラスターのインフラストラクチャ全体にタスクを分散する方法を選択しま
す。[Compute configuration] (コンピュート設定) を展開し、オプションを選択します。

ディストリビューションの方法 ステップ

キャパシティープロバイダー戦
略

a. [コンピューティングオプ
ション] で、[キャパシティプ
ロバイダー戦略] を選択しま
す。

b. 戦略を選択:
• デフォルトのキャパシ

ティープロバイダー戦略
を使用するには、[Use 
cluster default] (デフォル
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ディストリビューションの方法 ステップ
トのクラスターを使用) を
選択します。

• クラスターにデフォルト
のキャパシティプロバイ
ダー戦略がない場合、ま
たはカスタム戦略を使用
する場合は、[カスタムを
使用]、[キャパシティプロ
バイダー戦略を追加] を選
択し、[ベース]、[キャパシ
ティプロバイダー]、[重み]
を指定して、カスタムキャ
パシティプロバイダー戦略
を定義します。

Note

戦略でキャパシティー
プロバイダーを使用
するには、キャパシ
ティープロバイダー
をクラスターに関連付
ける必要があります。
キャパシティープロバ
イダー戦略の詳細に
ついては、「Amazon 
ECS キャパシティープ
ロバイダー (p. 59)」を
参照してください。

起動タイプ a. [Compute options] (コン
ピューティングオプション) 
セクションで、[Launch type]
(起動タイプ) を選択します。

b. [Launch type] (起動タイプ) 
で、起動タイプを選択しま
す。

c. (オプション) Fargate 起動
タイプが指定されている場
合、Platform version(プラッ
トフォームのバージョン)
で、使用するプラットフォー
ムのバージョンを指定しま
す。プラットフォームバー
ジョンが指定されない場
合、LATEST プラットフォー
ムバージョンが使用されま
す。

4. サービスのデプロイ方法を指定するには、[Deployment configuration] (デプロイ設定) を展開し、オプ
ションを選択します。

a. [アプリケーションタイプ] では、[サービス] が選択されたままにします。
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b. [Task definition] (タスク定義) と [Revision] (リビジョン) の場合、使用するタスク定義ファミリー
とリビジョンを選択します。

c. [Service name] (サービス名) でサービスの名前を入力します。
d. [Service type] (サービスタイプ) で、サービススケジューリング戦略を選択します。

• スケジューラがクラスターに必要数のタスクを配置して維持するためには、[Replica] (レプリ
カ) を選択します。

詳細については、「the section called “サービススケジューラの概念” (p. 212)」を参照してくだ
さい。

e. [Replica] (レプリカ) を使用した場合、[Desired tasks] (必要なタスク) に、サービス内で起動およ
び維持するタスクの数を入力します。

f. サービスのデプロイ中に許可されるタスクを実行しているときの最小正常割合と最大割合を指定
するには、[Deployment options] (デプロイオプション) セクションを展開し、以下のパラメータを
指定します。

i. [Min running tasks] (実行中のタスクの最小化) の場合、デプロイ時に RUNNING の状態に保つ
必要のあるサービス内のタスクの下限数をタスクの必要数のパーセント値 (最も近い整数に
切り上げ) で入力します。詳細については、[Deployment configuration] (デプロイ設定) を参
照してください。

ii. [Max running tasks] (実行中のタスクの最大化)) には、デプロイ時に RUNNING または
PENDING 状態にできるサービスのタスクの上限数を必要数のタスクのパーセント値 (最も近
い整数に切り下げ) で入力します。

g. Amazon ECS がデプロイの障害を検出して処理する方法を設定するには、[Deployment failure 
detection] (デプロイ障害検出) を展開し、オプションを選択します。

i. タスクを開始できない場合にデプロイを停止するには、[Use the Amazon ECS deployment 
circuit breaker] (Amazon ECS デプロイサーキットブレーカーを使用する) を選択します。

デプロイサーキットブレーカーによってデプロイが失敗状態に設定されたときに、ソフト
ウェアがデプロイを最後に完了したデプロイ状態に自動的にロールバックするようにするに
は、[Rollback on failure] (失敗時のロールバック) を選択します。

ii. アプリケーションメトリクスに基づいてデプロイを停止するには、[Use CloudWatch 
alarms] (CloudWatch アラームを使用する) を選択します。次に、[CloudWatch alarm 
names] (CloudWatch アラーム名) からアラームを選択します。新しいアラームを作成するに
は、[Create new alarm] (新しいアラームの作成) を選択します。

CloudWatch アラームによってデプロイが失敗状態に設定されたときに、ソフトウェア
がデプロイを最後に完了したデプロイ状態に自動的にロールバックするようにするに
は、[Rollback on failure] (失敗時のロールバック) を選択します。

5. サービスのオートスケーリングを設定するには、[Service auto scaling] (サービスのオートスケーリン
グ) を展開し、次のパラメータを指定します。

a. サービスのオートスケーリングを使用するには、[Service auto scaling] (サービスのオートスケー
リング) を選択します。

b. [Minimum number of tasks (タスクの最小数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの下限
数を入力します。必要な数がこの数を下回ることはありません。

c. [Maximum number of tasks (タスクの最大数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの上
限数を入力します。必要な数がこの数を超えることはありません。

d. [スケーリングポリシータイプ] で [ターゲットの追跡] を選択します。
e. [ポリシー名] で、このポリシー名を入力します。
f. [ECS サービスメトリクス] で、次のいずれかのメトリクスを選択します。

• [ECSServiceAverageCPUUtilization]: サービスの平均 CPU 使用率。
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• [ECSServiceAverageMemoryUtilization]: サービスのメモリ平均使用率。
• [ALBRequestCountPerTarget]: Application Load Balancer ターゲットグループ内のターゲット

ごとに完了したリクエストの数。

メトリックスには、Application Load Balancer と Application Load Balancer のターゲットグ
ループが必要です。

g. [Target value] (ターゲット値) には、選択したメトリクスに対してサービスが保持する値をパーセ
ント単位で入力します。

h. [スケールアウトクールダウン期間] で、スケールアウトアクティビティの後、他のスケールアウ
トが行われない時間 (秒) を入力します。

i. [スケールインクールダウン期間] で、スケールインアクティビティの後、他のスケールインが行
われない時間 (秒) を入力します。

j. ポリシーがスケールインアクティビティを実行しないようにするには、[Turn off scale-in] (スケー
ルインをオフにする) を選択します。

6. (オプション) Service Connect を使用するには、[Turn on Service Connect] (Service Connect をオンに
する) を選択し、以下を指定します。

a. [Service Connect configuration] (Service Connect 設定) で、クライアントモードを指定します。

• サービスが名前空間内の他のサービスへの接続のみを必要とするネットワーククライアントア
プリケーションを実行している場合は、[Client side only] (クライアント側のみ) を選択します。

• サービスがネットワークまたは Web サービスアプリケーションを実行していて、このサー
ビスにエンドポイントを提供し、名前空間内の他のサービスに接続する必要がある場合
は、[Client and server] (クライアントとサーバー) を選択します。

b. デフォルトのクラスター名前空間ではない名前空間を使用するには、[Namespace] (名前空間) で
サービス名前空間を選択します。

c. (オプション) [Use log collection] (ログコレクションを使用) を選択し、ログ構成を指定します。
使用可能なログドライバーごとに、指定するログドライバーオプションがあります。デフォルト
のオプションでは、コンテナログを CloudWatch Logs に送信します。その他のログドライバオプ
ションは、AWS FireLens を使用して構成されます。詳細については、「カスタムログルーティ
ング (p. 140)」を参照してください。

以下では、各コンテナログの送信先について詳しく説明します。

• Amazon CloudWatch — コンテナログを CloudWatch Logs に送信するようにタスクを設定しま
す。デフォルトのログドライバオプションが提供され、ユーザーに代わり CloudWatch ロググ
ループを作成します。別のロググループ名を指定するには、ドライバーオプションの値を変更
します。

• Amazon Kinesis Data Firehose — Kinesis Data Firehose にコンテナログを送信するようタスク
を設定します。Kinesis Data Firehose 配信ストリームにログを送信するデフォルトのログドラ
イバーオプションが提供されています。別の配信ストリーム名を指定するには、ドライバーオ
プションの値を変更します。

• Amazon Kinesis Data Streams — Kinesis Data Streams にコンテナログを送信するようタスク
を設定します。Kinesis Data Streams のストリームにログを送信するデフォルトのログドライ
バーオプションが提供されています。別のストリーム名を指定するには、ドライバーオプショ
ンの値を変更します。

• Amazon OpenSearch Service — コンテナログを OpenSearch Service ドメインに送信するよ
うタスクを設定します。ログドライバーオプションを提供する必要があります。詳細について
は、「Amazon OpenSearch Service ドメインへのログの転送 (p. 167)」を参照してください。

• Amazon S3 — Amazon S3 バケットにコンテナログを送信するようタスクを設定します。デ
フォルトのログドライバーオプションが提供されていますが、有効な Amazon S3 バケット名
を指定する必要があります。

7. (オプション) サービスのロードバランサーを設定するには、[Load Balancing] (負荷分散) セクションを
展開します。
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ロードバランサーを選択します。
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このロードバランサーを使用す
るには

この操作を行います

Application Load Balancer a. [Load balancer type] で、
[Application Load Balancer] 
を選択します。

b. 選択新しいロードバラン
サーを作成するをクリック
して新しいApplication Load 
Balancer を作成するか、既
存のロードバランサーを使用
する既存のApplication Load 
Balancer を選択します。

c. [Load balancer name] (ロー
ドバランサー名) では、一意
な名前を入力します。

d. [Choose container to load 
balance] (負荷分散するコン
テナを選択) で、サービスを
ホストするコンテナを選択し
ます。

e. [Listener] (リスナー) 
で、Application Load 
Balancer が接続リクエスト
をリッスンするポートとプロ
トコルを入力します。デフォ
ルトでは、ロードバランサー
はポート 80 と HTTP を使用
するように設定されます。

f. [Target group name] (ター
ゲットグループ名) で
は、Application Load 
Balancer がリクエストを
ルーティングするターゲット
グループの名前とプロトコル
を入力します。デフォルトで
は、ターゲットグループは、
タスク定義で定義されている
最初のコンテナにリクエスト
をルーティングします。

g. [Health check path] (ヘ
ルスチェックパス) で
は、Application Load 
Balancer とコンテナ間の
接続の正常性を検証する
ために、Application Load 
Balancer が定期的にリクエ
ストを送信するコンテナ内に
存在するパスを入力します。
デフォルトはルートディレク
トリ (/)。

h. [Health check grace period]
(ヘルスチェックの猶予期間) 
では、サービススケジュー
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このロードバランサーを使用す
るには

この操作を行います

ラが不健全な Elastic Load 
Balancing ターゲットヘルス
チェックを無視する時間 (秒
単位) を入力します。

Network Load Balancer a. [Load balancer type] (ロー
ドバランサータイプ) で
は、[Network Load Balancer]
を選択します。

b. [Load Balancer] (ロードバ
ランサー) では、既存の 
Network Load Balancer を選
択します。

c. [Choose container to load 
balance] (負荷分散するコン
テナを選択) で、サービスを
ホストするコンテナを選択し
ます。

d. [Target group name] (ター
ゲットグループ名) で
は、Network Load Balancer 
がリクエストをルーティン
グするターゲットグループ
の名前とプロトコルを入力し
ます。デフォルトでは、ター
ゲットグループは、タスク
定義で定義されている最初の
コンテナにリクエストをルー
ティングします。

e. [Health check path] (ヘ
ルスチェックパス) で
は、Application Load 
Balancer とコンテナ間の接
続の正常性を検証するため
に、Network Load Balancer 
が定期的にリクエストを送信
するコンテナ内に存在するパ
スを入力します。デフォルト
はルートディレクトリ (/)。

f. [Health check grace period]
(ヘルスチェックの猶予期間) 
では、サービススケジュー
ラが不健全な Elastic Load 
Balancing ターゲットヘルス
チェックを無視する時間 (秒
単位) を入力します。

8. タスク定義で awsvpc ネットワークモードを使用している場合、[Networking] (ネットワーク) を展開
します。カスタム設定を指定するには、次のステップを実行します。

a. VPC の場合、使用する VPC を選択します。
b. [Subnets] (サブネット) で、タスクスケジューラがタスクを配置するときに考慮する VPC 内のサ

ブネットを 1 つ以上選択します。
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Important

awsvpc ネットワークモードではプライベートサブネットだけがサポートされます。タ
スクはパブリック IP アドレスを受信しません。したがって、アウトバウンドのインター
ネットアクセスには NAT ゲートウェイが必要であり、またインバウンドのインターネッ
トトラフィックは、ロードバランサーを経由します。

c. [Security groups] (セキュリティグループ) で、既存のセキュリティグループを選択することも、
新しいセキュリティグループを作成することもできます。既存のセキュリティグループを使用す
るには、セキュリティグループを選択し、次のステップに進みます。新しいセキュリティグルー
プを作成するには、[Create a new security group (新しいセキュリティグループの作成)] を選択し
ます。セキュリティグループの名前、説明を指定してから、セキュリティグループのインバウン
ドルールを 1 つ以上追加する必要があります。

9. （オプション）サービスとタスクを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) セクションを展開し、タグ
を設定します。

Amazon ECS で、新しく起動されたすべてのタスクに、クラスター名とタスク定義のタグで自動でタ
グ付けするには、[Turn on Amazon ECS managed tags] (Amazon ECS で管理されたタグを有効にす
る) を選択し、[Task definition] (タスク定義) を選択します。

Amazon ECS で、新しく起動されたすべてのタスクに、クラスター名とサービスタグを自動でタグ付
けするには、[Turn on Amazon ECS managed tags] (Amazon ECS で管理されたタグを有効にする) を
選択し、[Service] (サービス) を選択します。

タグを追加または削除します。

• [タグを追加] [Add tag] (タグを追加) を選択し、以下を実行します。
• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

• [タグの削除] タグの横にある [タグの削除] を選択します。

コンソールを使用したサービスの更新
Amazon ECS エクスペリエンスを使用して、Amazon ECS サービスを更新できます。サービス設定は、
そのままの状態で事前入力されています。タスク定義、タスクの必要数、キャパシティープロバイダー戦
略、プラットフォームバージョン、デプロイ設定、またはこれらの組み合わせを更新できます。

新しいコンソールを使用する際には、次の点を検討してください。

• ローリング更新 (ECS) のデプロイタイプを使用するサービスのみが、新しい Amazon ECS エクスペリエ
ンスにより更新可能です。

• 現在、コンソールでは、ターゲット追跡 のスケーリングポリシーのみがサポートされています。ステッ
プスケーリングを使用するには、クラシックコンソールに切り替えます。

• 現在、コンソールでは、レプリカのサービスタイプのみがサポートされています。Daemon サービスタ
イプを使用する場合は、クラシックコンソールに切り替えてください。

• タスク定義でコンテナが使用するポートを変更する場合は、更新後のポートを使用するようにコンテナ
インスタンスのセキュリティグループを更新する必要がある場合があります。

• Amazon ECS は、Elastic Load Balancing ロードバランサーまたは Amazon ECS コンテナインスタンス
に関連付けられたセキュリティグループを自動的には更新しません。

• サービスでロードバランサーを使用する場合、サービスの作成時に定義したロードバランサー設定は変
更できません。サービスのタスク定義を更新する場合、サービスの作成時に指定したコンテナ名とコン
テナポートは、タスク定義のままにしておく必要があります。

• ロードバランサー名、コンテナ名、またはサービスロードバランサー設定に関連付けられたコンテナ
ポートを変更するには、新しいサービスを作成する必要があります。
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実行中のサービスを更新することで、サービスが維持するタスク数、タスクがどのタスク定義を使用する
か、また、タスクで Fargate 起動タイプを使用している場合には、サービスが使用するプラットフォーム
バージョンなど、一部のサービス設定パラメータを変更できます。Linux プラットフォームのバージョン
を使用するサービスは、Windows プラットフォームのバージョンを更新できません。その逆も同様です。
さらに容量が必要なアプリケーションがある場合には、サービスのスケール調整ができます。スケールダ
ウンする未使用のキャパシティーがある場合は、サービスのタスクの必要数を減らし、リソースを解放で
きます。

更新されたコンテナイメージをタスクに使用する場合は、そのイメージを使用して新しいタスク定義リビ
ジョンを作成し、コンソールで [新しいデプロイの強制] オプションを使用して、サービスにデプロイでき
ます。

サービススケジューラは、最小ヘルス率と最大ヘルス率のパラメータ (サービスのデプロイ設定) を使用し
て、デプロイ戦略を判断します。

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、最小ヘルス率は、デプロイ時
に RUNNING 状態に保つ必要のあるサービスのタスクの下限数をサービスのタスクの必要数のパーセント
値 (最も近い整数に切り上げ) で表します。サービスに EC2 起動タイプを使用するタスクが含まれている
場合、DRAINING 状態のコンテナインスタンスがある間は、パラメータも適用されます。追加のクラス
ターキャパシティーを使用しないデプロイのために、このパラメータを使用します。たとえば、サービス
で必要数が 4 タスク、最小ヘルス率が 50% とすると、スケジューラは 2 つの新しいタスクを開始する前
に、2 つの既存のタスクを停止してクラスターのキャパシティーを解放できます。ロードバランサーを使
用しないサービスのタスクは、RUNNING 状態にある場合正常な状態と見なされます。ロードバランサー
を使用するサービスのタスクは、RUNNING 状態にあり、ロードバランサーによって正常と報告された場合
に、正常であると見なされます。最小ヘルス率のデフォルト値は 100% です。

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、maximum percent パラメータ
は、デプロイ時に PENDING 、RUNNING、または STOPPING 状態で使用できるサービスのタスクの上限数
をそれらのタスク数の適切なパーセント値 (最も近い整数に切り下げ) として表します。サービスに EC2 
起動タイプを使用するタスクが含まれている場合、DRAINING 状態のコンテナインスタンスがある間は、
パラメータも適用されます。このパラメータは、デプロイのバッチサイズを定義するために使用します。
たとえば、サービスで必要数が 4 タスク、最大ヘルス率の値が 200% とすると、スケジューラは 4 つの古
いタスクを停止する前に、4 つの新しいタスクを開始できます。そのために必要なクラスターリソースを
使用できることが前提です。最大ヘルス率のデフォルト値は 200% です。

更新中にサービススケジューラがタスクを置き換えるとき、サービスはまずロードバランサーからタス
クを削除し (使用されている場合)、接続のドレインが完了するのを待ちます。その後、タスクで実行さ
れているコンテナに docker stop と同等のコマンドが発行されます。この結果、SIGTERM 信号と 30 秒の
タイムアウトが発生し、その後に SIGKILL が送信され、コンテナが強制的に停止されます。コンテナが
SIGTERM 信号を正常に処理し、その受信時から 30 秒以内に終了する場合、SIGKILL 信号は送信されま
せん。サービススケジューラは、最小ヘルス率と最大ヘルス率の設定で定義されているとおりに、タスク
を開始および停止します。

Important

タスク定義でコンテナが使用するポートを変更する場合は、更新後のポートを使用するようにコ
ンテナインスタンスのセキュリティグループを更新する必要がある場合があります。
サービスのタスク定義を更新する場合、サービスの作成時に指定したコンテナ名とコンテナポー
トは、タスク定義のままにしておく必要があります。
コンテナ名、またはサービスロードバランサー設定に関連付けられたコンテナポートを変更する
には、新しいサービスを作成する必要があります。
Amazon ECS は、Elastic Load Balancing ロードバランサーまたは Amazon ECS コンテナインス
タンスに関連付けられたセキュリティグループを自動的には更新しません。

サービスを更新するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
3. [Cluster overview] (クラスターの概要ページ) で、サービスを選択し、[Update] (更新) を選択します。
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4. サービスで新しいデプロイを開始するには、[Force new deployment] (新しいデプロイの強制) を選択
します。

5. [タスク定義] の場合、タスク定義ファミリーとリビジョンを選択します。

Important

コンソールは、選択したタスク定義ファミリーおよびリビジョンが、定義されたコンピュー
ティング設定と互換性があることを確認します。警告が表示された場合は、タスク定義の互
換性と、選択したコンピューティング設定の両方を確認します。

6. [必要なタスク] で、サービスのために実行するタスクの数を入力します。
7. [Min running tasks] (実行中のタスクの最小化) の場合、デプロイ時に RUNNING の状態に保つ必要のあ

るサービス内のタスクの下限数をタスクの必要数のパーセント値 (最も近い整数に切り上げ) で入力し
ます。詳細については、[Deployment configuration] (デプロイ設定) を参照してください。

8. [Max running tasks] (実行中のタスクの最大化)) には、デプロイ時に RUNNING または PENDING 状態
にできるサービスのタスクの上限数を必要数のタスクのパーセント値 (最も近い整数に切り下げ) で入
力します。

9. Amazon ECS がデプロイの障害を検出して処理する方法を設定するには、[Deployment failure 
detection] (デプロイ障害検出) を展開し、オプションを選択します。

a. タスクを開始できない場合にデプロイを停止するには、[Use the Amazon ECS deployment circuit 
breaker] (Amazon ECS デプロイサーキットブレーカーを使用する) を選択します。

デプロイサーキットブレーカーによってデプロイが失敗状態に設定されたときに、ソフト
ウェアがデプロイを最後に完了したデプロイ状態に自動的にロールバックするようにするに
は、[Rollback on failure] (失敗時のロールバック) を選択します。

b. アプリケーションメトリクスに基づいてデプロイを停止するには、[Use CloudWatch 
alarms] (CloudWatch アラームを使用する) を選択します。次に、[CloudWatch alarm names]
(CloudWatch アラーム名) からアラームを選択します。新しいアラームを作成するには、[Create 
new alarm] (新しいアラームの作成) を選択します。

CloudWatch アラームによってデプロイが失敗状態に設定されたときに、ソフトウェアがデプ
ロイを最後に完了したデプロイ状態に自動的にロールバックするようにするには、[Rollback on 
failure] (失敗時のロールバック) を選択します。

10. 計算オプションを変更するには、[Deployment options] (デプロイオプション)、[Compute 
configuration] (コンピュート構成) を展開し、以下の操作を実行します。

a. AWS Fargate のサービスにとって、[Platform version] (プラットフォームのバージョン) で、新し
いバージョンを選択します。

b. キャパシティプロバイダー戦略を使用するサービスの場合、[キャパシティプロバイダー戦略]
で、次を実行します。

• キャパシティプロバイダーをさらに追加するには、[さらに追加] を選択します。その後、[キャ
パシティプロバイダー] で、キャパシティプロバイダーを選択します。

• キャパシティプロバイダーを削除するには、キャパシティプロバイダーの右側にある [削除] を
選択します。

Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーを使用するサービスは、Fargate キャパシ
ティープロバイダーを使用するように更新することはできません。その逆も同様です。

11. サービスのオートスケーリングを設定するには、[Service auto scaling] (サービスのオートスケーリン
グ) を展開し、次のパラメータを指定します。

a. サービスのオートスケーリングを使用するには、[Service auto scaling] (サービスのオートスケー
リング) を選択します。

b. [Minimum number of tasks (タスクの最小数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの下限
数を入力します。必要な数がこの数を下回ることはありません。
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c. [Maximum number of tasks (タスクの最大数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの上
限数を入力します。必要な数がこの数を超えることはありません。

d. [スケーリングポリシータイプ] で [ターゲットの追跡] を選択します。
e. [ポリシー名] で、このポリシー名を入力します。
f. [ECS サービスメトリクス] で、次のいずれかのメトリクスを選択します。

• [ECSServiceAverageCPUUtilization]: サービスの平均 CPU 使用率。
• [ECSServiceAverageMemoryUtilization]: サービスのメモリ平均使用率。
• [ALBRequestCountPerTarget]: Application Load Balancer ターゲットグループ内のターゲット

ごとに完了したリクエストの数。

メトリックスには、Application Load Balancer と Application Load Balancer のターゲットグ
ループが必要です。

g. [Target value] (ターゲット値) には、選択したメトリクスに対してサービスが保持する値をパーセ
ント単位で入力します。

h. [スケールアウトクールダウン期間] で、スケールアウトアクティビティの後、他のスケールアウ
トが行われない時間 (秒) を入力します。

i. [スケールインクールダウン期間] で、スケールインアクティビティの後、他のスケールインが行
われない時間 (秒) を入力します。

j. ポリシーがスケールインアクティビティを実行しないようにするには、[Turn off scale-in] (スケー
ルインをオフにする) を選択します。

12. (オプション) サービスを識別しやすくするには、[Tags] (タグ) セクションを展開し、タグを設定しま
す。

• [タグの追加] [タグの追加] を選択して、以下を実行します。
• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

• [タグの削除] タグの横にある [タグの削除] を選択します。
13. [Update] (更新) を選択します。

コンソールでサービスの削除
コンソールを使用して Amazon ECS サービスを削除できます。削除する前に、このサービスは自動的に 0 
までスケールダウンされます。サービスに関連付けられているロードバランサーリソース、またはサービ
ス検出リソースは、サービスの削除による影響を受けません。Elastic Load Balancing リソースを削除する
には、ロードバランサーのタイプに応じて、次のいずれかのトピックを参照してください。「Application 
Load Balancer の削除」または「Network Load Balancer の削除」。

サービスを削除するには (Amazon ECS コンソール)

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [Clusters] (クラスター) ページで、サービスに使用するクラスターを選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
4. [Cluster: name] (クラスター: 名前) ページで、[Services] (サービス) タブを選択します。
5. タスクがゼロになっていなくてもサービスを削除するには、[Force delete service] (サービスの強制削

除) を選択します。
6. サービスを選択して、[Delete] (削除) を選択します。
7. 確認プロンプトで、delete (削除) と入力し、[Delete] (削除) を選択します。
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Amazon ECS デプロイタイプ
Amazon ECS デプロイタイプは、サービスが使用するデプロイメント戦略を決定します。デプロイタイプ
には、ローリング更新、Blue/Green、外部の 3 つがあります。

サービスのデプロイタイプに関する情報は、サービスの詳細ページまたは describe-services API を
使用することで確認できます。詳細については、Amazon 伸縮性コンテナサービス API リファレンスの
「DescribeServices」 を参照してください。

トピック
• ローリング更新 (p. 241)
• CodeDeploy による Blue/Green デプロイ (p. 245)
• 外部デプロイ (p. 250)

ローリング更新
ローリング更新 (ECS) デプロイタイプを使用するサービスを開始すると、Amazon ECS サービススケ
ジューラは現在実行中のタスクを新しいタスクに置き換えます。ローリング更新中にサービスに対して 
Amazon ECS が追加または削除するタスク数は、デプロイ設定により制御されます。デプロイメント設定
は、サービスの作成時に定義される minimumHealthyPercent 値と maximumPercent 値で構成されま
すが、既存のサービスから更新することもできます。

minimumHealthyPercent は、デプロイメント中またはコンテナインスタンスがドレインしているとき
に、サービスに対して実行する必要があるタスク数の下限を、サービスに必要なタスク数の割合 (%) とし
て表します。この値は切り上げられます。たとえば、最小正常率が 50 で、必要なタスク数が 4 の場合、
スケジューラは 2 つの新しいタスクを開始する前に既存のタスクを 2 つ停止できます。同様に、最小正常
率が 75% で、必要なタスク数が 2 の場合、結果の値も 2 であるため、スケジューラはタスクを停止でき
ません。

maximumPercent は、デプロイメント中またはコンテナインスタンスがドレインしているときに、サー
ビスに対して実行する必要があるタスク数の上限を、サービスに必要なタスク数の割合 (%) として表しま
す。この値は切り捨てられます。例えば、最大パーセンテージが 200 で、目的のタスク数が 4 の場合、
スケジューラは既存のタスクを 4 つ停止する前に 4 つの新しいタスクを開始できます。同様に、最大比率
が 125 で、必要なタスク数が 3 の場合、結果の値も 3 であるため、スケジューラはタスクを開始できませ
ん。

Important

最小正常率または最大正常率を設定するときは、デプロイが開始されたときにスケジューラが 1 
つ以上のタスクを停止または開始できることを確認する必要があります。無効なデプロイメント
構成が原因でサービスのデプロイメントが停止している場合、サービスイベントメッセージが送
信されます。詳細については、「サービス (service-name) は、サービスデプロイメント構成の
ため、デプロイメント中にタスクを停止または開始できませんでした。minimumHealthyPercent 
または maximumPercent の値を更新してから、もう一度試してください。 (p. 502)」を参照し
てください。

新しいサービスデプロイが開始されたとき、またはデプロイが完了すると、Amazon ECS はサービスデ
プロイ状態変更イベントを EventBridge に送信します。これにより、サービスデプロイの状態を監視する
ためのプログラムによる方法がもたらされます。詳細については、「サービスデプロイ状態変更イベン
ト (p. 329)」を参照してください。

すべての機能を活用するには、新しいコンソールまたは AWS CLI を使用してサービスをデプロイしま
す。
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障害検出方法
ローリング更新デプロイには、デプロイの失敗をすばやく特定し、失敗したデプロイを最後に動作してい
たデプロイにロールバックすることの選択を可能にする 2 つのメソッドがあります。

• the section called “デプロイサーキットブレーカー” (p. 242)
• the section called “CloudWatch アラーム” (p. 244)

メソッドはどちらか一方でも、両方を同時にでも使用できます。両方のメソッドを同時に使用する場合、
いずれかの失敗処理メソッドの失敗の基準が満たされ次第、デプロイは失敗に設定されます。

使用するメソッドを決定する際は、以下のガイドラインを参考にします。

• サーキットブレーカー - タスクが開始できないときにデプロイを停止する場合は、このメソッドを使用
します。

• CloudWatch アラーム - アプリケーションメトリクスに基づきデプロイを停止する場合は、このメソッド
を使用します。

Amazon ECS のデプロイの処理方法については、「Amazon ECS ベストプラクティスガイド」の「タスク
のデプロイ」を参照してください。

デプロイサーキットブレーカー
デプロイサーキットブレーカーロジックによりタスクが定常状態に達しないと判断されると、デプロイは
失敗状態に移行します。

デプロイのサーキットブレーカーロジックには、デプロイが失敗した場合、それを最後に動作していた状
態に自動的にロールバックするオプションがあります。

サービスでデプロイサーキットブレーカーメソッドを使用する際には、以下を考慮してください。

• サービスデプロイに、サービスの更新時に正常に実行されたタスクが少なくとも 1 つある場合、デプロ
イで以前または今後のタスクが失敗したことに関係なく、サーキットブレーカーロジックは開始されま
せん。

• この DescribeServices レスポンスは、デプロイの状態、rolloutState および
rolloutStateReason についての洞察を提供します。新しいデプロイが開始されると、ロールアウト
の状態は IN_PROGRESS 状態から始まります。サービスが定常状態になると、ロールアウトの状態は
COMPLETED に移行します。サービスが定常状態にならず、サーキットブレーカーがオンになっている
場合、デプロイは FAILED 状態に移行します。FAILED 状態のデプロイでは、新しいタスクは起動され
ません。

• 開始および完了したデプロイに対して送信されるサービスデプロイの状態変更イベントに加え
て、Amazon ECS はサーキットブレーカーがオンになったデプロイが失敗した場合にもイベントを送
信します。これらのイベントは、デプロイが失敗した理由やロールバックのためにデプロイが開始さ
れたかどうかについての詳細情報を提供します。詳細については、「サービスデプロイ状態変更イベン
ト (p. 329)」を参照してください。

• 以前のデプロイが失敗し、ロールバックが発生したために新しいデプロイが開始された場合、サービス
デプロイ状態変更イベントの reason フィールドには、ロールバックのためにデプロイが開始されたこ
とが示されます。

• デプロイサーキットブレーカーは、ローリング更新 (ECS) デプロイコントローラーを使用する Amazon 
ECS サービスでのみサポートされています。

• 新しい Amazon ECS コンソールを使用するか、CloudWatch オプションと共にデプロイサーキットブ
レーカーを使用する場合は AWS CLI を使用する必要があります。詳細については、「AWS Command 
Line Interface リファレンス」の「the section called “定義済みのパラメータを使用したサービスの作
成” (p. 230)」および「create-service」を参照してください。
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以下の create-service AWS CLI の例は、デプロイサーキットブレーカーと共にロールバックが使用さ
れている場合の Linux サービスの作成方法を示しています。

aws ecs create-service \ 
     --service-name MyService \ 
     --deployment-controller type=ECS \ 
     --desired-count 2 \ 
     --deployment-configuration "deploymentCircuitBreaker={enable=true,rollback=true}" \ 
     --task-definition sample-fargate:1 \ 
     --launch-type FARGATE \ 
     --platform-os LINUX \ 
     --platform-version 1.4.0 \ 
     --network-configuration 
 "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp=ENABLED}"

失敗しきい値
デプロイサーキットブレーカはしきい値を計算し、その値を使用してデプロイを FAILED 状態に移行する
タイミングを判断します。

デプロイサーキットブレーカの最小しきい値は 10 であり、最大しきい値は 200 です。値を次の式に使用
してデプロイの失敗を判断します。

Minimum threshold <= 0.5 * desired task count => maximum threshold

計算の結果が最小値 10 を下回った場合、障害のしきい値は 10 に設定されます。計算の結果が最大値 200 
を上回った場合、障害のしきい値は 200 に設定されます。

Note

しきい値のどちらも変更できません。

デプロイステータスチェックには 2 つの段階があります。

1. デプロイサーキットブレーカは、デプロイの一部であるタスクを監視して RUNNING 状態のタスクを確
認します。スケジューラは、現在のデプロイのタスクが RUNNING 状態のときに失敗条件を無視して次
のステージに進みます。タスク RUNNING 状態に到達できなかった場合、デプロイサーキットブレーカ
は故障数を 1 つ増やします。障害カウントがしきい値に等しい場合、デプロイは FAILED としてマーク
されます。

2. RUNNING 状態のタスクが 1 つ以上ある場合、このステージが開始されます。デプロイサーキットブ
レーカは、現在のデプロイのタスクの次のリソースにヘルスチェックを実行します。
• Elastic Load Balancing ロードバランサー
• AWS Cloud Map サービス
• Amazon ECS コンテナヘルスチェック

タスクのヘルスチェックが失敗した場合、デプロイサーキットブレーカーは障害数を 1 つ増やします。
障害カウントがしきい値に等しい場合、デプロイは FAILED としてマークされます。

例をいくつか、次のテーブルに示します。

希望タスク数 計算 Threshold

1
10 <= 0.5 * 1 => 200

10 (計算値は最小値より小さい)

25
10 <= 0.5 * 25 => 200

13 (値は切り上げられます)
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希望タスク数 計算 Threshold

400
10 <= 0.5 * 400 => 200

200

800
10 <= 0.5 * 800 => 200

200 (計算値は最大値を超えてい
ます)

ロールバックオプションの使用方法に関するその他の例については、「Amazon ECS デプロイサーキット
ブレーカーのお知らせ」を参照してください。

CloudWatch アラーム
指定された CloudWatch アラームが ALARM 状態になったことを検出したとき、デプロイが失敗に設定され
るように Amazon ECS を設定できます。

オプションとして、失敗したデプロイを最後に完了したデプロイにロールバックするように設定できま
す。

以下の create-service AWS CLI の例は、デプロイアラームと共にロールバックオプションが使用され
ている場合の Linux サービスの作成方法を示しています。

aws ecs create-service \ 
     --service-name MyService \ 
     --deployment-controller type=ECS \ 
     --desired-count 2 \ 
     --deployment-configuration 
 "alarms={alarmNames=[alarm1Name,alarm2Name],enable=true,rollback=true}" \ 
     --task-definition sample-fargate:1 \ 
     --launch-type FARGATE \ 
     --platform-os LINUX \ 
     --platform-version 1.4.0 \ 
     --network-configuration 
 "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp=ENABLED}"

サービスで Amazon CloudWatch アラームメソッドを使用する場合は、以下を考慮してください。

• deploymentConfiguration リクエストパラメータには alarms のデータ型が含まれるようになって
います。アラーム名、メソッド使用の有無、アラームがデプロイの失敗を示したときのロールバック開
始の有無について指定できます。詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リファレン
ス」の「CreateService」を参照してください。

• この DescribeServices レスポンスは、デプロイの状態、rolloutState および
rolloutStateReason についての洞察を提供します。新しいデプロイが開始されると、ロールアウト
の状態は IN_PROGRESS 状態から始まります。サービスが定常状態になりベイク時間が完了すると、
ロールアウトの状態は COMPLETED に移行します。サービスが定常状態にならず、アラームが ALARM 状
態になった場合、デプロイは FAILED 状態に移行します。FAILED 状態のデプロイでは、新しいタスク
は起動されません。

• 開始および完了したデプロイに対して Amazon ECS から送信されるサービスデプロイの状態変更イベン
トに加えて、Amazon ECS はアラームを使用するデプロイが失敗した場合にもイベントを送信します。
これらのイベントは、デプロイが失敗した理由やロールバックのためにデプロイが開始されたかどうか
についての詳細情報を提供します。詳細については、「サービスデプロイ状態変更イベント (p. 329)」
を参照してください。

• 以前のデプロイが失敗し、ロールバックがオンになったために新しいデプロイが開始された場合、サー
ビスデプロイ状態変更イベントの reason フィールドには、ロールバックのためにデプロイが開始され
たことが示されます。
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• 障害検出にデプロイサーキットブレーカーと Amazon CloudWatch アラームを使用する場合、どちらか
のメソッドの基準が満たされ次第、どちらかがデプロイの失敗を開始します。デプロイの失敗を開始し
たメソッドでロールバックオプションが使用されている場合は、ロールバックが発生します。

• Amazon CloudWatch アラームは、ローリング更新 (ECS) デプロイコントローラーを使用する Amazon 
ECS サービスでのみサポートされています。

• このオプションは、新しい Amazon ECS コンソールまたは AWS CLI を使用して設定できます。詳細に
ついては、「AWS Command Line Interface リファレンス」の「the section called “定義済みのパラメー
タを使用したサービスの作成” (p. 230)」および「create-service」を参照してください。

• デプロイステータスが長時間 IN_PROGRESS のままになっていると気付くことがあるかもしれません。
これは、アクティブなデプロイを削除し終えるまで Amazon ECS のステータスは変化せず、また、ベ
イク時間が過ぎるまでは、このステータスが変更されることがないためです。アラームの設定によっ
ては、デプロイにアラームを使用しない場合よりも数分長くかかるように思える場合もあります (新し
いプライマリタスクセットがスケールアップされ、古いデプロイがスケールダウンされる場合であって
もです)。CloudFormation タイムアウトを使用する場合は、タイムアウトを増やすことを検討してくだ
さい。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「テンプレートでの待機条件の作
成」を参照してください。

• Amazon ECS は DescribeAlarms を呼び出してアラームをポーリングします。DescribeAlarms
の呼び出しはアカウントに関連付けられた CloudWatch の Service Quotas にカウントされま
す。DescribeAlarms を呼び出す AWS サービスが他にもある場合は、アラームをポーリングする際
に Amazon ECS に影響が及ぶ可能性があります。例えば、別のサービスがクォータに達するだけの
DescribeAlarms 呼び出しを行うと、そのサービスがスロットリングされると共に Amazon ECS もス
ロットリングされ、アラームをポーリングできなくなります。スロットリング期間中にアラームが生成
されると、Amazon ECS はアラームを見逃してロールバックが行われない可能性があります。デプロイ
に他の影響はありません。CloudWatch の Service Quotas の詳細については、「CloudWatch ユーザー
ガイド」の「CloudWatch Service Quotas」を参照してください。

• デプロイの開始時にアラームの状態が ALARM である場合、Amazon ECS はそのデプロイ中はアラーム
の監視を行いません (Amazon ECS はアラーム設定を無視します)。この動作により、初期デプロイの失
敗を修正するために、新たなデプロイを開始する場合に対応しています。

推奨アラーム

次のアラームメトリクスを使用することをお勧めします。

• Application Load Balancer を使用する場合は、HTTPCode_ELB_5XX_Count および
HTTPCode_ELB_4XX_Count の Application Load Balancer メトリクスを使用します。これらのメトリ
クスは HTTP スパイクをチェックします。Application Load Balancer メトリクスの詳細については、
「Application Load Balancer のユーザーガイド」の「Application Load Balancer の CloudWatch メトリ
クス」を参照してください。

• 既存のアプリケーションがある場合は、CPUUtilization および MemoryUtilization のメトリクス
を使用します。これらのメトリクスは、クラスターまたはサービスが使用する CPU とメモリの割合を
チェックします。詳細については、「the section called “CloudWatch メトリクスの使用” (p. 313)」を
参照してください。

• タスクで Amazon Simple Queue Service キューを使用する場合
は、ApproximateNumberOfMessagesDelayed Amazon SQS メトリクスを使用します。このメト
リクスは、遅延の発生によりすぐに読み取ることのできない、キュー内のメッセージ数をチェックしま
す。Amazon SQS メトリクスの詳細については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイ
ド」の「Amazon SQS で使用できる CloudWatch メトリクス」を参照してください。

CodeDeploy による Blue/Green デプロイ
Blue/Green デプロイタイプでは、CodeDeploy によって制御される Blue/Green デプロイモデルを使用し
ます。このデプロイタイプは、本番稼働用トラフィックを送信する前にサービスの新しいデプロイを検証
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するために使用します。詳細については、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「CodeDeployとは何です
か？」を参照してください。

ブルー/グリーンデプロイ中にトラフィックを移行するには、次の 3 つの方法があります。

• Canary — トラフィックを 2 回の増分で移行します。事前定義された複数の Canary オプションから選
択し、最初の増分および間隔でトラフィックを更新済みタスクセットに移行する割合 (%) を分単位で指
定できます。次に 2 回目の増分で残りのトラフィックを移行します。

• 線形 — トラフィックを毎回、同じ増分、同じ間隔 (分) で移行します。事前定義された複数の線形オプ
ションから選択し、増分ごとに移行するトラフィックの割合 (%) と増分間の間隔 (分) を指定できます。

• 一括 — すべてのタスクを元のタスクセットから更新済みタスクセットに同時に移行します。

以下に示しているのは、サービスが Blue/Green デプロイタイプを使用するときに Amazon ECS が使用す
る CodeDeploy のコンポーネントです。

CodeDeploy アプリケーション

CodeDeploy リソースのコレクションです。これは 1 つ以上のデプロイグループで構成されます。
CodeDeploy デプロイグループ

デプロイ設定。これには以下の構成要素があります。
• Amazon ECS クラスターとサービス
• ロードバランサーのターゲットグループとリスナー情報
• デプロイメントロールバック戦略
• トラフィックルーティング設定
• 元のリビジョンの終了設定
• デプロイ設定
• デプロイメントを停止するために設定できる CloudWatch アラームの設定
• 通知用の SNS または CloudWatch Eventsの設定

詳細については、AWS CodeDeployユーザーガイドの「デプロイグループの操作」を参照してくださ
い。

CodeDeploy デプロイ構成

デプロイメント中に本番トラフィックを置換タスクに CodeDeploy がルーティングする方法を指定し
ます。次の事前定義された線形および Canary デプロイ設定を使用できます。また、カスタム定義の
線形および Canary デプロイを作成することもできます。詳細については、AWS CodeDeploy ユー
ザーガイドの「デプロイ構成の操作」を参照してください。

デプロイ設定 説明

CodeDeployDefault.ECSLinear10PercentEvery1Minutesすべてのトラフィックを移行するまで、1 分ごと
にトラフィックの 10% を移行します。

CodeDeployDefault.ECSLinear10PercentEvery3Minutesすべてのトラフィックを移行するまで、3 分ごと
にトラフィックの 10% を移行します。

CodeDeployDefault.ECSCanary10percent5Minutes最初の増分でトラフィックの 10% を移行しま
す。残りの 90% は 5 分後にデプロイします。

CodeDeployDefault.ECSCanary10percent15Minutes最初の増分でトラフィックの 10% を移行しま
す。残りの 90 パーセントは 15 分後にデプロイ
されます。
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デプロイ設定 説明

CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce すべてのトラフィックを同時に更新済み 
Amazon ECS コンテナに移行します。

リビジョン

リビジョンは、CodeDeploy アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) です。AppSpec 
ファイルでは、タスク定義の完全な ARN と置換タスクセットのコンテナとポートを指定し、新しい
デプロイが作成時にトラフィックがルーティングされるようにします。コンテナ名は、タスク定義内
で参照されているコンテナ名のいずれかに設定する必要があります。ネットワーク設定またはプラッ
トフォームのバージョンがサービス定義で更新された場合は、AppSpec ファイルでその詳細について
も指定する必要があります。また、デプロイメントライフサイクルイベント中に実行する Lambda 関
数も指定できます。Lambda 関数を使用することで、デプロイメント中にテストを実行し、メトリク
スを返すことができます。詳細については、AWS CodeDeployユーザーガイドで「AppSpec ファイル
リファレンス」を参照してください。

ブルー/グリーンデプロイの考慮事項
ブルー/グリーンデプロイタイプを使用するときは、以下の点を考慮します。

• Blue/Green デプロイタイプを使用して、Amazon ECS サービスが最初に作成されたとき、Amazon ECS 
タスクセットが作成されます。

• Application Load Balancer または Network Load Balancer の使用にサービスを設定する必要がありま
す。ロードバランサーの要件は以下のとおりです。
• 本番稼働用リスナーをロードバランサーに追加する必要があります。これは本番トラフィックをルー

ティングするために使用されます。
• オプションテストリスナーをロードバランサーに追加することができます。これはテストトラフィッ

クをルーティングするために使用されます。テストリスナーを指定する場合、CodeDeploy はデプロ
イメント中にテストトラフィックを置換タスクセットにルーティングします。

• 本番稼働用とテストリスナーの両方が同じロードバランサーに属している必要があります。
• ロードバランサーに対してターゲットグループを定義する必要があります。ターゲットグループは本

番稼働用リスナーを通じてトラフィックをサービスの元のタスクセットにルーティングします。
• Network Load Balancer を使用する場合、CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce デプロイメント構

成のみがサポートされます。
• サービス Auto Scaling と blue/green デプロイタイプを使用するように設定されたサービスでは、Auto 

Scaling はデプロイ中にブロックされませんが、状況によってはデプロイが失敗する場合があります。以
下では、この動作について詳しく説明します。
• サービスがスケーリング中の状態でデプロイが開始されると、グリーンタスクセットが作成さ

れ、CodeDeploy は Green タスクセットが定常状態になるまで最大 1 時間待機し、完了するまでトラ
フィックをシフトしません。

• サービスが ブルー/グリーンデプロイのプロセス中で、スケーリングイベントが発生した場合、トラ
フィックは 5 分間シフトし続けます。サービスが 5 分以内に定常状態にならない場合、CodeDeploy 
はデプロイを停止し、失敗としてマークします。

• サービスが青/緑でのデプロイのプロセス中でスケーリングイベントが発生した場合、必要タスクカウ
ントが予期しない値に設定される場合があります。これは実行中のタスク数を現在の容量と見なすこ
とでオートスケーリングによって発生します。これは必要タスク数の計算で使用される適切なタスク
数の 2 倍です。

• Fargate 起動タイプ、CODE_DEPLOY またはデプロイメントコントローラータイプを使用するタスク
は、DAEMON スケジューリング戦略をサポートしません。

• 最初に CodeDeploy アプリケーションおよびデプロイグループを作成する際に、以下を指定する必要が
あります。
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• ロードバランサーに対して 2 つのターゲットグループを定義する必要があります。1 つのターゲット
グループは、Amazon ECS サービスの作成時に、ロードバランサーに対して定義された最初のター
ゲットグループです。2 番目のターゲットグループの唯一の要件は、サービスが使用するものとは別
のロードバランサーに関連付けることはできないということです。

• Amazon ECS サービスに対して CodeDeploy デプロイを作成すると、CodeDeploy は置換タスクセット
(または Green タスクセット) をデプロイで作成します。テストリスナーをロードバランサーに追加した
場合、CodeDeploy はテストトラフィックを置換タスクセットにルーティングします。この時点で検証
テストを実行できます。次に、CodeDeploy は本番稼働用トラフィックを元のタスクセットから置換タ
スクセットに再ルーティングします。このときデプロイグループへのトラフィックの再ルーティング設
定に従います。

Amazon ECS コンソールのエクスペリエンス
Amazon ECS コンソールのサービス作成とサービス更新のワークフローでは Blue/Green デプロイがサ
ポートされています。

ブルー/グリーンデプロイタイプを使用する Amazon ECS サービスを作成するには、「クラシックコン
ソール内の Amazon ECS サービスの作成 (p. 528)」を参照してください。

ブルー/グリーンデプロイタイプを使用した Amazon ECS サービスをクラシック Amazon ECS コンソール
を使用して作成するとき、Amazon ECS タスクセットと次の CodeDeploy リソースは次のデフォルト設定
で自動的に作成されます。

リソース デフォルト設定

アプリケーション名 AppECS-<cluster[:47]>-<service[:47]>

デプロイグループ名 DgpECS-<cluster[:47]>-<service[:47]>

Deployment group load balancer info (デプロイグ
ループのロードバランサー情報)

ロードバランサー本番稼働用リスナー、オプショ
ンテストリスナー、指定されたターゲットグルー
プは、デプロイグループ設定に追加されます。

トラフィックルーティング設定 トラフィックの再ルーティング デフォルト
では [Reroute traffic immediately (すぐにト
ラフィックを再ルーティング)] に設定されま
す。これは CodeDeploy コンソールで、また
は TrafficRoutingConfig を更新すること
で変更できます。詳細については、『https:// 
docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/ 
APIReference/API_CreateDeploymentConfig.html
API リファレンス』の「AWS 
CodeDeployCreateDeploymentTemplate」を参照
してください。

元のリビジョンの終了設定 元のリビジョン終了設定が、Blue タスクセットを
終了する前に、トラフィックが再ルーティングさ
れた後 1 時間待機するように設定されます。

デプロイ設定 デプロイ設定は、デフォルトで
CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce に設定さ
れます。この場合、すべてのトラフィックは Blue 
タスクセットから Green タスクセットに同時に
ルーティングされます。デプロイ設定は、サービ
スの作成後に AWS CodeDeploy コンソールを使用
して変更できます。
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リソース デフォルト設定

Automatic rollback configuration (自動ロールバック
の設定)

デプロイメントが失敗すると、自動ロールバック
設定がロールバックするように指定されます。

Blue/Green デプロイタイプを使用する Amazon ECS サービスの詳細を表示するには、Amazon ECS コン
ソールで [Deployments (デプロイ)] タブを使用します。

CodeDeploy コンソールで CodeDeploy デプロイグループの詳細を表示するには、AWS CodeDeployユー
ザーガイド の「CodeDeploy を使用したデプロイグループの詳細の表示」を参照してください。

CodeDeploy コンソールで CodeDeploy デプロイグループの設定を変更するには、CodeDeploy を使用し
たデプロイグループの設定の変更のAWS CodeDeployユーザーガイド。

ブルー/グリーンデプロイを実行するためのサポートが AWS CloudFormation に追加されています。詳細に
ついては、[AWS CloudFormationユーザーガイド]の[AWS CloudFormationを使用した CodeDeploy による 
Perform Amazon ECS Blue/Green デプロイの実行]を参照してください。

IMA 許可が必要なブルー/グリーンデプロイ
Amazon ECS Blue/Green デプロイは、Amazon ECS と CodeDeploy API の組み合わせによって実現され
ています。ユーザーは、Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを使用するためには、これらのサービスに
対する適切なアクセス権限が必要です。AWS Management Consoleまたは AWS CLI または SDK を使用し
ます。

サービスの作成や更新に使用するデフォルトの IAM アクセス権限に加えて、Amazon ECS には次のアクセ
ス権限が必要です。AmazonECS_FullAccess IAM ポリシーには、次の許可が追加されています。詳細に
ついては、「AmazonECS_FullAccess (p. 371)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "codedeploy:CreateApplication", 
        "codedeploy:CreateDeployment", 
        "codedeploy:CreateDeploymentGroup", 
        "codedeploy:GetApplication", 
        "codedeploy:GetDeployment", 
        "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
        "codedeploy:ListApplications", 
        "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
        "codedeploy:ListDeployments", 
        "codedeploy:StopDeployment", 
        "codedeploy:GetDeploymentTarget", 
        "codedeploy:ListDeploymentTargets", 
        "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
        "codedeploy:GetApplicationRevision", 
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision", 
        "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions", 
        "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups", 
        "codedeploy:BatchGetDeployments", 
        "codedeploy:BatchGetApplications", 
        "codedeploy:ListApplicationRevisions", 
        "codedeploy:ListDeploymentConfigs", 
        "codedeploy:ContinueDeployment", 
        "sns:ListTopics", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "lambda:ListFunctions" 
      ], 

249

https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-groups-view-details.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-groups-edit.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/deployment-groups-edit.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/blue-green.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/blue-green.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
外部デプロイ

      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Note

タスクおよびサービスを実行するために必要な標準の Amazon ECS アクセス権限を付与するだ
けでなく、ユーザーにはタスクの IAM ロールを使用する iam:PassRole アクセス権限も必要で
す。

CodeDeploy には、Amazon ECS API の呼び出し、Elastic Load Balancing の変更、Lambda 関数の起
動、CloudWatch アラームの記述のアクセス権限が必要です。また、ユーザーの代わりにサービスの必要
数を変更するためのアクセス許可も必要です。Blue/Green デプロイタイプを使用する Amazon ECS サー
ビスを作成する前に、IAM ロール (ecsCodeDeployRole) を作成する必要があります。詳細については、
「Amazon ECS CodeDeploy IAM ロール (p. 393)」を参照してください。

「サービス作成の例 (p. 368)」および「サービスの更新の例 (p. 369)」の IAM ポリシー例に、ユーザー
が AWS Management Consoleで Amazon ECS ブルー/グリーンデプロイを使用するためのアクセス許可が
示されています。

外部デプロイ
この外部デプロイタイプでは、Amazon ECS サービスのデプロイプロセスを完全に制御するために、すべ
てのサードパーティーのデプロイコントローラーを使用できます。サービスの詳細はサービス管理 API ア
クション (CreateService、UpdateService、DeleteService) または タスク設定管理 API アクショ
ン (CreateTaskSet、UpdateTaskSet、UpdateServicePrimaryTaskSet、DeleteTaskSet) のい
ずれかにより管理されます。各 API アクションは、サービス定義パラメータのサブセットを管理します。

UpdateService API アクションは、サービスの必要数およびヘルスチェック猶予期間パラメータを更新
します。起動タイプ、プラットフォームバージョン、ロードバランサーの詳細、ネットワーク構成、また
はタスク定義を更新する必要がある場合、新しいタスクセットを作成する必要があります。

UpdateTaskSet API アクションは、タスクセットのスケールパラメータのみを更新します。

UpdateServicePrimaryTaskSet API アクションは、サービス内のどのタスクセットをプライマリタス
クセットであるかを変更します。DescribeServices API アクションを呼び出すと、プライマリタスク
セットに指定されたすべてのフィールドが返されます。サービスのプライマリタスクセットが更新される
と、サービスの新しいプライマリタスクセットに存在し、古いプライマリタスクセットとは異なるタスク
セットのパラメータ値はどれでも、新しいプライマリタスクセットが定義されるときに新しい値に更新さ
れます。サービスにプライマリタスクセットが定義されていない場合にサービスを定義するとき、タスク
セットフィールドは null になります。

外部デプロイに関する考慮事項
外部デプロイタイプを使用するときは、以下の点を考慮します。

• サポートされているロードバランサーのタイプは、Application Load Balancer または Network Load 
Balancer です。

• Fargate 起動タイプ、または EXTERNAL デプロイコントローラータイプは、DAEMON スケジューリング
戦略をサポートしません。

外部デプロイワークフロー
以下に示しているのは、Amazon ECS で外部デプロイを管理する基本的なワークフローです。
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外部デプロイコントローラーを使用して Amazon ECS サービスを管理するには

1. Amazon ECS サービスを作成する 必須のパラメータは、サービス名のみです。サービスを作成する
ときに、外部デプロイコントローラーを使用して以下のパラメータを指定できます。その他すべての
サービスパラメータは、サービス内でタスクセットが作成されるときに指定されます。

serviceName

タイプ: 文字列

必須: はい

サービスの名前。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを
使用できます。サービス名は同じクラスター内で一意になるようにしてください。ただし、リー
ジョン内の複数のクラスター間や複数のリージョンにまたがるクラスター間では、同様の名前の
サービスがあっても構いません。

desiredCount

指定したタスクセットのタスク定義のインスタンスをサービス内で実行状態に保つ数を設定しま
す。

deploymentConfiguration

デプロイ時に実行されるタスクの数と、タスクの停止および開始の順序を制御するオプションの
デプロイパラメータ。詳細については、「deploymentConfiguration」を参照してください。

tags

タイプ: オブジェクトの配列

必須: いいえ

サービスに適用し、サービスの分類と整理に役立つメタデータ。タグはそれぞれ、1 つのキーと
オプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。サービスが削除され
ると、タグも削除されます。サービスには最大 50 個のタグを適用できます。詳細については、
「Amazon ECS リソースのタグ付け (p. 296)」を参照してください。
key

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアの一部。キーは、より具体的なタグ値のカテゴリのように動
作する、一般的なラベルです。

value

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

必須: いいえ

タグを構成するキーと値のペアのオプションの一部。値はタグカテゴリ (キー) の記述子とし
て機能します。

enableECSManagedTags

サービス内のタスクに Amazon ECS マネージドタグを使用するか否かを指定します。詳細につい
ては、「請求用のリソースにタグを付ける (p. 299)」を参照してください。251
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propagateTags

タイプ: 文字列

有効な値: TASK_DEFINITION | SERVICE

必須: いいえ

タグをタスク定義またはサービスからサービスのタスクへコピーするかどうかを指定します。値
を指定しない場合、タグはコピーされません。タグは、サービス作成中のサービス内のタスクに
のみコピーすることができます。タグをサービス作成後またはタスク作成後のタスクに追加する
には、TagResource API アクションを使用します。

healthCheckGracePeriodSeconds

型: 整数

必須: いいえ

Amazon ECS サービススケジューラが、タスクが RUNNING 状態になった後で異常な Elastic 
Load Balancing ターゲットのヘルスチェック、コンテナのヘルスチェック、Route 53 のヘルス
チェックを無視する期間 (秒単位)。これが有効であるのは、ロードバランサーを使用するように
サービスが設定されている場合のみです。サービスにロードバランサーを定義している場合、ヘ
ルスチェックの猶予期間値を指定しないと、デフォルト値の 0 が使用されます。

サービスのタスクで、ヘルスチェックを開始して応答するまでに時間がかかる場合は、ヘルス
チェックの猶予期間として最大 2,147,483,647 秒まで指定できます。この間は、ECS サービスス
ケジューラはヘルスチェックのステータスを無視します。この猶予期間により、ECS サービスス
ケジューラがタスクを異常とマークして時間より前に停止することがなくなります。

Elastic Load Balancing を使用しない場合、タスク定義のヘルスチェックパラメータの
startPeriod を使用することをお勧めします。詳細については、[Health check] (ヘルスチェッ
ク) を参照してください。

schedulingStrategy

使用するスケジュール戦略。外部デプロイコントローラーを使用するサービスは、REPLICA
スケジューリング戦略のみをサポートします。詳細については、「サービススケジューラの概
念 (p. 212)」を参照してください。

placementConstraints

サービスのタスクに使用する、配置制約オブジェクトの配列。タスクごとに最大 10 個の制約
を指定できます (この制限数には、タスク定義内の制約と、実行時に指定される制約が含まれま
す)。Fargate 起動タイプを使用している場合、タスク配置の制約事項はサポートされません。

placementStrategy

サービスのタスクで使用する配置戦略オブジェクト。サービスごとに最大 4 つの戦略ルールを指
定できます。

次の例は、外部デプロイコントローラーを使用するサービスを作成するためのサービス定義です。

{ 
    "cluster": "", 
    "serviceName": "", 
    "desiredCount": 0, 
    "role": "", 
    "deploymentConfiguration": { 
        "maximumPercent": 0, 
        "minimumHealthyPercent": 0 
    }, 
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    "placementConstraints": [ 
        { 
            "type": "distinctInstance", 
            "expression": "" 
        } 
    ], 
    "placementStrategy": [ 
        { 
            "type": "binpack", 
            "field": "" 
        } 
    ], 
    "healthCheckGracePeriodSeconds": 0, 
    "schedulingStrategy": "REPLICA", 
    "deploymentController": { 
        "type": "EXTERNAL" 
    }, 
    "tags": [ 
        { 
            "key": "", 
            "value": "" 
        } 
    ], 
    "enableECSManagedTags": true, 
    "propagateTags": "TASK_DEFINITION"
}

2. 最初のタスクセットを作成します。タスクセットには、サービスに関する次の詳細が含まれていま
す。

taskDefinition

使用するタスクセットのタスクのタスク定義。
launchType

タイプ: 文字列

有効な値: EC2 | FARGATE | EXTERNAL

必須: いいえ

サービスを実行する起動タイプ。起動タイプを指定しない場合は、デフォルトで
capacityProviderStrategy が使用されます。詳しくは、「Amazon ECS 起動タイ
プ (p. 120)」を参照してください。

launchType を指定した場合、capacityProviderStrategy パラメータを省略する必要があ
ります。

platformVersion

タイプ: 文字列

必須: いいえ

サービス内のタスクが実行されているプラットフォームのバージョン。プラットフォームのバー
ジョンは、Fargate 起動タイプを使用するタスクに対してのみ指定されています。指定されない
場合、デフォルトで最新バージョン (LATEST) が使用されます。

AWS Fargate プラットフォームのバージョンを使って、Fargate タスクインフラストラクチャの
特定のランタイム環境を参照できます。プラットフォームのバージョンに LATEST を指定してタ
スクを実行またはサービスを作成すると、プラットフォームの最新バージョンをタスクで利用で
きるようになります。サービスをスケールアップする場合は、これらのタスクには、サービスの
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最新のデプロイで指定されたプラットフォームのバージョンが提供されます。詳細については、
「AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

loadBalancers

サービスで使用するロードバランサーを表すロードバランサーオブジェクト。外部デプロイコ
ントローラーを使用する場合、Application Load Balancer と Network Load Balancer のみがサ
ポートされます。Application Load Balancer を使用している場合、タスクセットあたり 1 つの 
Application Load Balancer ターゲットグループのみが許可されます。

次のスニペットは、使用する loadBalancer オブジェクトの例を示しています。

"loadBalancers": [ 
        { 
            "targetGroupArn": "", 
            "containerName": "", 
            "containerPort": 0 
        }
]

Note

loadBalancer オブジェクトを指定する場合は、targetGroupArn を指定
し、loadBalancerName パラメータを省略する必要があります。

networkConfiguration

サービスのネットワーク構成。このパラメータは awsvpc ネットワークモードを使用して独自の 
Elastic Network Interface を受け取るタスク定義の場合に必要です。その他のネットワークモード
ではサポートされていません。詳細については、用のAmazon Elastic Container Service ユーザー
ガイドAWS Fargateの「Fargate タスクネットワーキング」を参照してください。

serviceRegistries

このサービスに割り当てるサービス検出レジストリの詳細。詳細については、「サービス検
出 (p. 289)」を参照してください。

scale

タスクセットに配置して実行し続けるために必要なタスク数の浮動小数点パーセンテージ。この
値は、サービスの desiredCount の割合 (%) の合計として指定されます。許容値は 0 から 100 
までの数字です。

外部デプロイコントローラー用のタスクセットを作成するための JSON の例を次に示します。

{ 
    "service": "", 
    "cluster": "", 
    "externalId": "", 
    "taskDefinition": "", 
    "networkConfiguration": { 
        "awsvpcConfiguration": { 
            "subnets": [ 
                "" 
            ], 
            "securityGroups": [ 
                "" 
            ], 
            "assignPublicIp": "DISABLED" 
        } 
    }, 
    "loadBalancers": [ 
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        { 
            "targetGroupArn": "", 
            "containerName": "", 
            "containerPort": 0 
        } 
    ], 
    "serviceRegistries": [ 
        { 
            "registryArn": "", 
            "port": 0, 
            "containerName": "", 
            "containerPort": 0 
        } 
    ], 
    "launchType": "EC2", 
    "capacityProviderStrategy": [ 
        { 
            "capacityProvider": "", 
            "weight": 0, 
            "base": 0 
        } 
    ], 
    "platformVersion": "", 
    "scale": { 
        "value": null, 
        "unit": "PERCENT" 
    }, 
    "clientToken": ""
}

3. サービスの変更が必要な場合、更新するパラメータに応じて UpdateService、UpdateTaskSet、
または CreateTaskSet のいずれかの API アクションを使用します。タスクセットを作成した場合
は、サービスの各タスクセットに scale パラメータを使用して、サービス内で継続して実行するタ
スクの数を決定します。たとえば、tasksetA を含むサービスがあり tasksetB を作成した場合、
本番トラフィックを移行する前に tasksetB の有効性をテストする場合があります。両方のタスク
の scale を 100 に設定し、すべての本番トラフィックを tasksetB に移行する準備が整ったとき
に、tasksetA の scale を 0 に更新して、スケールダウンすることもできます。

サービスの負荷分散
FargateのAmazon ECS サービスは、オプションでElastic Load Balancingを使用して、サービスのタスク
間でトラフィックを均等に分散するように設定できます。

Note

タスクセットを使用するとき、セット内のすべてのタスクが Elastic Load Balancing を使用するよ
うに設定、または Elastic Load Balancing を使用しないように設定する必要があります。

AWS Fargateでホストされている Amazon ECS サービスでは、Application Load Balancer と Network 
Load Balancer のタイプがサポートされています。アプリケーションロードバランサーは、HTTP/HTTPS 
(またはレイヤー 7) トラフィックをルーティングするために使用されます。ネットワークロードバラン
サーは、TCP または UDP (またはレイヤー 4)トラフィックをルーティングするために使用されます。詳し
くは、「ロードバランサーの種類 (p. 256)」を参照してください。

Amazon Load Balancer は Amazon ECS サービスでの使用に便利な複数の機能を提供しています。

• 各サービスは、複数のロードバランサーからトラフィックを送信し、複数のターゲットグループを指定
することにより複数のロードバランシングポートを公開できます。

• Application Load Balancer により、コンテナが動的ホストポートマッピングを使用できるようになりま
す (同じサービスから複数のタスクがコンテナインスタンスごとに許可するため)。
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• Application Load Balancer では、パスベースのルーティングと優先ルールをサポートしています (複数の
サービスが 1 つの Application Load Balancer で同じリスナーポートを使用するため)。

ロードバランサーについては、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。詳細について
は、Elastic Load Balancing の料金表を参照してください。

トピック
• ロードバランサーの種類 (p. 256)
• ロードバランサーの作成 (p. 259)
• サービスに複数のターゲットグループを登録する (p. 264)

ロードバランサーの種類
Elastic Load Balancing ではロードバランサーとして、Application Load Balancer および Network Load 
Balancer をサポートしています。Amazon ECS サービスでは、これらのタイプのロードバランサーを使用
できます。アプリケーションロードバランサーは、HTTP/HTTPS (またはレイヤー 7) トラフィックをルー
ティングするために使用されます。ネットワークロードバランサ― と Classic Load Balancerは、TCP（ま
たはレイヤー 4）トラフィックをルーティングするために使用されます。

トピック
• Application Load Balancer (p. 256)
• Network Load Balancer (p. 257)
• Application Load Balancerおよび Network Load Balancerの場合: (p. 258)

Application Load Balancer
Application Load Balancer では、アプリケーションレイヤー (HTTP/HTTPS) でルーティング決定を行い、
パスベースのルーティングをサポートします。また、クラスター内の各コンテナインスタンスの 1 つまた
は複数のポートにリクエストをルーティングできます。Application Load Balancer では、動的ホストポー
トマッピングをサポートしています。たとえば、タスクコンテナ定義で NGINX コンテナポートのポート 
80、ホストポートのポート 0 を指定した場合、ホストポートはコンテナインスタンスの一時ポート範囲か
ら動的に選択されます (最新の Amazon ECS に最適化された AMI の 32768～61000 など)。タスクの起動
時に、NGINX コンテナは、インスタンス ID およびポートの組み合わせとして Application Load Balancer 
で登録されます。トラフィックは、コンテナに対応するインスタンス ID およびポートに分散されます。こ
の動的なマッピングにより、同じコンテナインスタンスの単一のサービスから複数のタスクを持つことが
できます。詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」を参照してください。
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Network Load Balancer
Network Load Balancer により、トランスポートレイヤー (TCP/SSL) でルーティングの決定が行われま
す。毎秒数百万のリクエストを処理できます。ロードバランサーは、接続を受信すると、フローハッシュ
ルーティングアルゴリズムを使用してデフォルトルールのターゲットグループからターゲットを選択しま
す。リスナー構成で指定されたポート上の選択したターゲットへの TCP 接続を開こうとします。ヘッダー
を変更せずにリクエストを転送します。Network Load Balancer では、動的ホストポートマッピングをサ
ポートしています。たとえば、タスクコンテナ定義で NGINX コンテナポートのポート 80、ホストポート
のポート 0 を指定した場合、ホストポートはコンテナインスタンスの一時ポート範囲から動的に選択され
ます (最新の Amazon ECS に最適化された AMI の 32768～61000 など)。タスクの起動時に、NGINX コン
テナは、インスタンス ID およびポートの組み合わせとして Network Load Balancer で登録されます。トラ
フィックは、コンテナに対応するインスタンス ID およびポートに分散されます。この動的なマッピング
により、同じコンテナインスタンスの単一のサービスから複数のタスクを持つことができます。Network 
Load Balancer の詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/ の
ユーザーガイド」を参照してください。
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Application Load Balancerおよび Network Load Balancerの場合:
以下の考慮事項は、Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用する Amazon ECS 
サービスに固有のものです。

• Amazon ECS には、タスクの作成時および停止時に、ロードバランサーへのターゲットの登録および
登録解除に必要なアクセス許可を提供するサービスリンク IAM ロールが必要です。詳細については、
「Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照してください。

• Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用するサービスの場合、6 個以上のター
ゲットグループはアタッチできません。

• awsvpc ネットワークモードを使用するタスクを含むサービスの場合、サービスのターゲットグループ
を作成するときに、instance ではなく、ip をターゲットタイプとして選択する必要があります 。

• サービスが Application Load Balancer を使用しており、HTTP/HTTPS サービスのポート 80 やポート 
443 など、複数の負荷分散されたポートにアクセスする必要がある場合は、2 つのリスナーを設定でき
ます。1 つのリスナーは、リクエストをサービスに転送する HTTPS を担当し、別のリスナーは HTTP 
リクエストを適切な HTTPS ポートへのリダイレクトを担当します。詳細については、Application Load 
Balancer ユーザーガイドの「Application Load Balancer のアクセスログ」を参照してください。

• サービスの作成後にロードバランサーの設定を AWS Management Console から変更することはで
きません。AWS Copilot、AWS CloudFormation、AWS CLI、SDK のいずれかを使用して、AWS 
CodeDeploy ブルー/グリーンまたは外部ではなく、ECS ローリングデプロイコントローラのみのロード
バランサー設定を変更できます。ロードバランサー設定を追加、更新、削除すると、Amazon ECS は、
更新された Elastic Load Balancing 設定で新しいデプロイを開始します。これにより、タスクがロー
ドバランサーに登録およびロードバランサーから登録解除されます。Elastic Load Balancing 設定を更
新する前に、テスト環境でこれを検証することをお勧めします。設定の変更方法の詳細については、
「Amazon Elastic Containers サービス API リファレンス」の UpdateService を参照してください。

• サービスのタスクがロードバランサーのヘルスチェック条件を満たさない場合、タスクは停止され、再
起動されます。このプロセスは、サービスが実行中のタスクの必要数に達するまで続行されます。
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• IP アドレスがターゲットとして設定された を使用する場合、リクエストは のプライベート IP アドレス
から送信されたと見なされます。つまり、ターゲットのセキュリティグループで受信リクエストとヘル
スチェックを許可すると、Network Load Balancer の背後にあるサービスが世界中からアクセス可能に
なります。

• Network Load Balancer を使用して UDP トラフィックを Fargate の Amazon ECS タスクにルーティン
グするには、タスクがプラットフォームバージョン 1.4.0 (Linux) または 1.0.0 (Windows) を使用する
必要があります。

• クライアントアプリケーションのエラーを最小限に抑えるには、タスク定義の StopTimeout でター
ゲットグループの登録解除遅延より長く設定し、クライアントの接続タイムアウトよりも長くする必要
があります。推奨されるクライアント設定の詳細については、「こちらの」 Builders Library を参照して
ください。

また、接続終了における Network Load Balancer ターゲットグループ属性は、登録解除時間後に残った
すべての接続を閉じます。これにより、クライアントが処理しない場合、クライアントに望ましくない
エラーメッセージを表示する恐れがあります。

• ロードバランサーで有効にされているサービスに問題がある場合は、「サービスロードバランサーのト
ラブルシューティング (p. 505)」を参照してください。

• タスクとロードバランサー (Application Load Balancer または Network Load Balancer) は同じ VPC にあ
る必要があります。

ロードバランサーの作成
このセクションでは、Amazon ECS サービスで使用する AWS Management Console を使った Elastic 
Load Balancing の使用方法を実践的に説明します。このセクションでは、パブリックネットワークトラ
フィックを受信し、それを Amazon ECS コンテナインスタンスにルーティングする外部ロードバランサー
を作成します。

Elastic Load Balancing ではロードバランサーとして、Application Load Balancer および Network Load 
Balancer をサポートしています。このどちらのタイプのロードバランサーも、Amazon ECS サービスによ
る使用が可能です。アプリケーションロードバランサーは、HTTP/HTTPS トラフィックをルーティングす
るために使用されます。Network Load Balancer は、TCP またはレイヤー 4 のトラフィックのルーティン
グに使用されます。

Amazon Load Balancer は Amazon ECS サービスでの使用に便利な複数の機能を提供しています。

• Application Load Balancer により、コンテナが動的ホストポートマッピングを使用できるようになりま
す (同じサービスから複数のタスクがコンテナインスタンスごとに許可するため)。

• Application Load Balancer では、パスベースのルーティングと優先ルールをサポートしています (複数の
サービスが 1 つの Application Load Balancer で同じリスナーポートを使用するため)。

Amazon ECS サービスには Application Load Balancer を使用して、拡張機能を利用できるようにするこ
とをお勧めします。これらのロードバランサーの違いについては、「Elastic Load Balancing ユーザーガイ
ド」の「Elastic Load Balancing とは」を参照してください。

Amazon ECS サービスでロードバランサーを使用する前に、アカウントに Amazon ECS サービスリンク
ロールが作成済みである必要があります。詳細については、「Amazon ECS のサービスリンクロールの使
用 (p. 380)」を参照してください。

トピック
• Application Load Balancer の作成 (p. 260)
• Network Load Balancer を作成する (p. 263)
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Application Load Balancer の作成
このセクションは、AWS Management Consoleに Application Load Balancer を作成する手順について説
明します。AWS CLI を使用して Application Load Balancer を作成する情報は、Application Load Balancer 
ユーザーガイドの「チュートリアル: AWS CLI を使用して Application Load Balancer の作成」 を参照して
ください。

ルーティングのターゲットグループの設定
このセクションでは、ロードバランサーのターゲットグループと、そのグループ内に登録されたターゲッ
トのヘルスチェックの条件を作成します。

各ターゲットグループは、1 つ以上の登録されているターゲットにリクエストをルーティングするために
使用されます。ルールの条件が満たされると、トラフィックが該当するターゲットグループに転送されま
す。

ロードバランサーは、ターゲットグループに登録されたターゲットにトラフィックを分散します。ター
ゲットグループを Amazon ECS サービスに関連付けると、Amazon ECS はターゲットグループにコンテ
ナを自動的に登録および登録解除します。Amazon ECS によってターゲットの登録が処理されるため、現
時点ではターゲットをターゲットグループに追加しません。

ターゲットグループを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。
3. [ターゲットグループの作成] を選択します。
4. [Choose a target type] リストで、ターゲットタイプを選択します。

Important

サービスのタスク定義で awsvpc ネットワークモード (Fargate 起動タイプの場合に必須) を
使用している場合、ターゲットタイプとして ではなく IP addresses を選択する必要がありま
す。これは、awsvpc ネットワークモードを使用するタスクが、Amazon EC2 インスタンス
ではなく、Elastic Network Interface に関連付けられているためです。

5. [Target group name] で、ターゲットグループの名前を入力します。この名前はリージョンごと、アカ
ウントごとに一意である必要があり、最大 32 文字の英数字またはハイフンのみを使用する必要があ
り、先頭と末尾にハイフンを使用することはできません。

6. (オプション) [Protocol] と [Port] で、必要に応じてデフォルト値を変更します。
7. ターゲットタイプが IP アドレスなら、IPv4 を選択します。
8. [VPC] で、Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。[IP addresses] (IP アドレス) ターゲットタイプ

については、選択可能な VPC が、前のステップで選択した [IP address type] (IP アドレスタイプ) を
サポートする VPC であることに注意してください。

9. (オプション)プロトコルバージョンは、デフォルトのままにします。
10. (オプション) [ヘルスチェック] セクションで、必要に応じてデフォルト設定を維持します。
11. (オプション) 次のように 1 つ以上のタグを追加します。

a. [Tags (タグ)] セクションを展開します。
b. [Add tag] を選択します。
c. タグキーとタグ値を入力します。

12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [ターゲットグループの作成] を選択します。

ロードバランサーを定義する
最初に、名前、ネットワーク、リスナーなど、ロードバランサーの基本的な設定情報を指定します。
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リスナーとは接続リクエストをチェックするプロセスです。リスナーは、フロントエンド (クライアント
からロードバランサー) 接続用のプロトコルとポート、およびバックエンド (ロードバランサーからバッ
クエンドインスタンス) 接続用のプロトコルとポートを使用して設定します。この例では、ポート 80 で 
HTTP リクエストを受け取り、HTTP を使用してポート 80 でタスクのコンテナにそれらのリクエストを送
信するリスナーを設定します。

ロードバランサーとリスナーを設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。
3. [Create Load Balancer] を選択します。
4. [Application Load Balancer] で [作成] を選択します。
5. [Basic configuration] (基本設定) で次の操作を実行します。

a. [ロードバランサー名] に、ロードバランサーの名前を入力します。例えば、my-alb で
す。Application Load Balancer の名前は、リージョンの Application Load Balancer と Network 
Load Balancer のセット内で一意である必要があります。名前は最大 32 文字で、英数字とハイフ
ンのみを使用できます。先頭および末尾にハイフンまたは internal- を使用することはできま
せん。

b. [スキーム] で、[インターネット向け] または [内部] を選択します。インターネット向けロードバ
ランサーは、クライアントからインターネット経由でリクエストをターゲットにルーティングし
ます。内部ロードバランサーは、プライベート IP アドレスを使用してターゲットにリクエストを
ルーティングします。

c. [IP アドレスタイプ] で、IPv4 またはデュアルスタックを選択します。クライアントが IPv4 アド
レスを使用してロードバランサーと通信する場合、IPv4 を使用します。クライアントが IPv4 お
よび IPv6 アドレスの両方を使用してロードバランサーと通信する場合、デュアルスタック を使
用します。

6. [Port mappings] (ポートマッピング) で、次のいずれかを実行]ます。

a. VPC 用に、サービスを実行するコンテナインスタンスに使用したのと同じ VPC を選択します。
b. [Mappings] で、ロードバランサーを使用するには、アベイラビリティーゾーンのチェックボック

スを選択します。そのアベイラビリティーゾーンに対して 1 つのサブネットがある場合、そのサ
ブネットが選択されます。そのアベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある場合は、い
ずれかのサブネットを選択します。アベイラビリティーゾーンごとに 1 つだけサブネットを選択
できます。ロードバランサーのサブネット設定には、コンテナインスタンスが存在するアベイラ
ビリティーゾーンすべてを含める必要があります。

7. [Segment groups] で、次の操作を行います。

[セキュリティグループ] で、既存のセキュリティグループを選択することも、新しいセキュリティグ
ループを作成することもできます。

ロードバランサーのセキュリティグループは、リスナーポート ポートとヘルスチェックポートの両方
で登録済みターゲットとの通信を許可する必要があります。コンソールは、この通信を許可するルー
ルにより、お客様に代わってロードバランサー用のセキュリティグループを作成できます。代わりに
セキュリティグループを作成して選択することもできます。セキュリティグループの作成方法の詳細
については、Elastic Load Balancing Application Load Balancers の「Application Load Balancer のセ
キュリティグループ」を参照してください。

(オプション) ロードバランサー用に新しいセキュリティグループを作成するには、[新しいセキュリ
ティグループの作成] を選択します。

8. [リスナーとルーティング] で、次の作業を行います。

デフォルトは、ポート 80 で HTTP トラフィックを受け付けるリスナーです。デフォルトのプロトコ
ルとポートのままにします。[デフォルトアクション] で、先ほど作成したターゲットグループを選択
します。[リスナーを追加] を選択して別のリスナー (HTTPS リスナーなど) を追加できます。
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HTTPS リスナーを作成した場合は、必要なセキュリティリスナー設定を指定します。

ロードバランサーに HTTPS を使用するときは、ロードバランサーに SSL 証明書をデプロイする必要
があります。ターゲットにリクエストを送信する前に、ロードバランサーはこの証明書を使用して接
続を終了し、クライアントからのリクエストを復号します。[セキュアなリスナー設定] で、次の作業
を行います。

a. [Select Policy] で、事前定義されたセキュリティポリシーを選択します。セキュリティポリシー
の詳細については、Elastic Load Balancing Application Load Balancers の「セキュリティポリ
シー」を参照してください。

b. [Default SSL certificate (デフォルトの SSL 証明書)] で、次のいずれかを実行します。

• AWS Certificate Manager を使用して証明書を作成またはインポートした場合は、[From ACM ] 
を選択して、証明書を選択します。

• IAM を使用して証明書をアップロードした場合は、[From IAM] を選択し、証明書を選択しま
す。

• 証明書を ACM または IAM にインポートする場合は、証明書名を入力します。次に、PEM エン
コードされた秘密キーと本文を貼り付けます。

9. (オプション) AWS Global Accelerator などのアドオンサービスを使用して、アクセラレーターを作成
し、ロードバランサーをアクセラレーターに関連付けることができます。アクセラレーター名の最大
長は 64 文字です。使用できる文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、.、および- (ハイフン) です。作成した
アクセラレーターは、AWS Global Accelerator コンソールを使用して管理できます。

10. (オプション) Application Load Balancer にタグを付けます。[Tag and create] (タグと作成) で、次の操
作を実行します。

a. [Tags (タグ)] セクションを展開します。
b. [Add tag] を選択します。
c. タグキーとタグ値を入力します。

11. 設定を確認し、[ロードバランサーの作成] を選択します。

コンテナインスタンスのセキュリティグループルールを作成する

Application Load Balancer を作成した後、ロードバランサーからのトラフィックがコンテナに到達するこ
とを許可するインバウンドルールをコンテナインスタンスのセキュリティグループに追加する必要があり
ます。

ロードバランサーからコンテナインスタンスへのインバウンドトラフィックを許可するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. 左のナビゲーションで [ Security Groups] を選択します。
3. コンテナインスタンスで使用するセキュリティグループを選択します。最初に実行されたウィザード

の Amazon ECS を使用してコンテナインスタンスを作成した場合、このセキュリティグループは、
[ECS Allowed Ports (ECS 許可ポート)] の説明を持つ可能性があります。

4. [インバウンド] タブを選択してから、[インバウンドルールの編集] を選択します。
5. [Type] で、[All traffic] を選択します。
6. [Source] (ソース) では、[Custom] (カスタム) を選択し、Application Load Balancer セキュリティグ

ループを選択します。このルールにより、Application Load Balancer からのすべてのトラフィック
が、ロードバランサーに登録されたタスクのコンテナに到達することを許可されます。

7. [Save] を選択して終了します。
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Amazon ECS サービスを作成する

ロードバランサーとターゲットグループを作成した後、サービスを作成する際にサービス定義でターゲッ
トグループを指定できます。サービスの各タスクが開始されると、サービス定義で指定されたコンテナと
ポートの組み合わせがターゲットグループに登録され、トラフィックはロードバランサーからそのコンテ
ナにルーティングされます。詳細については、「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作
成 (p. 528)」を参照してください。

Network Load Balancer を作成する
このセクションは、AWS Management Consoleに Network Load Balancer を作成する手順について説明し
ます。

ロードバランサーを定義する

最初に、名前、ネットワーク、リスナーなど、ロードバランサーの基本的な設定情報を指定します。

リスナーとは接続リクエストをチェックするプロセスです。リスナーは、フロントエンド (クライアント
からロードバランサー) 接続用のプロトコルとポート、およびバックエンド (ロードバランサーからバック
エンドインスタンス) 接続用のプロトコルとポートを使用して設定します。この例では、ポート 80 で TCP 
トラフィックを受信するリスナーを持つ、選択したネットワークのインターネット接続ロードバランサー
を設定します。

ロードバランサーを定義するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、ロードバランサーのリージョンを選択します。Amazon ECS コンテナインス

タンス用に選択したリージョンと同じリージョンを必ず選択してください。
3. ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。
4. [Create Load Balancer] を選択します。
5. [ロードバランサーの種類の選択] ページで、[Network Load Balancer] の下の [作成] を選択します。
6. [Configure Load Balancer] ページで次の操作を完了します。

a. [Name] に、ロードバランサーの名前を入力します。
b. [Scheme] で、[internet-facing] または [internal] を選択します。インターネット向けロードバラ

ンサーは、クライアントからインターネット経由でリクエストをターゲットにルーティングしま
す。内部ロードバランサーは、プライベート IP アドレスを使用してターゲットにリクエストを
ルーティングします。

c. [Listeners] のデフォルトは、ポート 80 で TCP トラフィックを受け付けるリスナーです。デフォ
ルトのリスナーの設定をそのままにしておくことも、リスナーのプロトコルまたはポートを変更
することも、[Add listener] を選択して別のリスナーを追加することもできます。

d. [アベイラビリティーゾーン] で、Amazon EC2 インスタンスに使用する VPC を選択しま
す。Amazon EC2 インスタンスの起動に使用した各アベイラビリティーゾーンについて、アベイ
ラビリティーゾーンを選択し、そのアベイラビリティーゾーンのパブリックサブネットを選択し
ます。Elastic IP アドレスをサブネットに関連付けるには、[Elastic IP] から選択します。

e. [Next: Configure Routing] を選択します。

ルーティングを設定する

Amazon EC2 インスタンスなどのターゲットをターゲットグループに登録できます。このステップで設
定するターゲットグループは、リクエストをターゲットグループに転送するリスナールールで、ターゲッ
トグループとして使用されます。詳細については、Network Load Balancer ユーザーガイドの「Network 
Load Balancer の開始方法」を参照してください。
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ターゲットグループを設定するには

1. [Target group] で、デフォルトの [New target group] を保持します。
2. [Name] に、ターゲットグループの名前を入力します。
3. [Protocol] と [Port] を必要に応じて設定します。
4. [ターゲットの種類] で、インスタンス ID と IP アドレスのどちらを使用してターゲットを登録するか

を選択します。
Important

サービスのタスク定義で、awsvpc ネットワークモード (起動タイプが Fargate の場合に必
要) が使用されている場合は、instance ではなく、ip をターゲットタイプとして選択する
必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを使用するタスクは、Amazon EC2
インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付けられているためです。
インスタンス ID が 
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、および T1 のイ
ンスタンス ID でインスタンスを登録することはできません。IP アドレスで、これらの種類
のインスタンスを登録することができます。

5. [Health checks] は、デフォルトのヘルスチェック設定のままにします。
6. [Next: Register Targets] を選択します。

ターゲットグループへのターゲットの登録
ロードバランサーは、ターゲットグループに登録されたターゲットにトラフィックを分散します。ター
ゲットグループを Amazon ECS サービスに関連付けると、Amazon ECS はターゲットグループにコンテ
ナを自動的に登録および登録解除します。Amazon ECS によってターゲットの登録が処理されるため、現
時点ではターゲットをターゲットグループに追加しません。

ターゲット登録をスキップするには

1. [Registered instances] セクションで、インスタンスが登録用に選択されていないことを確認します。
2. [Next: Review] を選択して、ウィザードの次のページに移動します。

確認と作成
ロードバランサーとターゲットグループの設定を確認して、[Create] を選択し、ロードバランサーを作成
します。

Amazon ECS サービスを作成する
ロードバランサーとターゲットグループを作成した後、サービスを作成する際にサービス定義でターゲッ
トグループを指定できます。サービスの各タスクが開始されると、サービス定義で指定されたコンテナと
ポートの組み合わせがターゲットグループに登録され、トラフィックはロードバランサーからそのコンテ
ナにルーティングされます。詳細については、「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作
成 (p. 528)」を参照してください。

サービスに複数のターゲットグループを登録する
サービス定義で複数のターゲットグループを指定すると、Amazon ECS サービスは複数のロードバラン
サーからのトラフィックを送信し、複数のロードバランサーポートを公開できます。

複数のターゲットグループを指定してサービスを作成するには、Amazon ECS API、SDK、AWS CLI、ま
たは AWS CloudFormation テンプレートを使用してサービスを作成する必要があります。サービスの作成
後、AWS Management Console に登録されているサービスとターゲットグループを表示できます。既存
サービスのロードバランサー設定を変更するには、UpdateService を使用する必要があります。
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次の形式を使用して、複数のターゲットグループをサービス定義で指定できます。サービス定義の完全な
構文については、「サービス定義テンプレート (p. 227)」を参照してください。

"loadBalancers":[ 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456", 
      "containerName":"container_name", 
      "containerPort":container_port
   }, 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321", 
      "containerName":"container_name", 
      "containerPort":container_port
   }
]

複数のターゲットグループの考慮事項
サービス定義で複数のターゲットグループを指定する際には、次の点を考慮する必要があります。

• Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用するサービスの場合、6 個以上のター
ゲットグループはアタッチできません。

• サービス定義での複数のターゲットグループの指定は、次の条件でのみサポートされます。
• サービスでは、Application Load Balancer またはNetwork Load Balancer を使用する必要があります。
• サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイコントローラータイプを使用する必要があります。

• Fargate と EC2 の両方の起動タイプを使用するタスクを含むサービスでは、複数のターゲットグループ
の指定がサポートされます。

• 複数のターゲットグループを指定するサービスを作成するときは、Amazon ECS サービスにリンク
されたロールを作成する必要があります。ロールは、API リクエストの role パラメータを省略する
か、AWS CloudFormation の Role プロパティを省略することによって作成されます。詳細について
は、「Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照してください。

サービス定義の例
次に、サービス定義で複数のターゲットグループを指定するいくつかのユースケースの例を示します。
サービス定義の完全な構文については、「サービス定義テンプレート (p. 227)」を参照してください。

例: 内部トラフィックと外部トラフィックに別々のロードバランサーを使用する

次のユースケースでは、サービスは 2 つの別個のロードバランサーを使用します。1 つは内部トラフィッ
ク用、もう 1 つはインターネット向けトラフィック用で、同じコンテナとポートに対して使用します。

"loadBalancers":[ 
   //Internal ELB 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456", 
      "containerName":"nginx", 
      "containerPort":8080 
   }, 
   //Internet-facing ELB 
   {   
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 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321", 
      "containerName":"nginx", 
      "containerPort":8080 
   }
]

例: 同じコンテナから複数のポートを公開する

次のユースケースでは、サービスは 1 つのロードバランサーを使用しますが、同じコンテナから複数の
ポートを公開します。たとえば、Jenkins コンテナは、Jenkins ウェブインターフェイス用にポート 8080 
を、API 用にポート 50000 を公開する場合があります。

"loadBalancers":[ 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456", 
      "containerName":"jenkins", 
      "containerPort":8080 
   }, 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321", 
      "containerName":"jenkins", 
      "containerPort":50000 
   }
]

例: 複数のコンテナのポートを公開する

次のユースケースでは、サービスは 1 つのロードバランサーと 2 つのターゲットグループを使用して、個
別のコンテナからポートを公開します。

"loadBalancers":[ 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_1/1234567890123456", 
      "containerName":"webserver", 
      "containerPort":80 
   }, 
   {   
      
 "targetGroupArn":"arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/
target_group_name_2/6543210987654321", 
      "containerName":"database", 
      "containerPort":3306 
   }
]

サービスのオートスケーリング
オートスケーリングは、需要に応じて Amazon ECS サービス のタスクの必要数を自動的に増減する機能
です。Amazon ECS は アプリケーション Auto Scaling サービスを活用してこの機能を提供します。詳細
については、 ユーザーガイドの Application Auto Scaling リファレンスを参照してください。
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Amazon ECS はご使用のサービスの CPU とメモリの平均使用量を含む CloudWatch メトリクスを発行
します。詳細については、「サービス使用率 (p. 319)」を参照してください。これらおよびその他の 
CloudWatch メトリクスを使用して、ピーク時に高需要に対処するためにサービスをスケールアウトし (実
行するタスクを増やし)、使用率の低い期間にコストを削減するためにサービスをスケールインする (実行
するタスクを減らす) ことができます。

Amazon ECS Service Auto Scaling は、以下のタイプのオートスケーリングをサポートします。

• ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 269) - 特定のメトリクスのターゲット値に基づいて、サー
ビスが実行するタスク数を増減させます。これはサーモスタットが家の温度を維持する方法に似ていま
す。温度を選択すれば、後はサーモスタットがすべてを実行します。

• ステップスケーリングポリシー (p. 270) - アラーム超過のサイズに応じて変動する一連のスケーリング
調整値 (ステップ調整値) に基づいて、サービスが実行するタスク数を増減させます。

• スケジュールに基づくスケーリング日付と時刻に基づいてサービスが実行するタスクの数を増減させま
す。

サービスの自動スケーリングとデプロイ
アプリケーション Auto Scaling は、Amazon ECS デプロイの進行中にスケールインプロセスをオフにしま
す。ただし、スケールアウトプロセスは、中断しない限り、デプロイ中に引き続き発生します。デプロイ
の進行中にスケールアウトプロセスを中断する場合は、次の手順を実行します。

1. Application Auto Scaling のスケーラブルなターゲットに関連付けられたサービスのリソース ID (例:
service/default/sample-webapp) を指定して describe-scalable-targets コマンドを呼び出しま
す。出力を記録します。これは、次のコマンドを呼び出すときに必要になります。

2. リソース ID、名前空間、およびスケーラブルなディメンションを指定して register-scalable-target コ
マンドを呼び出します。DynamicScalingInSuspended とDynamicScalingOutSuspended の両
方に true を指定します。

3. デプロイが完了したら、register-scalable-target コマンドを呼び出してスケーリングを再開できます。

詳細については、「Application Auto Scaling のスケーリングの中断と再開」を参照してください。

サービスの Auto Scaling に必要な IAM 許可
Service Auto Scalingは、Amazon ECS、Amazon CloudWatch、およびアプリケーション Auto Scaling API 
の組み合わせによって可能になります。サービスは Amazon ECS で作成および更新され、アラームは 
CloudWatch で作成され、スケーリングポリシーは Application Auto Scaling で作成されます。

サービスの作成および更新のための標準の IAM のアクセス許可に加えて、以下のポリシー例に示されてい
るように、Service Auto Scaling の設定を操作できるように、ユーザー、グループ、またはロールのアクセ
ス許可を付与する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "application-autoscaling:*", 
        "ecs:DescribeServices", 
        "ecs:UpdateService", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "cloudwatch:DeleteAlarms", 
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
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        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:DisableAlarmActions", 
        "cloudwatch:EnableAlarmActions", 
        "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "sns:CreateTopic", 
        "sns:Subscribe", 
        "sns:Get*", 
        "sns:List*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

「サービス作成の例 (p. 368)」および「サービスの更新の例 (p. 369)」の IAM ポリシー例に、AWS 
Management Consoleで Service Auto Scaling を使用するために必要なアクセス許可が示されています。

アプリケーション Auto Scaling サービスには、Amazon ECS サービスおよび CloudWatch アラームを記述
するアクセス許可が必要です。また、ユーザーの代わりにサービスの必要タスク数を変更するアクセス許
可も必要です。sns: 権限は、しきい値を超えたときに CloudWatch が Amazon SNS トピックに送信する
通知を対象とするものです。Amazon ECS サービスのオートスケーリングを使用にする場合、サービスに
リンクされたロールが AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService という名前で作
成されます。このサービスにリンクされたロールでは、ポリシーのアラームを記述し、サービスの現在実
行中のタスクの数をモニタリングし、サービスの必要なタスクの数を変更するアクセス許可をアプリケー
ションAuto Scaling に付与します。Application Auto Scaling の元のマネージド型の Amazon ECS ロールは
ecsAutoscaleRole ですが、これは不要になりました。サービスにリンクされたロールは、アプリケー
ションの Auto Scaling のデフォルトロールです。詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガ
イド」の「Application Auto Scaling 用のサービスリンクロール」を参照してください。

考慮事項
スケーリングポリシーを使用する場合は、次の考慮事項に注意してください。

• Amazon ECSは、CloudWatch に 1 分間隔でメトリクスを送信します。クラスターとサービスが 
CloudWatch にメトリクスを送信するまで、メトリクスは使用できません。また、存在しないメトリク
スに対して CloudWatch アラームを作成することはできません。

• スケーリングポリシーは、クールダウン期間をサポートします。これは、以前のスケーリングアクティ
ビティが有効になるまで待機する秒数です。
• スケールアウトイベントでは、スケールアウトが継続的に (ただし過剰になることなく) 行われます。

スケーリングポリシーを使用して Service Auto Scaling が正常にスケールアウトすると、クールダウ
ン時間の計算が開始されます。スケーリングポリシーは、より大きなスケールアウトが開始される
か、クールダウン期間が終了しない限り、必要な容量を再度増加させません。このスケールアウト
クールダウン期間が有効な間は、スケールアウトアクティビティを開始することで追加された容量
は、次のスケールアウトアクティビティに予定される容量の一部として繰り入れられます。

• スケールインイベントでは、アプリケーションの可用性を保護するために控えめにスケールインされ
ます。そのため、スケールインアクティビティはクールダウン期間が終了するまでブロックされま
す。ただし、スケールインクールダウン期間中に別のアラームがスケールアウトアクティビティを開
始した場合、Application Auto Scaling scale によってターゲットが即座にスケールアウトされます。
この場合、スケールインクールダウン期間は停止し、完了しません。

• サービススケジューラは常に必要数を優先しますが、サービスにアクティブなスケーリングポリシーと
アラームがある限り、Service Auto Scaling はユーザーが手動で設定した必要数を変更できます。

• サービスの必要タスク数が容量最小値より小さく設定された状態で、アラームがスケールアウトアク
ティビティをトリガーしたとき、Service Auto Scaling が必要タスク数を容量最小値までスケールアップ
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します。その後もアラームに関連付けられたスケーリングポリシーに基づいて、必要に応じてスケーリ
ングし続けます。ただし、必要数はすでにキャパシティーの最小値より小さいため、スケールインアク
ティビティでは調整されません。

• サービスの必要タスク数が容量最大値より大きく設定された状態で、アラームがスケールインアクティ
ビティをトリガーしたとき、Service Auto Scaling が必要タスク数を容量最大値までスケールアウトし
ます。その後もアラームに関連付けられたスケーリングポリシーに基づいて、必要に応じてスケーリン
グし続けます。ただし、必要タスク数はすでに容量最大値より大きいため、スケールアウトアクティビ
ティでは調整されません。

• スケーリングアクティビティ中、サービスで実際に実行されているタスクの数は、必要数ではな
く、Service Auto Scaling が開始点として使用する値です。これが想定される処理能力です。これによ
り、例えば、追加タスクを配置するために十分なコンテナインスタンスリソースがない場合に、満たす
ことができない過剰な (ランナウェイ) スケーリングを防ぐことができます。後でコンテナインスタンス
のキャパシティーを使用できるようになった場合、保留中の規模の拡大や縮小が続行され、クールダウ
ン期間後にさらに規模の拡大や縮小を続行できることができます。

• 実行する作業がないときにタスク数をゼロにスケーリングするには、キャパシティーの最小値を 0 に設
定します。ターゲット追跡スケーリングポリシーでは、実際の容量が 0 で、メトリクスがワークロード
の需要があることを示している場合、Service Auto Scaling は 1 つのデータポイントの送信を待ってから
スケールアウトします。この場合、開始点として可能な最小量だけスケールアウトしてから、実際の実
行中のタスク数に基づいてスケーリングを再開します。

• アプリケーション Auto Scaling は、Amazon ECS デプロイの進行中にスケールインプロセスをオフにし
ます。ただし、スケールアウトプロセスは、中断しない限り、デプロイ中に引き続き発生します。詳細
については、「サービスの自動スケーリングとデプロイ (p. 267)」を参照してください。

AWS CLI および SDK の操作
Service Auto Scalingは、Amazon ECS、Amazon CloudWatch、およびアプリケーション Auto Scaling API 
の組み合わせによって可能になります。サービスは Amazon ECS で作成および更新され、アラームは 
CloudWatch で作成され、スケーリングポリシーは Application Auto Scaling で作成されます。

これらの特定の API オペレーションの詳細については、を参照してください。Amazon Elastic Container 
Serviceとすると、Amazon CloudWatch API リファレンスであり、Application Auto Scaling API リファレ
ンス。これらのサービス用の AWS CLI コマンドの詳細については、 の「ecs」、「cloudwatch」、および
「application-autoscaling」AWS CLIを参照してください。

AWS CLI を使用して Amazon ECS サービスのスケーリングポリシーを設定するには

1. register-scalable-target コマンドを使用して、スケーラブルなターゲットとして Amazon ECS サービ
スを登録します。

2. put-scaling-policy コマンドを使用して、スケーリングポリシーを作成します。
3. [ステップスケーリング] put-metric-alarm コマンドを使用してスケーリングポリシーをトリガーするア

ラームを作成します。

Application Auto Scaling のスケーリングポリシーの詳細については、Application Auto Scaling ユーザーガ
イドAWS CLIを参照してください。

ターゲット追跡スケーリングポリシー
ターゲット追跡スケーリングポリシーで、メトリクスを選択してターゲット値を設定します。Amazon 
ECS サービス Auto Scaling は、スケーリングポリシーを制御する CloudWatch アラームを作成および管理
し、メトリクスとターゲット値に基づいてスケーリング調整値を計算します。スケーリングポリシーは、
指定されたターゲット値、またはそれに近い値にメトリクスを維持するため、必要に応じてサービスタス
クを追加または削除します。ターゲットの追跡スケーリングポリシーは、メトリクスをターゲット値近く
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に維持することに加えて、負荷パターンの変動によるメトリクスの変動に合わせて調整し、サービスで実
行されているタスク数の急速な変動を最小化します。

考慮事項
ターゲット追跡ポリシーを使用する際は、以下について検討します。

• ターゲットの追跡スケーリングポリシーでは、指定されたメトリクスがターゲット値を超えている場
合、スケールアウトする必要があると見なされます。指定されたメトリクスがターゲット値を下回って
いる場合、ターゲットの追跡スケーリングポリシーを使用してスケールアウトすることはできません。

• 指定されたメトリクスに十分なデータがない場合、ターゲットの追跡スケーリングポリシーによってス
ケールされません。不十分なデータは低い使用率として解釈されないため、スケールインされません。

• ターゲット値と実際のメトリクスデータポイント間にギャップが発生する場合があります。これ
は、Service Auto Scaling が追加または削除する容量を判断するときに、その数を切り上げまたは切り捨
てることによって、常に控えめに動作するためです。これにより、不十分な容量を追加したり、必要以
上に容量を削除することを防ぎます。

• アプリケーションの可用性を高めるために、サービスのスケールアウトはメトリクスに比例して可能な
限り高速に行われますが、スケールインはより緩やかです。

• アプリケーション Auto Scaling は、Amazon ECS デプロイの進行中にスケールインプロセスをオフにし
ます。ただし、スケールアウトプロセスは、中断しない限り、デプロイ中に引き続き発生します。詳細
については、「サービスの自動スケーリングとデプロイ (p. 267)」を参照してください。

• Amazon ECS サービスに対して複数のターゲット追跡スケーリングポリシーを設定できます。ただし、
各ポリシーがそれぞれ異なるメトリクスを使用している必要があります。Service Auto Scaling の目的は
常に可用性を優先することであるため、その動作は、スケールアウトまたはスケールインに対するター
ゲット追跡ポリシーの準備が整っているかどうかに応じて異なります。ターゲット追跡ポリシーのいず
れかでスケールアウトする準備ができると、サービスがスケールアウトされますが、すべてのターゲッ
ト追跡ポリシー (スケールイン部分がオン) でスケールインする準備ができている場合にのみスケールイ
ンされます。

• ターゲット追跡スケーリングポリシーのために Service Auto Scaling が管理する CloudWatch アラーム
を編集または削除しないでください。スケーリングポリシーを削除するときに、Service Auto Scaling は
アラームを自動的に削除します。

• ブルー/グリーンデプロイタイプでは、ターゲット追跡スケーリングポリシーの
ALBRequestCountPerTarget メトリクスはサポートされません。

ステップスケーリングポリシー
Amazon ECS サービスの Auto Scaling は Application Auto Scaling ステップスケーリングポリシーの使
用をサポートしていますが、代わりにターゲット追跡ポリシーを使用することをお勧めします。たと
えば、CPU 使用率が特定のレベルを下回ったまたは上回ったときにサービスをスケーリングする場合
は、Amazon ECS によって提供される CPU 使用率メトリクスに基づいてターゲット追跡スケーリングポ
リシーを作成します。詳細については、「ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 269)」を参照してく
ださい。

ステップスケーリングポリシーを使用して、スケーリングプロセスを開始する CloudWatch アラームを作
成および管理します。ターゲット追跡アラームがユースケースで機能しない場合は、ステップスケーリン
グを使用できます。また、高度なスケーリングポリシー設定に、ターゲット追跡スケーリングをステップ
スケーリングと共に使用することもできます。たとえば、必要に応じて、使用率が一定のレベルに達した
ときにより積極的なレスポンスを設定できます。

ステップスケーリングポリシーを作成するときは、アラーム超過のサイズに基づいてインスタンス数を動
的にスケーリングする 1 つ以上のステップ調整値を指定します。各ステップ調整値は、次のように指定し
ます。

• メトリクス値の下限
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• メトリクス値の上限
• スケーリング調整タイプに基づいてスケールする量

CloudWatch は、CloudWatch アラームに関連付けられたメトリクスの統計に基づいて、メトリクス
データポイントを集計します。アラームに違反すると、適切なスケーリングポリシーが呼び出されま
す。Application Auto Scaling は、Raw メトリクスデータではなく、CloudWatch からの最新のメトリクス
データポイントに集計タイプを適用します。ステップ調整によって定義された上限と下限に対して、この
集約メトリクス値を比較することにより、実行するステップ調整が決定されます。

相互接続サービス
Amazon ECS タスク内で実行されるアプリケーションは、多くの場合はインターネットからの接続を受
信するか、Amazon ECS サービス内で実行される他のアプリケーションに接続する必要があります。イン
ターネットからの外部接続が必要な場合は、Elastic Load Balancing の使用をお勧めします。統合負荷分散
の詳細については、「the section called “サービスの負荷分散” (p. 255)」を参照してください。

相互接続方法の選択
Amazon ECS サービス内で実行される他のアプリケーションにアプリケーションを接続する必要がある場
合、Amazon ECS にはロードバランサーを使用せずにこれを行う 3 つの方法が用意されています。

• Amazon ECS Service Connect

Amazon ECS Service Connect では、Amazon ECS 設定としてサービス間通信を管理できます。これ
は、Amazon ECS でサービス検出とサービスメッシュの両方を構築することで行われます。これによ
り、サービスデプロイごとに管理する各 Amazon ECS サービス内の完全な設定、Amazon VPC DNS 
設定に依存しない名前空間内のサービスを参照する統一された方法、Amazon ECS 上のすべてのアプ
リケーションを監視するための標準化されたメトリクスとログが提供されます。Amazon ECS Service 
Connect は、Amazon ECS サービスのみを相互接続します。

Amazon ECS Service Connect と共に使用するすべての VPC 間接続を設定する必要があります。VPC 
間接続以外の Service Connect を使用する場合、サービス間通信に追加の Amazon VPC またはネット
ワークインフラストラクチャ設定は必要ありません。Service Connect はアプリケーションの各タスク
を設定してサービスを検出します。Service Connect はタスク自体でサービスの DNS 名を設定し、ホス
トゾーンに DNS レコードを必要とせず、作成することもありません。

詳細については、「Service Connect  (p. 272)」を参照してください。
• Amazon ECS サービス検出

Amazon ECS サービス検出は、サービスを AWS Cloud Map 名前空間と統合して、Amazon ECS サー
ビス内の各タスクの名前空間にエントリ (具体的には AWS Cloud Map サービスインスタンス) を追加
します。接続するには、アプリはこれらのエントリを DNS ホスト名レコードとして解決するか、AWS 
Cloud Map API を使用してタスクの IP アドレスを取得します。

Amazon ECS サービス検出は、UDP 接続を含むあらゆるアプリケーションで使用できます。サービス
検出は接続プロトコルやトラフィックルートには影響しません。

詳細については、「サービス検出 (p. 289)」を参照してください。
• AWS App Mesh

AWS App Mesh は、サービスのモニタリングとコントロールを使用可能にするサービスメッシュで
す。App Mesh はサービスの通信方法を標準化し、高可用性を確保するのに役立ちます。App Mesh を使
用して、Amazon ECS の外部で実行される各サービスやアプリケーションのアプリケーションとネット
ワークトラフィックを監視できます。
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App Mesh は新しいタスク定義のリビジョンで設定され、Amazon ECS サービスには適用されませ
ん。proxyConfiguration フィールドをタスク定義に追加し、プロキシを中に収めるコンテナを追加
します。プロキシコンテナには高度な機能を設定できます。

App Mesh には、Amazon ECS サービスのデプロイメソッドの影響を受けないリリース制御のための高
度なトラフィックルーティングがあります。

詳細については、「Amazon ECS でApp Mesh を使用 (p. 439)」を参照してください。

ネットワークモード互換表
次の表は、これらのオプションとタスクネットワークモードの互換性を示すものです。この表の「クライ
アント」とは、Amazon ECS タスク内から接続を行うアプリケーションを指します。

相互接続オプション ブリッジ awsvpc ホスト

サービス検出 はい。ただし、
クライアントは
hostPort を使用
せず DNS の SRV 
レコードを認識
する必要がありま
す。

はい はい。ただし、
クライアントは
hostPort を使用
せず DNS の SRV 
レコードを認識
する必要がありま
す。

Service Connect はい はい no

App Mesh no はい no

Service Connect
Amazon ECS Service Connect では、Amazon ECS 設定としてサービス間通信を管理できます。これ
は、Amazon ECS でサービス検出とサービスメッシュの両方を構築することで行われます。これによ
り、サービスデプロイごとに管理する各 Amazon ECS サービス内の完全な設定、Amazon VPC DNS 設定
に依存しない名前空間内のサービスを参照する統一された方法、Amazon ECS 上のすべてのアプリケー
ションを監視するための標準化されたメトリクスとログが提供されます。Amazon ECS Service Connect 
は、Amazon ECS サービスのみを相互接続します。

Service Connect の設定手順の概要

関連サービスのグループの Service Connect を設定するには、次の手順に従います。

1. タスク定義でポート名を設定します。さらに、アプリケーションのレイヤー 7 プロトコルを識別して、
追加のメトリクスを取得できます。

2. AWS Cloud Map 名前空間を作成します。簡単に構成できるように、Amazon ECS クラスターを作成
し、名前空間に同じ名前を指定します。この場合、Amazon ECS は必要な設定で新しい HTTP 名前空
間を作成します。Amazon ECS Service Connect は Amazon Route 53 では DNS ホストゾーンを使用ま
たは作成しません。

3. サービスを設定して、名前空間内に Service Connect エンドポイントを作成します。
4. サービスをデプロイしてエンドポイントを作成します。Amazon ECS は各タスクに Service Connect プ

ロキシコンテナを追加し、AWS Cloud Map に Service Connect エンドポイントを作成します。このコ
ンテナはタスク定義では設定されていないため、タスク定義を変更せずに再利用して、同じ名前空間ま
たは複数の名前空間に複数のサービスを作成できます。
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5. クライアントアプリをサービスとしてデプロイしてエンドポイントに接続します。Amazon ECS は 
Service Connect エンドポイントへの接続を各タスクの Service Connect プロキシ経由で行います。

6. Amazon CloudWatch の Service Connect プロキシ経由のトラフィックを監視します。

Service Connect を利用するリージョン

Amazon ECS Service Connect は以下の AWS リージョンで利用できます。

リージョン名 リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1

中国 (北京) cn-north-1

中国 (寧夏) cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ミラノ) eu-south-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2

中東 (バーレーン) me-south-1

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1
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Service Connect の概念
Service Connect 機能は関連サービスの仮想ネットワークを作成します。同じサービス設定を複数の異な
る名前空間で使用することで、独立していても同一のアプリケーションセットを実行できます。Service 
Connect は Amazon ECS サービスのプロキシコンテナを定義します。これにより、同じタスク定義を
使用して、Service Connect 設定が異なるさまざまな名前空間で同一のアプリケーションを実行できま
す。Amazon ECS サービスが作成する各タスクは、タスク内のプロキシコンテナを実行します。

Service Connect は同じ名前空間内の Amazon ECS サービス間の接続に適しています。次のアプリケー
ションで Service Connect で設定された Amazon ECS サービスに接続するためには、追加の相互接続方法
を使用する必要があります。

• 他の名前空間で設定されている Amazon ECS タスク
• Service Connect 用に設定されていない Amazon ECS タスク
• Amazon ECS の外部にあるその他のアプリケーション

これらのアプリケーションは Service Connect プロキシ経由で接続できますが、Service Connect エンドポ
イント名を解決することはできません。

これらのアプリケーションで ECS タスクの IP アドレスを解決するには、別の相互接続方法を使用する必
要があります。相互接続方法のリストについては、「相互接続方法の選択 (p. 271)」を参照してくださ
い。

Service Connect の用語
Service Connect では次の用語が使用されます。

ポート名

特定のポートマッピングに名前を割り当てる Amazon ECS タスク定義設定です。この設定は Amazon 
ECS Service Connect でのみ使用されます。

クライアントエイリアス

エンドポイントで使用されるポート番号を割り当てる Amazon ECS サービス設定です。さらに、ク
ライアントエイリアスはエンドポイントの DNS 名を割り当て、検出名を上書きすることができま
す。Amazon ECS サービスで検出名が提供されていない場合、クライアントエイリアス名がエンドポ
イント名としてポート名に上書きされます。エンドポイントの例については、エンドポイントの定義
を参照してください。1 つの Amazon ECS サービスに複数のクライアントエイリアスを割り当てるこ
とができます。この設定は Amazon ECS Service Connect でのみ使用されます。

検出名

タスク定義から指定されたポートにオプションとして作成できる中間名。この名前は AWS Cloud 
Map サービスの作成に使用されます。この名前が指定されていない場合は、タスク定義からのポート
名が使用されます。特定のポートおよび Amazon ECS サービスに複数の検出名を割り当てることがで
きます。この設定は Amazon ECS Service Connect でのみ使用されます。

AWS Cloud Map サービス名は、名前空間内で一意である必要があります。この制限により、各名前
空間の特定のタスク定義に対し、検出名のない Service Connect 設定は 1 つしか使用できません。

エンドポイント

API またはウェブサイトに接続するための URL です。URL にはプロトコル、DNS 名、ポートが含ま
れます。エンドポイント全般の詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の
「AWS 用語集」の「エンドポイント」を参照してください。

Service Connect は、Amazon ECS サービスに接続するエンドポイントを作成すると共に、Amazon 
ECS サービスのタスクがエンドポイントに接続するための設定を行います。URL にはプロトコ
ル、DNS 名、ポートが含まれます。ポートはコンテナイメージ内のアプリケーションと一致する必要
があるため、プロトコルとポート名はタスク定義で選択します。サービス内では、各ポートを名前で
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選択し、DNS 名を割り当てることができます。Amazon ECS サービス設定で DNS 名を指定しない場
合、デフォルトではタスク定義からのポート名が使用されます。例えば、Service Connect エンドポイ
ントは http://blog:80、grpc://checkout:8080、http://_db.production.internal:99
のいずれかになります。

Service Connect サービス

Amazon ECS サービス内の 1 つのエンドポイントの設定です。これは Service Connect 設定の一部
で、コンソールの [Service Connect and discovery name configuration] (Service Connect および検出
名の設定) の中の 1 行、または Amazon ECS サービスにおける JSON 設定の services リストの中
の 1 つのオブジェクトで構成されます。この設定は Amazon ECS Service Connect でのみ使用されま
す。

詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リファレンス」の
「ServiceConnectService」を参照してください。

名前空間

Service Connect で使用する AWS Cloud Map 名前空間の短縮名または完全な Amazon リソースネー
ム (ARN)。名前空間は、Amazon ECS サービスおよびクラスターと同じ AWS リージョンにある必要
があります。AWS Cloud Map 内の名前空間のタイプは Service Connect に影響しません。

Service Connect は、相互に対話する Amazon ECS タスクの論理グループとして AWS Cloud Map 名
前空間を使用します。各 Amazon ECS サービスは 1 つの名前空間のみに属することができます。名
前空間内のサービスは、同じ AWS アカウントの同じ AWS リージョン内の異なる Amazon ECS ク
ラスターに分散できます。各クラスターは、あらゆるオペレーティングシステム、CPU アーキテク
チャ、VPC、および EC2、Fargate、外部タイプのタスクを実行できるため、任意の基準でサービス
を自由に整理できます。

クライアントサービス

ネットワーククライアントアプリケーションを実行する Amazon ECS サービスです。このサービスに
は名前空間が設定されている必要があります。サービス内の各タスクは、Service Connect プロキシコ
ンテナを介して、名前空間のすべてのエンドポイントを検出して接続できます。

タスク内のいずれかのコンテナが名前空間内のサービスからエンドポイントに接続する必要がある場
合は、クライアントサービスを選択します。フロントエンド、リバースプロキシ、またはロードバラ
ンサーアプリケーションが、例えば Elastic Load Balancing からなど、他の方法で外部トラフィック
を受信する場合は、このタイプの Service Connect 設定を使用できます。

クライアント/サーバーサービス

ネットワークまたはウェブサービスアプリケーションを実行する Amazon ECS サービスです。この
サービスには、名前空間と少なくとも 1 つのエンドポイントが設定されている必要があります。サー
ビス内の各タスクには、エンドポイントを使用してアクセスできます。Service Connect プロキシコ
ンテナは、エンドポイント名とポートをリッスンして、タスク内のアプリケーションコンテナにトラ
フィックを誘導します。

いずれかのコンテナが公開してポート上でネットワークトラフィックをリッスンする場合は、クライ
アント/サーバーサービスを選択してください。これらのアプリケーションは、同じ名前空間内の他の
クライアント/サーバーサービスに接続する必要はありませんが、クライアント設定は設定されていま
す。バックエンド、ミドルウェア、ビジネス層、またはほとんどのマイクロサービスはこのタイプの 
Service Connect 設定を使用します。フロントエンド、リバースプロキシ、またはロードバランサー
アプリケーションに、同じ名前空間の Service Connect を使用して設定した他のサービスからのトラ
フィックを受信させる場合、これらのサービスはこのタイプの Service Connect 設定を使用する必要
があります。

クラスターの設定
クラスターの作成時またはクラスターの更新時に、Service Connect のデフォルトの名前空間を設定でき
ます。同じアカウントの同じ AWS リージョンには存在しない名前空間名を指定すると、新しい HTTP 名
前空間が作成されます。
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クラスターを作成してデフォルトの Service Connect 名前空間を指定した場合、Amazon ECS が名前空
間を作成する間、そのクラスターは PROVISIONING ステータスで待機します。クラスターのステータス
には、名前空間のステータスを示す attachment が表示されます。アタッチメントは、デフォルトでは 
AWS CLI に表示されません。表示するには、--include ATTACHMENTS を追加する必要があります。

Service Connect サービス設定

Service Connect は、必要最小限の設定で済むように設計されています。タスク定義で、Service Connect 
で使用する各ポートマッピングの名前を設定する必要があります。サービスでクライアントサービ
スを作成するには、Service Connect をオンにして名前空間を選択する必要があります。クライアン
ト/サーバーサービスを作成するには、いずれかのポートマッピングの名前と一致する単一の Service 
Connect サービス設定を追加する必要があります。Amazon ECS はタスク定義からポート番号とポー
ト名を再利用して、Service Connect サービスとエンドポイントを定義します。これらの値を上書き
するには、コンソールで [Discovery] (検出)、[DNS]、[Port] (ポート) など他のパラメータを使用する
か、discoveryName、clientAliases それぞれを Amazon ECS API で使用します。

次の例は、それぞれの種類のService Connect 設定が同じ Amazon ECS サービスで一緒に使用されている
ことを示しています。シェルコメントが提供されますが、Amazon ECS サービスに使用される JSON 設定
はコメントをサポートしていないことに注意してください。

{ 
    ... 
    serviceConnectConfiguration: { 
        enabled: true, 
        namespace: "internal", 
        #config for client services can end here, only these two parameters are required. 
        services: [{ 
                portName: "http" 
            }, #minimal client - server service config can end here.portName must match the 
 "name" 
            parameter of a port mapping in the task definition. { 
                discoveryName: "http-second" 
                #name the discoveryName to avoid a Task def port name collision with the 
 minimal config in the same Cloud Map namespace 
                portName: "http" 
            }, 
            { 
                clientAliases: [{ 
                        dnsName: "db", 
                        port: 81 
                    }] #use when the port in Task def is not the port that client apps 
 use.Client apps can use http: //db:81 to connect 
                    discoveryName: "http-three" 
                portName: "http" 
            }, 
            { 
                clientAliases: [{ 
                    dnsName: "db.app", 
                    port: 81 
                }] #use when the port in Task def is not the port that client apps 
 use.duplicates are fine as long as the discoveryName is different. 
                discoveryName: "http-four" 
                portName: "http", 
                ingressPortOverride: 99 #If App should also accept traffic directly on Task 
 def port. 
            } 
        ] 
    }
} 
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デプロイの順序
Amazon ECS Service Connect を使用する場合、各 Amazon ECS サービスを、ネットワークリクエストを
受け取るサーバーアプリケーション (クライアント/サーバーサービス) を実行するか、リクエストを行うク
ライアントアプリケーション (クライアントサービス) を実行するかのいずれかに設定します。

Service Connect の使用を開始する準備が整ったら、クライアント/サーバーサービスから始めます。新し
いサービスまたは既存のサービスに Service Connect 設定を追加できます。Amazon ECS サービスを編集
および更新して Service Connect 設定を追加した後、Amazon ECS は名前空間に Service Connect エンド
ポイントを作成します。さらに、Amazon ECS は現在実行中のタスクを置き換える新しいデプロイをサー
ビス内に作成します。

既存のタスクやその他のアプリケーションは、既存のエンドポイントや外部アプリケーションに引き続き
接続できます。クライアント/サーバーサービスがスケールアウトによってタスクを追加すると、クライア
ントからの新しい接続は即座にすべてのタスク間で分散されます。クライアント/サーバーサービスが更新
されると、クライアントからの新しい接続は即座に新バージョンのタスク間で分散されます。

既存のタスクを解決して新しいエンドポイントに接続することはできません。このエンドポイントを解
決して接続できるのは、同じ名前空間に Service Connect 設定があり、このデプロイ後に実行を開始した
新しい Amazon ECS タスクだけです。例えば、クライアントアプリケーションを実行する Amazon ECS 
サービスは、新しいエンドポイントに接続するために再デプロイする必要があります。クライアントの接
続先であるエンドポイントを作成するサーバーのデプロイが完了したら、そのデプロイを開始します。

つまり、クライアントアプリケーションのオペレーターがアプリの設定が変更されるタイミングを決定し
ますが、サーバーアプリケーションのオペレーターはいつでも設定を変更できます。名前空間のエンドポ
イントのリストは、名前空間の Amazon ECS サービスがデプロイされるたびに変更される可能性がありま
す。

次に挙げるサンプルを参考にしてください。

まず、パブリックインターネット上で利用可能なアプリケーションを 1 つの AWS CloudFormation テン
プレートと 1 つの AWS CloudFormation スタックで作成していると仮定します。AWS CloudFormation が
パブリック検出と到達可能性を作成するのは、フロントエンドクライアントサービスを含めて、最後にす
る必要があります。フロントエンドクライアントサービスが実行されていて一般に公開されているのに、
バックエンドは公開されていないという期間の発生を避けるために、サービスの作成はこの順序で行う
必要があります。これにより、その期間中にエラーメッセージが一般に送信されるのを防ぐことができま
す。AWS CloudFormation では dependsOn を使用して、複数の Amazon ECS サービスを並列または同時
に作成できないことを AWS CloudFormation に示す必要があります。クライアントタスクが接続するバッ
クエンドクライアント/サーバーサービスごとに、フロントエンドクライアントサービスに dependsOn を
追加する必要があります。

次に、フロントエンドサービスが Service Connect 設定なしで存在すると仮定します。タスクは既存の
バックエンドサービスに接続しています。まず、フロントエンドが使用する DNS または clientAlias
と同じ名前を使用して、バックエンドサービスにクライアント/サーバー Service Connect 設定を追加しま
す。これにより、新しいデプロイが作成されると共に、すべてのデプロイのロールバック検出や、AWS 
Management Console、AWS CLI、AWS SDK などの、バックエンドサービスをロールバックして以前の
デプロイと設定に戻す方法が作成されます。バックエンドサービスのパフォーマンスと動作に問題がなけ
れば、クライアントまたはクライアント/サーバー Service Connect 設定をフロントエンドサービスに追加
します。それらの新しいタスクに追加された Service Connect プロキシを使用するのは、新しいデプロイ
のタスクのみです。この設定に問題がある場合は、デプロイロールバック検出または AWS Management 
Console、AWS CLI、AWS SDK などのバックエンドサービスをロールバックして以前のデプロイと設定
に戻す方法を使用することで、ロールバックして以前の設定に戻すことができます。Service Connect で
はなく DNS に基づく別のサービス検出システムを使用する場合、フロントエンドまたはクライアントア
プリケーションは、ローカル DNS キャッシュの有効期限が切れてから新しいエンドポイントと変更され
たエンドポイント設定の使用を開始しますが、これには通常数時間かかります。

ネットワーク
デフォルトの設定では、Service Connect プロキシは、タスク定義のポートマッピングから
containerPort をリッスンします。セキュリティグループにこのポートを許可するルールがある場合
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は、Service Connect を使用するために Amazon VPC セキュリティグループを変更する必要はありませ
ん。

Service Connect サービス設定でポート番号を設定した場合であっても、Service Connect プロキシが
リッスンするクライアント/サーバーサービスのポートは変更されません。このポート番号を設定する
と、Amazon ECS はそれらのタスク内の Service Connect プロキシ上で、クライアントサービスが接続す
るエンドポイントのポートを変更します。クライアントサービスのプロキシは、containerPort を使用
してクライアント/サーバーサービスのプロキシに接続します。

Service Connect プロキシがリッスンするポートを変更する場合は、クライアント/サーバーサービスの 
Service Connect 設定で ingressPortOverride を変更してください。このポート番号を変更する場合
は、このサービスへのトラフィックが使用する Amazon VPC セキュリティグループで、このポートのイン
バウンドトラフィックを許可する必要があります。

Service Connect 用に設定された Amazon ECS サービスにアプリケーションが送信するトラフィック
は、Amazon VPC およびサブネットにおいて、ルートテーブルルールおよびネットワーク ACL ルールに
より、使用している containerPort と ingressOverridePort のポート番号が許可されている必要が
あります。

Service Connect を使用して VPC 間でトラフィックを送信できます。ルートテーブルルール、ネットワー
ク ACL、およびセキュリティグループについては、両方の VPC に適用されるため、同じ要件を考慮する
必要があります。

例えば、2 つのクラスターは異なる VPC でタスクを作成します。各クラスターのサービスは、同じ名前
空間を使用するように設定されています。これら 2 つのサービスのアプリケーションは、VPC DNS 設
定なしで名前空間のすべてのエンドポイントを解決できます。ただし、VPC ピアリング、VPC またはサ
ブネットのルートテーブル、そして VPC ネットワーク ACL により、使用している containerPort と
ingressOverridePort のポート番号のトラフィックが許可されない限り、プロキシは接続できませ
ん。

Service Connect プロキシ

Amazon ECS サービスが Service Connect 設定を使用して作成または更新された場合、新しいタスクが開
始されるたびに、Amazon ECS はタスクに新しいコンテナを追加します。このコンテナはタスク定義に
は存在せず、設定できません。Amazon ECS はこのコンテナの設定を Amazon ECS サービス内で管理し
ます。そのため、同じタスク定義を複数の Amazon ECS サービスや名前空間で再利用でき、また Service 
Connect なしでタスクを実行できます。

タスク定義内でこのコンテナに行われる唯一の設定は、タスクの CPU とメモリの制限です。ECS サービ
スでこのコンテナに行われる唯一のコンテナ設定は、Service Connect 設定内のログ設定です。

Service Connect を使用するには、タスク定義でタスクのメモリ制限を設定する必要があります。他のコ
ンテナのコンテナ制限に割り当てないタスク制限内の追加の CPU とメモリは、Service Connect プロキシ
コンテナや、コンテナ制限を設定していない他のコンテナによって使用されます。

Service Connect プロキシコンテナのタスクに対する CPU とメモリとして、256 CPU ユニットと少なくと
も 64 MiB のメモリを追加することをお勧めします。AWS Fargate では、ユーザーが設定できる最小のメ
モリ容量は 512 MiB です。Amazon EC2 ではタスクメモリはオプションですが、Service Connect では必
須です。

このサービスのタスクがピーク負荷時に 1 秒あたり 500 を超えるリクエストを受信すると予想される場合
は、Service Connect プロキシコンテナのこのタスク定義で、タスク CPU に 512 CPU ユニットを追加す
ることをお勧めします。

名前空間内に 100 個以上の Service Connect サービス、または名前空間内のすべての Amazon ECS サー
ビスに合計で 2000 個以上のタスクを作成する場合、Service Connect プロキシコンテナのタスクに対して 
128 MiB のメモリを追加することをお勧めします。これは、名前空間内のすべての Amazon ECS サービス
で使用されるすべてのタスク定義で行う必要があります。
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Service Connect パラメータ

Service Connect を使用する際は、次のパラメータに追加のフィールドがあります。

パラメータの場所 アプリケー
ションタイ
プ

説明 必須?

タスク定義 クライアン
ト

クライアントタスク定義には、Service 
Connect が利用できる変更はありません。

該当なし

タスク定義 クライアン
ト/サーバー

サーバーは、コンテナの portMappings
のポートに name フィールドを追加す
る必要があります。詳細については、
「portMappings (p. 95)」を参照してくだ
さい。

はい

タスク定義 クライアン
ト/サーバー

サーバーは、オプションでアプリケーショ
ンプロトコル (HTTP など) を提供して、
サーバーアプリケーションのプロトコル固
有のメトリクス (HTTP 5xx など) を受け取
ることができます。

いいえ

サービスの定義 クライアン
ト

クライアントサービスは、名
前空間の結合を設定するには
serviceConnectConfiguration を追
加する必要があります。この名前空間に
は、このサービスが検出する必要のある
すべてのサーバーサービスが含まれてい
なければなりません。詳細については、
「serviceConnectConfiguration (p. 223)」
を参照してください。

はい

サービスの定義 クライアン
ト/サーバー

サーバーサービスは、サービス
が利用できる DNS 名、ポート番
号、名前空間を設定するために
serviceConnectConfiguration を追
加する必要があります。詳細については、
「serviceConnectConfiguration (p. 223)」
を参照してください。

はい

クラスター クライアン
ト

クラスターはデフォルトの Service 
Connect 名前空間を追加できます。クラス
ター内の新しいサービスは、サービスで 
Service Connect が設定されている場合は
名前空間を継承します。詳細については、
「Amazon ECS クラスター」を参照してく
ださい。

いいえ

クラスター クライアン
ト/サーバー

サーバーサービスに適用されるクラスター
には、Service Connect が利用できる変更
はありません。サーバーのタスク定義と
サービスは、それぞれの設定を行う必要が
あります。

該当なし
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Service Connect に関する考慮事項
• Windows コンテナは Service Connect ではサポートされていません。
• Fargate で実行されるタスクが Service Connect を使用するには、Fargate Linux プラットフォームバー

ジョン 1.4.0 以上を使用する必要があります。
• Amazon ECS Anywhere の External コンテナインスタンスは、Service Connect ではサポートされて

いません。
• Service Connect でサポートされるのは、ローリングデプロイを使用するサービスのみです。ブルー/グ

リーンおよび外部デプロイタイプを使用するサービスはサポートされていません。
• Service Connect を使用するには、タスク定義でタスクメモリ制限を設定する必要があります。詳細に

ついては、「Service Connect プロキシ (p. 278)」を参照してください。
• サービス内の Service Connect には、同じ AWS アカウントの同じ AWS リージョンにある任意の AWS 

Cloud Map 名前空間を使用するように設定できます。
• 各 Amazon ECS サービスは 1 つの名前空間のみに属することができます。
• Amazon ECS サービスが作成したタスクのみがサポートされます。Service Connect では、スタンドア

ロンタスクは設定できません。
• すべてのエンドポイントは、名前空間内で一意である必要があります。
• すべての検出名は、名前空間内で一意である必要があります。
• 名前空間で実行されるタスクは、タスクの開始前に既に存在していたエンドポイントのみを解決できま

す。タスクの開始後に名前空間に追加された新しいエンドポイントは、タスク設定に追加されません。
詳細については、「the section called “デプロイの順序” (p. 277)」を参照してください。

• 新しいクラスターの作成時に名前空間を作成できます。Amazon ECS Service Connect は、クラスター
が削除されても名前空間を削除しません。名前空間を使い終わったら、AWS Cloud Map で直接その名
前空間を削除する必要があります。

Service Connect コンソールエクスペリエンス
Service Connect 管理は、新しい Amazon ECS コンソールでのみ使用できます。

新しい名前空間を作成するには、Amazon ECS コンソールで新しい Amazon ECS クラスターを作成し
て、作成する名前空間名を指定するか、AWS Cloud Map コンソールを使用します。Amazon ECS Service 
Connect は、任意のインスタンス検出タイプの AWS Cloud Map 名前空間を使用できます。追加リソース
を最小限に抑えるため、API 呼び出しタイプをお勧めします。Amazon ECS コンソールで新しい Amazon 
ECS クラスターと名前空間を作成するには、「コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラスター
作成 (p. 56)」を参照してください。

選択した AWS リージョン内にあるこの AWS アカウントのすべての AWS Cloud Map 名前空間
は、Amazon ECS コンソールの [Namespaces] (名前空間) に表示されます。

名前空間を削除するには、AWS Cloud Map コンソールを使用します。削除する前には、名前空間を空に
しておく必要があります。

新しい Amazon ECS タスク定義を作成するか、既存のタスク定義に新しいリビジョンを登録して Service 
Connect を使用するには、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参照してください。

Service Connect を使用する新しい Amazon ECS サービスを作成するには、「コンソールを使用したサー
ビスの作成 (p. 228)」を参照してください。

Service Connect の料金
Amazon ECS Service Connect の料金は、コンテナ化されたワークロードをホストするために AWS 
Fargate または Amazon EC2 インフラストラクチャを使用するかどうかによって異なります。AWS 
Outposts で Amazon ECS を使用する場合、料金は Amazon EC2 を直接使用する場合に使われる同じモデ
ルに従います。詳細については、Amazon ECS 料金表を参照してください。
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チュートリアル: AWS CLI を使用した Fargate での Service 
Connect の使用
次のチュートリアルでは、AWS CLI で Service Connect を使用する Fargate タスクを含む Amazon ECS 
サービスを作成する方法を説明します。

Amazon ECS は「Regions with Service Connect」にリストされた AWS リージョンの Service Connect 機
能をサポートしています。

前提条件

このチュートリアルでは、以下の前提条件が完了済みであることを前提としています。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。詳細については、「AWS 
Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」のステップを完了していること。
• AWS ユーザーに Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362) IAMポリシー例で指定さ

れている必要なアクセス権限があること。
• VPC、サブネット、ルートテーブルおよびセキュリティグループが使用できるように作成されていま

す。詳細については、「the section called “仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してく
ださい。

• ecsTaskExecutionRole という名前のタスク実行ロールがあ
り、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 管理ポリシーがそのロールにアタッチされてい
ます。このロールにより、Fargate は NGINX アプリケーションログと Service Connect プロキシ
ログを Amazon CloudWatch Logs に書き込むことができます。詳細については、「タスク実行 
(ecsTaskExecutionRole) ロールの作成 (p. 384)」を参照してください。

ステップ 1: Amazon ECS クラスターを作成する

次の手順に従って Amazon ECS クラスターと名前空間を作成します。

Amazon ECS クラスターと AWS Cloud Map 名前空間を作成するには

1. tutorial という名前の Amazon ECS クラスターを作成して使用します。パラメータ --service-
connect-defaults は、クラスターのデフォルト名前空間を設定します。この出力の例で
は、service-connect という名前の AWS Cloud Map 名前空間はこのアカウントおよび AWS リー
ジョンには存在しないため、名前空間は Amazon ECS によって作成されています。名前空間はアカウ
ント内の AWS Cloud Map で作成され、他のすべての名前空間でも表示されるため、目的を示す名前
を使用します。

aws ecs create-cluster --cluster-name tutorial --service-connect-defaults 
 namespace=service-connect

出力:

{ 
    "cluster": { 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial", 
        "clusterName": "tutorial", 
        "serviceConnectDefaults": { 
            "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
EXAMPLE" 
        }, 
        "status": "PROVISIONING", 
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        "registeredContainerInstancesCount": 0, 
        "runningTasksCount": 0, 
        "pendingTasksCount": 0, 
        "activeServicesCount": 0, 
        "statistics": [], 
        "tags": [], 
        "settings": [ 
            { 
                "name": "containerInsights", 
                "value": "disabled" 
            } 
        ], 
        "capacityProviders": [], 
        "defaultCapacityProviderStrategy": [], 
        "attachments": [ 
            { 
                "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
                "type": "sc", 
                "status": "ATTACHING", 
                "details": [] 
            } 
        ], 
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS" 
    }
}
}

2. クラスターが作成されていることを確認します。

aws ecs describe-clusters --clusters tutorial

出力:

{ 
    "clusters": [ 
        { 
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial", 
            "clusterName": "tutorial", 
            "serviceConnectDefaults": { 
                "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:namespace/ns-EXAMPLE" 
            }, 
            "status": "ACTIVE", 
            "registeredContainerInstancesCount": 0, 
            "runningTasksCount": 0, 
            "pendingTasksCount": 0, 
            "activeServicesCount": 0, 
            "statistics": [], 
            "tags": [], 
            "settings": [], 
            "capacityProviders": [], 
            "defaultCapacityProviderStrategy": [] 
        } 
    ], 
    "failures": []
} 
                 

3. (オプション) 名前空間が AWS Cloud Map で作成されていることを確認します。これは AWS Cloud 
Map で作成されているため、AWS Management Consoleまたは通常の AWS CLI 構成を使用できま
す。

例えば、以下の AWS CLI を使用します。
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aws servicediscovery --region us-west-2 get-namespace --id ns-EXAMPLE

出力:

{ 
    "Namespace": { 
        "Id": "ns-EXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-EXAMPLE", 
        "Name": "service-connect", 
        "Type": "HTTP", 
        "Properties": { 
            "DnsProperties": { 
                "SOA": {} 
            }, 
            "HttpProperties": { 
                "HttpName": "service-connect" 
            } 
        }, 
        "CreateDate": 1661749852.422, 
        "CreatorRequestId": "service-connect" 
    }
} 
                 

ステップ 2: サーバー用の Amazon ECS サービスを作成する

Service Connect 機能は、Amazon ECS 上の複数のアプリケーションを相互接続することを目的としてい
ます。これらのアプリケーションの少なくとも 1 つは、接続するウェブサービスを提供する必要がありま
す。このステップでは、以下を作成します。

• 未修正の公式 NGINX コンテナイメージを使用し、Service Connect 設定を含むタスク定義。
• このサービスへのトラフィック用にサービス検出とサービスメッシュプロキシを提供するために 

Service Connect を設定する Amazon ECS サービス定義。この構成では、クラスター構成からデフォル
トの名前空間を再利用することで、各サービスに対して行うサービス構成の量を減らします。

• Amazon ECS サービス。タスク定義を使用して 1 つのタスクを実行し、Service Connect プロキシ用の
追加コンテナを挿入します。プロキシは、タスク定義のコンテナポートマッピングからポートをリッス
ンします。Amazon ECS で実行されているクライアントアプリケーションで、クライアントタスクのプ
ロキシは、タスク定義ポート名、サービス検出名またはサービスクライアントエイリアス名、およびク
ライアントエイリアスからのポート番号へのアウトバウンド接続をリッスンします。

Amazon ECS Service Connect を使用してウェブサービスを作成するには

1. Fargate と互換性があり、awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義を登録します。以下の手
順に従います。

a. 次のタスク定義の内容で、service-connect-nginx.json というファイルを作成します。

このタスク定義は、ポートマッピングに name および appProtocol パラメータを追加すること
によって Service Connect を構成します。複数のポートが使用されている場合、ポート名により
サービス構成でこのポートをより識別しやすくなります。また、ポート名は、名前空間内の他の
アプリケーションが使用する検出可能な名前としてもデフォルトで使用されています。

Important

このタスク定義では、logConfiguration を使用して stdout および stderr か
ら Amazon CloudWatch Logs に nginx 出力を送信します。このタスク実行ロール
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には、CloudWatch Logs ロググループを作成するために必要な追加の権限はありま
せん。AWS Management Consoleまたは AWS CLI を使用して、CloudWatch Logs 
にロググループを作成します。nginx ログを CloudWatch Logs に送信したくない場
合、logConfiguration を削除できます。

{ 
    "family": "service-connect-nginx", 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
        "name": "webserver", 
        "image": "public.ecr.aws/docker/library/nginx:latest", 
        "cpu": 100, 
        "portMappings": [ 
            { 
                "name": "nginx", 
                "containerPort": 80, 
                "protocol": "tcp",  
                "appProtocol": "http" 
            } 
        ], 
        "essential": true, 
        "logConfiguration": { 
            "logDriver": "awslogs", 
            "options": { 
                "awslogs-group": "/ecs/service-connect-nginx", 
                "awslogs-region": "us-west-2",  
                "awslogs-stream-prefix": "nginx" 
            } 
        } 
        } 
    ], 
    "cpu": "256", 
    "memory": "512"
} 
                         

b. 次の service-connect-nginx.json ファイルを使用して、タスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://service-connect-nginx.json

2. 次のステップに従って、ECS サービスを作成します。

a. 作成する Amazon ECS サービスの内容で、service-connect-nginx-service.json
という名前のファイルを作成します。この例では、前のステップで作成したタスク定義
を使用します。このタスク定義の例では awsvpc ネットワークモードを使用しているた
め、awsvpcConfiguration が必要となります。

ECS サービスを作成する際に、Fargate の起動タイプと、Service Connect をサポートする
LATEST プラットフォームのバージョンを指定します。securityGroups および subnets
は、Amazon ECS を使用するための要件を満たしている VPC に属している必要がありま
す。Amazon VPC コンソールからセキュリティグループとサブネット ID を取得できます。

このサービスは、serviceConnectConfiguration パラメータを追加して Service Connect を
設定します。クラスターにはデフォルトの名前空間が設定されているため、名前空間は必要あり
ません。名前空間内の ECS で実行されているクライアントアプリケーションは、portName お
よび clientAliases のポートを使用してこのサービスに接続します。例えば、nginx はルート
ロケーション / にウェルカムページを提供しているため、http://nginx:80/ を使用してこの
サービスにアクセスできます。Amazon ECS で実行されていない、または同じ名前空間にない
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外部アプリケーションは、タスクの IP アドレスとタスク定義のポート番号を使用して、Service 
Connect プロキシ経由でこのアプリケーションにアクセスできます。

このサービスは、logConfiguration を使用して stdout および stderr から Amazon 
CloudWatch Logs にサービス接続プロキシの出力を送信します。このタスク実行ロールに
は、CloudWatch Logs ロググループを作成するために必要な追加の権限はありません。AWS 
Management Consoleまたは AWS CLI を使用して、CloudWatch Logs にロググループを作成しま
す。このロググループを作成し、CloudWatch Logs にプロキシログを保存することをお勧めしま
す。プロキシログを CloudWatch Logs に送信したくない場合、logConfiguration を削除でき
ます。

{ 
    "cluster": "tutorial", 
    "deploymentConfiguration": { 
        "maximumPercent": 200, 
        "minimumHealthyPercent": 0 
    }, 
    "deploymentController": { 
        "type": "ECS" 
    }, 
    "desiredCount": 1, 
    "enableECSManagedTags": true, 
    "enableExecuteCommand": true, 
    "launchType": "FARGATE", 
    "networkConfiguration": { 
        "awsvpcConfiguration": { 
            "assignPublicIp": "ENABLED", 
            "securityGroups": [ 
                "sg-EXAMPLE" 
            ], 
            "subnets": [ 
                "subnet-EXAMPLE", 
                "subnet-EXAMPLE", 
                "subnet-EXAMPLE" 
            ] 
           } 
    }, 
    "platformVersion": "LATEST", 
    "propagateTags": "SERVICE", 
    "serviceName": "service-connect-nginx-service", 
    "serviceConnectConfiguration": { 
        "enabled": true, 
        "services": [ 
            { 
                "portName": "nginx", 
                "clientAliases": [ 
                    { 
                        "port": 80 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "logConfiguration": { 
            "logDriver": "awslogs", 
            "options": { 
                "awslogs-group": "/ecs/service-connect-proxy", 
                "awslogs-region": "us-west-2", 
                "awslogs-stream-prefix": "service-connect-proxy" 
            } 
        } 
    }, 
    "taskDefinition": "service-connect-nginx"
} 
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b. 次の service-connect-nginx-service.json のファイルを使用して、ECS サービスを作成
します。

aws ecs create-service --cluster tutorial --cli-input-json file://service-connect-
nginx-service.json

出力:

{ 
    "service": { 
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/tutorial/service-
connect-nginx-service", 
        "serviceName": "service-connect-nginx-service", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/tutorial", 
        "loadBalancers": [], 
        "serviceRegistries": [], 
        "status": "ACTIVE", 
        "desiredCount": 1, 
        "runningCount": 0, 
        "pendingCount": 0, 
        "launchType": "FARGATE", 
        "platformVersion": "LATEST", 
        "platformFamily": "Linux", 
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
service-connect-nginx:1", 
        "deploymentConfiguration": { 
            "deploymentCircuitBreaker": { 
                "enable": false, 
                "rollback": false 
            }, 
            "maximumPercent": 200, 
            "minimumHealthyPercent": 0 
        }, 
        "deployments": [ 
            { 
                "id": "ecs-svc/3763308422771520962", 
                "status": "PRIMARY", 
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/service-connect-nginx:1", 
                "desiredCount": 1, 
                "pendingCount": 0, 
                "runningCount": 0, 
                "failedTasks": 0, 
                "createdAt": 1661210032.602, 
                "updatedAt": 1661210032.602, 
                "launchType": "FARGATE", 
                "platformVersion": "1.4.0", 
                "platformFamily": "Linux", 
                "networkConfiguration": { 
                    "awsvpcConfiguration": { 
                        "assignPublicIp": "ENABLED", 
                        "securityGroups": [ 
                            "sg-EXAMPLE" 
                        ], 
                        "subnets": [ 
                            "subnet-EXAMPLEf", 
                            "subnet-EXAMPLE", 
                            "subnet-EXAMPLE" 
                        ] 
                    } 
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                }, 
                "rolloutState": "IN_PROGRESS", 
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/3763308422771520962 
 in progress.", 
                "failedLaunchTaskCount": 0, 
                "replacedTaskCount": 0, 
                "serviceConnectConfiguration": { 
                    "enabled": true, 
                    "namespace": "service-connect", 
                    "services": [ 
                        { 
                            "portName": "nginx", 
                            "clientAliases": [ 
                                { 
                                    "port": 80 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    ], 
                    "logConfiguration": { 
                        "logDriver": "awslogs", 
                        "options": { 
                            "awslogs-group": "/ecs/service-connect-proxy", 
                            "awslogs-region": "us-west-2", 
                            "awslogs-stream-prefix": "service-connect-proxy" 
                        }, 
                        "secretOptions": [] 
                    } 
                }, 
                "serviceConnectResources": [ 
                    { 
                        "discoveryName": "nginx", 
                        "discoveryArn": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:service/srv-EXAMPLE" 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS", 
        "version": 0, 
        "events": [], 
        "createdAt": 1661210032.602, 
        "placementConstraints": [], 
        "placementStrategy": [], 
        "networkConfiguration": { 
            "awsvpcConfiguration": { 
                "assignPublicIp": "ENABLED", 
                "securityGroups": [ 
                    "sg-EXAMPLE" 
                ], 
                "subnets": [ 
                    "subnet-EXAMPLE", 
                    "subnet-EXAMPLE", 
                    "subnet-EXAMPLE" 
                ] 
            } 
        }, 
        "schedulingStrategy": "REPLICA", 
        "enableECSManagedTags": true, 
        "propagateTags": "SERVICE", 
        "enableExecuteCommand": true 
    }
} 
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指定した serviceConnectConfiguration は、出力の最初のデプロイ内に表示されます。タ
スクに変更を加える必要がある方法で ECS サービスを変更すると、Amazon ECS によって新し
いデプロイが作成されます。

ステップ 3: 接続できることを確認する

Service Connect が設定され動作していることを確認するには、次の手順に従って外部アプリケーション
からウェブサービスに接続します。次に、Service Connect プロキシによって作成された CloudWatch にあ
るその他のメトリクスを確認します。

外部アプリケーションからウェブサービスに接続するには

• タスク IP アドレスを使用して、タスク IP アドレスとコンテナポートに接続する

AWS CLI を使用して aws ecs list-tasks --cluster tutorial を使用したタスク ID を取得
します。

サブネットとセキュリティグループがタスク定義のポート上のパブリックインターネットからのトラ
フィックを許可している場合、コンピュータからパブリック IP に接続できます。ただし、パブリッ
ク IP は「describe-tasks」からは利用できないため、手順として、Amazon EC2 AWS Management 
Consoleまたは AWS CLI に移動して Elastic Network Interface の詳細を取得する必要があります。

この例では、同じ VPC 内の Amazon EC2 インスタンスはタスクのプライベート IP を使用します。ア
プリケーションは nginx ですが、server: envoy ヘッダーには Service Connect プロキシが使用さ
れていることが表示されます。Service Connect プロキシはタスク定義のコンテナポートをリッスン
しています。

$ curl -v 10.0.19.50:80/
*   Trying 10.0.19.50:80...
* Connected to 10.0.19.50 (10.0.19.50) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 10.0.19.50
> User-Agent: curl/7.79.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< server: envoy
< date: Tue, 23 Aug 2022 03:53:06 GMT
< content-type: text/html
< content-length: 612
< last-modified: Tue, 16 Apr 2019 13:08:19 GMT
< etag: "5cb5d3c3-264"
< accept-ranges: bytes
< x-envoy-upstream-service-time: 0
<
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style> 
    body { 
        width: 35em; 
        margin: 0 auto; 
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; 
    }
</style>
</head>
<body>
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<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>  
                 

Service Connect メトリクスを表示するには

Service Connect プロキシは、アプリケーション (HTTP、HTTP2、gRPC、または TCP 接続) メトリクス
を CloudWatch メトリクス内に作成します。CloudWatch コンソールを使用する場合、ECS 名前空間にあ
る [DiscoveryName]、([DiscoveryName, ServiceName, ClusterName])、[TargetDiscoveryName]、および 
([TargetDiscoveryName, ServiceName, ClusterName]) という追加のメトリクスディメンションを確認し
ます。これらのメトリクスおよびディメンションの詳細については、「使用できるメトリクスとディメン
ション (p. 313)」を参照してください。

サービス検出
Amazon ECS サービスはオプションで Amazon ECS サービス検出を使用するように設定できます。サー
ビス検出では、AWS Cloud MapAmazon ECS サービスの HTTP および DNS 名前空間を管理する API ア
クション。詳細については、AWS Cloud Map 開発者ガイドの「AWS Cloud Map とは」を参照してくださ
い。

サービスの検出はリ以下のAWSージョンで使用できます。

リージョン名 リージョン

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3
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リージョン名 リージョン

カナダ (中部) ca-central-1

中国 (北京) cn-north-1

中国 (寧夏) cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ミラノ) eu-south-1

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

中東 (バーレーン) me-south-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

AWS GovCloud (米国東部) us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部) us-gov-west-1

サービスの検出の概念
サービスの検出は次のコンポーネントで構成されます。

• サービスの検出名前空間: 同じドメイン名 (example.com など) を共有するサービスの論理グルー
プexample.com。これはトラフィックをルーティングするドメイン名です。aws servicediscovery 
create-private-dns-namespace コマンドを呼び出しまたは Amazon ECS のクラシックコンソー
ルを使用して名前空間を作成できます。aws servicediscovery list-namespaces コマンドを
使用して、現在のアカウントで作成された名前空間に関するサマリー情報を確認できます。サービス
検出コマンドの詳細については、「AWS Cloud Map (サービス検出) AWS CLI Reference Guide」の
「create-private-dns-namespace」および「list-namespaces」を参照してください。

• サービスの検出サービス: サービスの検出名前空間にあり、名前空間のサービス名および DNS 設定から
構成されます。これは、次の主要なコンポーネントを提供します。
• サービスレジストリ: DNS あるいは AWS Cloud Map API アクションを介してサービスを検索し、

サービスに接続するために使用できる 1 つ以上の利用可能なエンドポイントを返すことができます。
• サービスディスカバリインスタンス: サービスディスカバリサービスにあり、サービスディレクトリ内の

各 Amazon ECS サービスに関連付けられた属性で構成されます。
• インスタンスの属性: 次のメタデータは、サービスディスカバリ を使用するように設定された各 

Amazon ECS サービスのカスタム属性として追加されます。
• AWS_INSTANCE_IPV4 –A レコードの場合、インスタンスの詳細が検出されると、Route 53 な

ど、DNS クエリへの応答として AWS Cloud Map が返す IPv4 アドレスおよび 192.0.2.44 が返さ
れます。

• AWS_INSTANCE_PORT – サービスディスカバリサービスに関連付けられたポート値。
• AVAILABILITY_ZONE – タスクが起動したアベイラビリティーゾーン。EC2 起動タイプを使用す

るタスクの場合、これはコンテナインスタンスが存在するアベイラビリティーゾーンです。Fargate 
起動タイプを使用するタスクの場合、これは Elastic Network Interface が存在するアベイラビリ
ティーゾーンです。

• REGION タスクが存在するリージョン。
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• ECS_SERVICE_NAME – タスクが属している Amazon ECS サービスの名前。
• ECS_CLUSTER_NAME – タスクが属している Amazon ECS クラスターの名前。
• EC2_INSTANCE_ID タスクが配置されていたコンテナインスタンスの ID。タスクが Fargate 起動タ

イプを使用している場合、このカスタム属性は追加されません。
• ECS_TASK_DEFINITION_FAMILY タスクが使用しているタスク定義ファミリー。
• ECS_TASK_SET_EXTERNAL_ID タスクセットが外部デプロイ用に作成され、サービス検出レジス

トリに関連付けられている場合、ECS_TASK_SET_EXTERNAL_ID 属性にはタスクセットの外部 ID 
が含まれます。

• Amazon ECS ヘルスチェック: Amazon ECS はコンテナレベルのヘルスチェックを定期的に実行しま
す。エンドポイントがヘルスチェックに失敗した場合、このエンドポイントは DNS ルーチングから削
除され、異常とマークされます。

サービスの検出に関する考慮事項
サービスの検出を使用する際には、以下の点を考慮する必要があります。

• プラットフォームバージョンが v1.1.0 以降を使用する場合、サービスの検出は Fargate タスクでサポー
トされます。詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してくだ
さい。

• サービス検出を使用するように構成されたサービスには、サービスごとに 1,000 タスクに制限がありま
す。これは、Route 53 サービスクォータによるものです。

• Amazon ECS コンソールでのサービスの作成ワークフローでは、プライベート DNS 名前空間への
サービスの登録のみがサポートされます。AWS Cloud Map プライベート DNS 名前空間が作成される
と、Route 53 プライベートホストゾーンが自動的に作成されます。

• DNS 解決を成功させるには、VPC DNS 属性を設定する必要があります。属性の設定方法については、
を参照してください。VPC の DNS サポートのAmazon VPC User Guide。

• パブリック名前空間が使用されている場合でも、 サービス用に作成された DNS レコードは、パブリッ
ク IP アドレスではなく、タスクのプライベート IP アドレスに常に登録されます。

• &service-discovery-first; では、awsvpc、bridge、host のいずれかのネットワークモードをタスクで
指定する必要があります (none はサポートされていません)。

• サービスタスク定義が awsvpc ネットワークモードを使用する場合、各サービスタスクに A または 
SRV レコードを自由に組み合わせて作成できます。SRV レコードを使用する場合、ポートが必要で
す。

• サービスタスク定義が bridge または host ネットワークモードを使用する場合、SRV レコードのみが
サポートされる DNS レコードタイプです。各サービスタスクの SRV レコードを作成します。SRV レ
コードのコンテナ名とコンテナポートの組み合わせをタスク定義から指定する必要があります。

• サービスの検出サービスの DNS レコードは、VPC 内でクエリを実行できます。これは、次の形式を使
用します: <service discovery service name>.<service discovery namespace>。

• サービス名で DNS クエリを実行すると、A レコードはタスクに対応する IP アドレスのセットを返しま
す。SRV レコードは、タスクごとに IP アドレスとポートのセットを返します。

• 8 つ以下の正常なレコードがある場合、Route 53 はすべての DNS クエリに正常なすべてのレコードを
返します。

• すべてのレコードが異常である場合、Route 53 は DNS クエリに最大 8 つの異常なレコードを返しま
す。

• サービス検出はロードバランサーの背後にあるサービスに設定できますが、サービス検出トラフィック
は必ずタスクにルーティングされ、ロードバランサーにはルーティングされません。

• サービス検出は Classic Load Balancer の使用をサポートしていません。
• Amazon ECS サービスのサービス検出により管理されるコンテナレベルのヘルスチェックを使用するこ

とをお勧めします。
• HealthCheckCustomConfig—Amazon ECS; はユーザーに代わってヘルスチェックを管理しま

す。Amazon ECS は、コンテナとヘルスチェックの情報、およびタスクの状態を使用して、ヘルスを 
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AWS Cloud Map で更新します。これは、--health-check-custom-configパラメータを使用し
てサービスの検出サービスの作成時に指定します。詳細については、AWS Cloud MapAPI リファレン
スの「HealthCheckCustomConfig」を参照してください。

• Amazon ECS クラシックコンソールを使用している場合、ワークフローはサービスごとに 1 つのサービ
ス検出サービスを作成します。すべてのタスク IP アドレスを A レコード、あるいはタスク IP アドレス
とポートを SRV レコードとしてマッピングします。

• サービス検出は、サービスを作成するときにのみ設定できます。サービス検出を初めて構成するための
既存のサービスの更新、または現在の構成の変更はサポートされていません。

• を使用するときに作成される AWS Cloud Map リソースは、手動でクリーンアップする必要がありま
す。

Amazon ECS クラシックコンソールのエクスペリエンス
Amazon ECS クラシックコンソールでサービスを作成するワークフローは、サービス検出をサポートしま
す。サービス検出は、最初にサービスを作成するときにのみ設定できます。サービス検出を初めて構成す
るための既存のサービスの更新、または現在の構成の変更はサポートされていません。

サービス検出を使用する新しい Amazon ECS サービスを作成するには、「クラシックコンソール内の 
Amazon ECS サービスの作成 (p. 528)」を参照してください。

サービス検出の料金
Amazon ECS サービスディスカバリを使用しているお客様には、Route 53 リソースおよび AWS Cloud 
Map 検出 API オペレーションの料金が発生します。これには、Route 53 ホストゾーンの作成とサービス
レジストリへのクエリのコストが含まれます。詳細については、AWS Cloud Mapデベロッパーガイドのの
概念およびAWS Cloud Mapの料金を参照してください。

Amazon ECS は、コンテナレベルのヘルスチェックを実行し、この結果を AWS Cloud Map カスタムヘル
スチェック API オペレーションに公開します。現在のところ、これは追加コストなしでお客様に提供され
ています。パブリックに公開されているタスクにネットワークヘルスチェックを設定する場合、このヘル
スチェックに対しては課金されます。

タスクスケールイン保護
Amazon ECS タスクスケールイン保護を使用すると、Service Auto Scaling またはデプロイからのスケー
ルインイベントによってタスクが終了されるのを防ぐことができます。

特定のアプリケーションでは、使用率が低いときやサービスのデプロイ中に、ミッションクリティカルな
タスクがスケールインイベントによって終了されるのを防ぐメカニズムが必要です。例:

• ビデオトランスコーディングジョブなどのキュー処理型の非同期アプリケーションでは、サービスの累
積使用率が低い場合でも、一部のタスクは何時間も実行する必要があります。

• あるゲームアプリケーションでは、ゲームサーバーは Amazon ECS タスクとして実行されますが、サー
バー再起動時の起動待ち時間を短縮するため、すべてのユーザーがログアウトした場合でも実行を続け
る必要があります。

• 新しいコードバージョンをデプロイする場合、再処理にはコストがかかるため、タスクは実行し続ける
必要があります。

Amazon ECS サービスに属するタスクがスケールインイベントで終了されることを防ぐに
は、protectionEnabled 属性を true に設定します。デフォルトでは、タスクは 2 時間保護されます。
保護期間は、expiresInMinutes 属性を使用してカスタマイズできます。タスクの保護期間は最短で 1 
分間、最長で 2,880 分 (48 時間) です。
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タスクが必要な作業を完了した後は、protectionEnabled 属性を false に設定して、以降のスケール
インイベントによってタスクが終了されるようにできます。

タスクスケールイン保護メカニズム
Amazon ECS コンテナエージェントエンドポイントまたは Amazon ECS API を使用して、タスクスケー
ルイン保護を設定および取得できます。

タスクスケールイン保護の設定
タスクスケールイン保護は、以下の方法で設定できます。

• Amazon ECS コンテナエージェントエンドポイント

保護の必要性を自己判断できるタスクには、Amazon ECS コンテナエージェントエンドポイントを使
用することをお勧めします。このアプローチは、キューベースのワークロードまたはジョブ処理ワーク
ロードに使用します。

コンテナが、例えば SQS メッセージを使用するなどして処理を開始すると、コンテナ内からタス
クスケールイン保護のエンドポイントパス「$ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state」
を使用して ProtectionEnabled 属性を設定できます。スケールインイベントの際、Amazon 
ECS はこのタスクを終了しません。タスクの処理が完了した後は、同じエンドポイントを使用して
ProtectionEnabled 属性の設定を解除し、以降のスケールインイベントでタスクが終了されるように
できます。

• Amazon ECS API

アプリケーションにアクティブなタスクの状態を追跡するコンポーネントがある場合は、Amazon ECS 
API を使用してタスクスケールイン保護を設定できます。UpdateTaskProtection API を使用して、1 
つ以上のタスクを保護対象としてマークします。

このアプローチの例としては、アプリケーションがゲームサーバーセッションを Amazon ECS タスク
としてホストしている場合が挙げられます。ユーザーがサーバー上のセッション (タスク) にログインす
ると、そのタスクを保護対象としてマークできます。ユーザーがログアウトした後は、サーバーのアイ
ドル状態を維持することの要件に応じて、このタスク限定で保護を解除することも、アクティブなセッ
ションがなくなった同様のタスクについて定期的に保護を解除することもできます。

UpdateTaskProtection API の使用の詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リ
ファレンス」の「UpdateTaskProtection」を参照してください。

両方のアプローチを組み合わせることができます。例えば、Amazon ECS エージェントエンドポイントを
使用してコンテナ内からタスク保護を設定し、Amazon ECS API を使用して外部コントローラーサービス
からタスク保護の設定を解除するなどです。

タスク保護ステータスの取得
Amazon ECS サービスのタスクの保護ステータスを取得するには、次のいずれかを実行します。

• Amazon ECS コンテナエージェントエンドポイント

コンテナ定義を設定して、Amazon タスクスケールイン保護のエンドポイントパスを使用できるように
します。

• Amazon ECS API

GetTaskProtection API を使用します。詳細については、「Amazon Elastic Container Service API 
リファレンス」の「GetTaskProtection」を参照してください。
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タスクスケールイン保護に関する考慮事項
タスクスケールイン保護を使用する前に、次の点を考慮してください。

• Amazon ECS エージェントには再試行メカニズムが組み込まれ、よりシンプルなインターフェイスを
持つため、可能であれば API の代わりに Amazon ECS エージェントエンドポイントを使用してくださ
い。

• 既に保護が有効になっているタスクで API を呼び出すことで、タスクスケールイン保護の有効期限をリ
セットできます。

• タスクが必要な作業を完了するのに必要な時間を判断し、それに応じて expiresInMinutes プロパ
ティを設定してください。保護の有効期限を必要以上に長く設定すると、コストが発生すると共に、新
しいタスクのデプロイが遅れることになります。

• デプロイに関する考慮事項:
• サービスがローリングアップデートを使用している場合、新しいタスクは作成できますが、古いバー

ジョンを実行しているタスクは、protectionEnabled の設定が解除されるか期限が切れるまで終了
しません。デプロイ設定の maximumPercentage パラメータは、古いタスクが保護されている場合
でも新しいタスクを作成できるように値を調整できます。

• ブルー/グリーン更新が適用されている場合、タスクに protectionEnabled があれば、保護され
たタスクを含むブルースタックは削除されません。トラフィックは新しいタスクに振り分けられ、
古いタスクは protectionEnabled が設定解除されるか期限切れになったときのみ削除されま
す。CodeDeploy または Cloud Formation の更新のタイムアウトによっては、デプロイがタイムアウ
トして、古いブルータスクが残っている場合があります。

• CloudFormation を使用する場合、更新スタックのタイムアウトは 3 時間です。そのため、タスク保護
を 3 時間以上設定すると、CloudFormation のデプロイで障害が発生してロールバックが発生する可能
性があります。

古いタスクが保護されている間、CloudFormation スタックには UPDATE_IN_PROGRESS と表示され
ますが、タスクスケールイン保護が設定されていないか、3 時間以内に期限切れになる場合、デプロ
イは成功して UPDATE_COMPLETE ステータスに移行します。デプロイが UPDATE_IN_PROGRESS の
まま 3 時間以上滞っていると、デプロイは失敗して UPDATE_FAILED 状態が表示され、古いタスク
セットにロールバックされてしまいます。

• 保護されたタスクが原因でデプロイ (ローリングまたはブルー/グリーン) が定常状態に到達できない場
合、Amazon ECS はサービスイベントを提供し、これによりユーザーは是正措置を講じることができ
ます。タスクの保護ステータスを更新しようとする際に DEPLOYMENT_BLOCKED エラーメッセージが
表示される場合、サービスの要求されるタスク数よりも多くの保護されたタスクがあることを意味し
ます。この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行します。
• 現在のタスク保護の有効期限が切れるのを待ちます。次に、タスク保護を設定します。
• どのタスクを停止できるかを決定します。次に、これらのタスクについて protectionEnabled

オプションを False に設定して update-task-protection API を使用します。
• サービスの必要なタスク数を増やして、保護されているタスクの数よりも多くします。

タスクスケールイン保護に必要な IAM アクセス許可
Amazon ECS コンテナエージェント API を使用してタスク保護を取得または更新する場合、タスクには次
のアクセス許可を持つ Amazon ECS タスクロールが必要です。

• ecs:GetTaskProtection: エージェント API エンドポイントに対して GET リクエストが行われたと
きに、Amazon ECS コンテナエージェントが Amazon ECS GetTaskProtection API を呼び出すことを許
可します。

• ecs:UpdateTaskProtection: エージェント API エンドポイントに対して PUT リクエストが行われ
たときに、Amazon ECS コンテナエージェントが Amazon ECS UpdateTaskProtection API を呼び出す
ことを許可します。
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サービスの調整ロジック
Amazon ECS サービススケジューラには、サービスタスクが繰り返し起動に失敗した場合にタスクを起動
する頻度を調整するロジックがあります。

サービスのタスクが繰り返し RUNNING 状態への遷移に失敗 (PENDING から直接 STOPPED ステータスに
進行) する場合、その後の再起動の試行間隔は最大 15 分まで段階的に増加します。この最大期間は将来変
更される可能性があります。この動作により、失敗しているタスクが Amazon ECS クラスターのリソース
または Fargate のインフラストラクチャのコストに与える影響が軽減されます。サービスによって調整ロ
ジックが開始されると、次のサービスイベントメッセージ (p. 502)が表示されます。

(service service-name) is unable to consistently start tasks successfully.

Amazon ECS は、失敗したサービスの再試行を停止することはありません。また、再起動間隔を増やす
以外に変更を加えようとすることもありません。サービスの調整ロジックにはユーザーが調整できるパラ
メータは用意されていません。

新しいタスク定義を使用するようにサービスを更新する場合、サービスは即時通常の調整されていない状
態に戻ります。詳細については、「コンソールを使用したサービスの更新 (p. 237)」を参照してくださ
い。

このロジックを開始する一般的な原因を以下に示します。

• Amazon ECS; コンテナエージェントがタスクの Docker イメージをプルできない。これは、コンテ
ナイメージ名、イメージ、またはタグが不正であったり、プライベートレジストリの認証またはア
クセス権限がないためである可能性があります。この場合、停止されたタスクのエラー (p. 495)に
CannotPullContainerError も表示されます。

Important

RUNNING 状態になった後で停止されたタスクは、調整ロジックまたは関連サービスイベントメッ
セージを開始しません。例えば、サービスの Elastic Load Balancing ヘルスチェックに失敗する
と、異常を示すフラグがタスクに設定され、Amazon ECS が登録を解除して、タスクを停止する
とします。この時点では、タスクはスロットリングされていません。タスクのコンテナコマンド
でゼロ以外の終了コードで即時終了した場合でも、タスクは既に RUNNING 状態に移行していま
す。コマンドのエラーが原因で即時失敗したタスクは、スロットリングやサービスイベントメッ
セージを生じさせません。

AWS CLI を使用したサービス管理
Amazon ECS API、AWS CLI、または SDK を使用して、サービスの管理が行えます。

サービスで使用できる API アクションの詳細については、「Amazon Elastic Container Service API リファ
レンス」の「サービスのアクション」を参照してください。
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リソースとタグ
Amazon ECS リソースには、Amazon リソースネーム (ARN) と一意のリソース識別子 (ID) が割り当てら
れます。これらのリソースには、タスク定義、クラスター、タスク、サービス、コンテナインスタンスが
含まれます。定義した値でこれらのリソースにタグを付けて、整理および識別しやすくすることができま
す。

次のトピックでは、これらのリソースとタグの概要、およびタグの使用方法を説明します。

内容
• Amazon ECS リソースのタグ付け (p. 296)
• Amazon ECS の Service Quotas (p. 302)
• AWS Fargate で使用する Amazon ECS でサポートされているリージョン (p. 306)
• Amazon ECS 使用状況レポート (p. 308)

Amazon ECS リソースのタグ付け
Amazon ECS リソースを管理しやすくするために、タグを使用してオプションで各リソースに独自のメタ
データを割り当てることができます。各タグは、キー、および値 (オプション) で構成されます。

タグを使用すると、Amazon ECS リソースを目的、所有者、環境などの、さまざまな方法で分類すること
ができます。これは、同じ種類のリソースが多い場合に役立ちます。リソースに割り当てたタグに基づい
て、特定のリソースをすばやく識別できます。例えば、アカウントの Amazon ECS コンテナインスタンス
の一連のタグを定義できます。これは、各インスタンスの所有者とスタックレベルを追跡するのに役立ち
ます。

コストと使用状況レポートでタグを使用できます。これらのレポートを使用して、Amazon ECS リ
ソースのコストと使用状況を分析できます。詳細については、「the section called “使用状況レポー
ト” (p. 308)」を参照してください。

Warning

タグのキーと値は、多くの異なる API コールから返されます。DescribeTags へのアクセスを
拒否しても、他の API から返されるタグへのアクセスは自動的に拒否されません。ベストプラク
ティスとして、機密データをタグに含めないようお勧めします。

各リソースタイプのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。リソースの管理を容
易にするために、タグキーの一貫したセットを使用できます。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 ECS に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。タグのキーと値は
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 空値 に設定することはできません。そのリソースの既存のタグと同じキーを持つタグを追
加した場合、古い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 Identity and Access Management (IAM) を使用すると、AWS アカウント内のどのユーザーがタグを
管理するアクセス許可を持っているかを制御できます。

リソースのタグ付け方法
Amazon ECS タスク、サービス、タスク定義、およびクラスターへのタグ付けには、次のような複数の方
法が存在します。
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• AWS Management Console、Amazon ECS API、AWS、または AWS CLI SDK を使用して、ユーザーが
手動でリソースにタグ付けする。

• ユーザーが Amazon ECS マネージドタグのオプションを選択して、サービスを作成する、あるいはスタ
ンドアロンのタスクを実行する。

新しく起動されたすべてのタスクに対し、Amazon ECS が自動的なタグ付けを行う。詳細については、
「the section called “Amazon ECS マネージドのタグ” (p. 299)」を参照してください。

• ユーザーがコンソールを使用してリソースを作成する。そのリソースに対し、コンソールが自動的にタ
グ付けを行います。

これらのタグは、AWS CLI、および AWS SDK のレスポンスとして返され、コンソールに表示されま
す。これらのタグを、ユーザーが変更または削除することはできません。

追加されたタグの詳細については、「Amazon ECS リソースのタグ付けのサポート」表内で、「コン
ソールによって自動的に追加されるタグ」列を参照してください。

リソースの作成時にタグを指定したにも関わらず、そのタグが適用されない場合、Amazon ECS は、対
象の作成プロセスをロールバックします。これにより、リソース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ソースが存在することがなくなります。作成時にリ
ソースにタグ付けすることで、リソース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。

以下の表に、タグ付けをサポートしている Amazon ECS リソースを示します。

Amazon ECS リソースのタグ付けのサポート

リソース タグをサポート タグの伝播をサポート コンソールによって自
動的に追加されたタグ

Amazon ECS タスク はい はい、タスク定義から
サポートします。

[Key] (キー):
aws:ecs:clusterName

値: cluster-name

Amazon ECS サービス はい はい、タスク定義また
はサービス内のタス
クへのサービスのいず
れかからサポートしま
す。

[Key] (キー):
ecs:service:stackId

値
arn:aws:cloudformation:arn

Amazon ECSの タスク
セット

はい いいえ 該当なし

Amazon ECSの タスク
定義

はい いいえ [Key] (キー):
ecs:taskDefinition:createdFrom

値: ecs-console-v2

Amazon ECS クラス
ター

はい いいえ [Key] (キー):
aws:cloudformation:logical-
id

値: ECSCluster
[Key] (キー):
aws:cloudformation:stack-
id

値:
arn:aws:cloudformation:arn
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リソース タグをサポート タグの伝播をサポート コンソールによって自
動的に追加されたタグ
[Key] (キー):
aws:cloudformation:stack-
name

値: ECS-Console-V2-
Cluster-EXAMPLE

Amazon ECS 外部イン
スタンス

はい いいえ 該当なし

Amazon ECS キャパシ
ティープロバイダー

はい。

事前定義された
FARGATE および
FARGATE_SPOT キャパ
シティープロバイダー
に対し、タグ付けする
ことはできません。

いいえ 該当なし

作成時のリソースのタグ付け
次のリソースは、Amazon ECS API、AWS CLI、AWS SDK を使用した作成時のタグ付けをサポートして
います。

• Amazon ECS タスク
• Amazon ECS サービス
• Amazon ECS タスク定義
• Amazon ECSの タスクセット
• Amazon ECS クラスター
• Amazon ECS コンテナインスタンス
• Amazon ECS キャパシティープロバイダー

Amazon ECS には、リソースの作成にタグ付け認可を使用するオプションがあります。この機能を使用す
るには、次のステップを実行します。

• この機能をオプトインする必要があります。詳細については、「the section called “タグ付け認
可” (p. 197)」を参照してください。

• オプトインした後、ユーザーには、リソースを作成するアクション (ecsCreateCluster など) の許
可が必要です。リソース作成アクションでタグが指定されている場合、AWS は追加の認可を実行し
て、ユーザーまたはロールがタグを作成するための許可を持っているかどうかを確認します。したがっ
て、ecs:TagResource アクションを使用するための明示的な許可を付与する必要があります。詳細に
ついては、「the section called “リソース作成時のタグ付け” (p. 401)」を参照してください。

タグの制限
タグには以下の制限があります。

• 1 つのリソースに対して最大 50 個のタグを関連付けることができます。
• 1 つのリソースに対してタグキーを繰り返すことはできません。各タグキーは一意である必要があり、

それぞれに使用できる値は 1 つのみです。
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• キーの値には最大 128 UTF-8 文字を使用できます。
• 値の最大長は 256 UTF-8 文字です。
• 複数の AWS のサービスおよびリソースがタグ付けスキーマを使用する場合、使用する文字の種類を制

限します。一部のサービスでは、使用できる文字に制限がある場合があります。通常、使用できる文字
は、英字、数字、スペース、および特殊文字 +、-、=、.、_、:、/、@ です。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーまたは値のプレフィックスとして、aws:、AWS:、またはこれら大文字または小文字の任意の組み

合わせを使用することはできません。これらは AWS 使用のためにのみ予約されています。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カウントされません。

Amazon ECS マネージドのタグ
Amazon ECS マネージドのタグを使用すると、Amazon ECS は新しく起動されたすべてのタスクに対し、
クラスター情報、およびユーザーが追加したタスク定義タグあるいはサービスタグのいずれかを使用し
て、自動的にタグ付けを行います。以下は、追加されたタグについて説明しています。

• スタンドアロンタスク – キーには aws:ecs:clusterName を、値にはクラスター名を設定したタグ。
ユーザーによって追加されたすべてのタスク定義タグです。

• サービスの一部であるタスク – キーを aws:ecs:clusterName として、値をクラスター名として設
定したタグ。キーには aws:ecs:serviceName を、値にはサービス名を設定したタグです。以下のリ
ソースのいずれかからのタグです。
• タスク定義 – ユーザーによって追加されたすべてのタスク定義タグ。
• サービス – ユーザーによって追加されたすべてのサービスタグ。

この機能には、以下のオプションが必要です。

• 新しい Amazon リソースネーム (ARN) とリソース識別子 (ID) 形式にオプトインする必要があります。
詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と ID (p. 196)」を参照してください。

• API を使用してサービスを作成したり、タスクを実行したりするときは、run-task と create-
service の enableECSManagedTags を true に設定する必要があります。詳細については、「AWS 
Command Line Interface API リファレンス」の「CreateService」および「RunTask」を参照してくださ
い。

請求用のリソースにタグを付ける
コストと使用状況レポートには、Amazon ECS マネージドのタグ、またはユーザーにより追加されたタグ
を使用できます。詳細については、「Amazon ECS 使用状況レポート (p. 308)」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 ユーザーガイドのコスト配分月次レポー
トを参照してください。

さらに、[コスト配分の分割データ] をオンにして、コストと使用状況レポートでタスクレベルの CPU と
メモリの使用状況データを取得できます。詳細については、「タスクレベルのコストと使用状況レポー
ト (p. 309)」を参照してください。

Note

レポートをオンにしている場合、当月のデータを表示できるようになるまでに最大 24 時間かかる
ことがあります。
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コンソールでのタグの処理
Amazon ECS コンソールを使用して、新規または既存のタスク、サービス、タスク定義、クラスター、ま
たはコンテナインスタンスに関連付けられているタグを管理できます。

Amazon ECS コンソールでリソース固有のページを選択すると、リソースリストが表示されます。例え
ば、ナビゲーションペインで [Clusters (クラスター)] を選択すると、Amazon ECS クラスターのリストが
コンソールに表示されます。これらのリストの1つ(たとえば、特定のクラスター)からタグをサポートする
リソースを選択すると、Tagsタブでタグを表示および管理できます。

Warning

ベストプラクティスとして、機密データをタグに含めないようお勧めします。

内容
• 個々のリソースでの起動時のタグの追加 (p. 300)
• コンソールを使用した個々のリソースタグの管理 (p. 300)

個々のリソースでの起動時のタグの追加
リソースの作成時に、次のリソースを使用してタグを指定できます。

タスク コンソール

1 つまたは複数のタスクを実行する Amazon ECS コンソールを使用
したスタンドアロンタスクの実
行 (p. 202)

サービスを作成する コンソールを使用したサービス
の作成 (p. 228)

タスクセットを作成します。 外部デプロイ (p. 250)

タスク定義を登録する the section called “コンソー
ルを使用したタスク定義の作
成” (p. 73)

クラスターを作成する。 コンソールを使用した Fargate 
起動タイプ用のクラスター作
成 (p. 56)

コンソールを使用した個々のリソースタグの管理
Amazon ECS では、クラスター、サービス、タスク定義に関連付けられているタグを、そのリソースの
ページから直接追加または削除できます。

Warning

個人情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに追加しないようにします。タグは、
多くの AWS のサービス (請求など) からアクセスできます。タグは、プライベートデータや機密
データに使用することを意図していません。

個々のリソースのタグを変更するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
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2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインでリソースタイプ (例:Clusters (クラスター) を選択します
4. リソースリストからリソースを選択し、[Tags] (タグ) タブを選択してから、[Manage tags] (タグの管

理) を選択します｡
5. タグを設定します。

[タグを追加] [Add tag] (タグを追加) を選択し、以下を実行します。

• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。

[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。
6. [Save (保存)] を選択します。

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

Warning

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないで
ください。タグは、多くの AWS のサービス (請求など) からアクセスできます。タグは、プライ
ベートデータや機密データに使用することを意図していません。

Amazon ECS リソースのタグ付けのサポート

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

リソースの作成時に、いくつかのリソース作成アクションを使用してタグを指定できます。以下のアク
ションでは、作成時のタグ付けがサポートされます。

ecsTagResource 許可が必要です。詳細については、「リソース作成時にタグ付けするための許可を付
与する (p. 401)」を参照してください。

タスク AWS CLI AWS Tools for Windows 
PowerShell

API アクション

1 つまたは複数のタスクを実行する 実行タスク Start-ECSTask RunTask

サービスを作成する サービスの作成 New-ECSService CreateService

タスクセットを作成します。 タスクセットを
作成

New-ECSTaskSet CreateTaskSet

タスク定義を登録する タスク定義を登
録

Register-
ECSTaskDefinition

RegisterTaskDefinition

クラスターを作成する。 クラスター作成 New-ECSCluster CreateCluster
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Amazon ECS の Service Quotas
次の表は、AWS アカウント の Amazon ECS に対するデフォルトのサービスクォータ (制限とも呼ばれま
す) を示します。Elastic Load Balancing や Auto Scaling など、Amazon ECS で使用できるその他の AWS 
のサービス のサービスクォータの詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の
「AWS サービスクォータ」を参照してください。Amazon ECS API での API スロットリングの詳細につ
いては、「Request throttling for the Amazon ECS API」(Amazon ECS API のスロットリングをリクエスト
する) を参照してください。

Amazon ECS のサービスクォータ
Amazon ECS の Service Quotasは以下のとおりです。

新規 AWS アカウントの初期の低いクォータは、経時的に引き上げられる可能性があります。Amazon 
ECS は、各リージョン内のアカウント使用率を常に監視し、使用率に基づいてクォータを自動的に引き上
げます。調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。「Service 
Quotas ユーザーガイド」でクォータ引き上げのリクエストの方法をご確認ください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

クラスターあたりのキャパシティープロバ
イダー

サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

クラスターに関連付けるこ
とができるキャパシティー
プロバイダーの最大数。

サービスあたりの Classic Load Balancer サポートされている
各リージョン: 1

いい
え

サービスあたりの Classic 
Load Balancer の最大数。

アカウントあたりのクラスター サポートされてい
る各リージョン: 
10,000

はい アカウントあたりのクラス
ターの数

クラスターあたりのコンテナインスタンス
の数

サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

クラスターあたりのコンテ
ナインスタンスの数

start-task あたりのコンテナインスタンス サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

StartTask API アクションで
指定されたコンテナインス
タンスの最大数。

タスク定義あたりのコンテナ数 サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

タスク定義内のコンテナ定
義の最大数

ECS Exec セッション サポートされている
各リージョン: 1,000

いい
え

各コンテナの ECS Exec 
セッションの最大数。

AWS Fargate 上のサービスによって起動さ
れたタスクの割合

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

Amazon ECS サービスス
ケジューラによって、1 分
あたりのサービスごとに 
Fargate でプロビジョニン
グできるタスクの最大数。

Amazon EC2 または外部インスタンスの
サービスによって起動されるタスク

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

Amazon ECS サービスス
ケジューラによって、1 分
あたりのサービスごとに 
Amazon EC2 または外部イ
ンスタンスでプロビジョニ
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ングできるタスクの最大数
です。

タスク定義ファミリーあたりのリビジョン
の数

サポートされてい
る各リージョン: 
1,000,000

いい
え

タスク定義ファミリーあた
りのリビジョンの最大数 
タスク定義リビジョンを登
録解除しても、この制限か
ら除外することはできませ
ん。

awsvpcConfiguration あたりのセキュリ
ティグループ

サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

awsvpcConfiguration 内で
指定されるセキュリティグ
ループの最大数

クラスターあたりのサービスの数 サポートされている
各リージョン: 5,000

はい クラスターあたりのサービ
スの最大数。

名前空間あたりのサービス サポートされている
各リージョン: 100

はい 名前空間で実行できるサー
ビスの最大数。

awsvpcConfiguration あたりのサブネット サポートされている
各リージョン: 16

いい
え

awsvpcConfiguration 内で指
定されるサブネットの最大
数

リソースあたりのタグ サポートされている
各リージョン: 50

いい
え

リソースあたりのタグの最
大数 これは、タスク定義、
クラスター、タスク、サー
ビスに適用されます。

サービスあたりのターゲットグループ サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

Application Load Balancer 
または Network Load 
Balancer を使用している
場合、サービスごとのター
ゲットグループの最大数。

タスク定義サイズ サポートされている
各リージョン: 64 キ
ロバイト

いい
え

タスク定義の最大サイズ 
(KiB 単位)

クラスタごとのプロビジョニング状態のタ
スク

サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

クラスターごとにある 
PROVISIONING 状態で待機
しているタスクの最大数。
このクォータは、EC2 Auto 
Scaling グループキャパシ
ティープロバイダーを使用
して起動されたタスクにの
み適用されます。

run-task 当たりの起動されるタスク サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

RunTask API アクションあ
たりの起動できるタスクの
最大数。

サービスあたりのタスク サポートされている
各リージョン: 5,000

いい
え

サービスあたりのタスクの
最大数 (必要な数)
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Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。この値は、実際に適用された
クォータ値および適用可能な最大サービスクォータとは異なります。詳細については、「Service 
Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。
Note

Amazon ECS サービス検出を使用するように設定されたサービスには、サービスごとに 1,000 タ
スクに制限があります。これは、サービスあたりのインスタンス数に対する AWS Cloud Map の 
Service Quotasによるものです。詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス の
「AWS Cloud Map の Service Quotas」を参照してください。
Note

実際には、タスク起動レートは、ダウンロードおよび圧縮されていないコンテナイメージ、ヘル
スチェックやロードバランサーへのタスクの登録などの有効なその他の統合といった考慮事項に
も依存します。ここに表示されているクォータと比較すると、タスク起動レートにばらつきが見
られる場合があります。これらのばらつきは、Amazon ECS サービス用に有効にした機能によっ
て生じます。詳細については、Amazon ECS ベストプラクティスガイドの「Amazon ECS デプロ
イのスピードアップ」を参照してください。
Note

Amazon ECS Service Connect を使用するように設定されたサービスには、サービスごとに 1,000 
タスクの制限があります。これは、サービスあたりのインスタンス数に対する AWS Cloud Map 
の Service Quotasによるものです。詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス 
の「AWS Cloud Map の Service Quotas」を参照してください。

AWS Fargate Service Quotas
AWS Fargate サービスクォータの Amazon ECS を次に示します。これは、Service Quotas コンソールの
[AWS Fargate] サービスの下に一覧表示されます。

新規 AWS アカウントの初期の低いクォータは、経時的に引き上げられる可能性があります。Fargate は、
各リージョン内のアカウント使用率を常に監視し、使用率に基づいてクォータを自動的に引き上げます。
調整可能として表示される値のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。「Service Quotas 
ユーザーガイド」でクォータ引き上げのリクエストの方法をご確認ください。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

Fargate オンデマンド vCPU リソース数 サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンのこの
アカウントで Fargate On-
Demand として同時に実
行される Fargate vCPU の
数。

Fargate Spot vCPU リソース数 サポートされている
各リージョン: 6

はい 現在のリージョンのこのア
カウントの Fargate Spot と
して同時に実行されている 
Fargate vCPU の数。

Note

デフォルト値は、AWS によって設定された初期クォータです。この値は、実際に適用された
クォータ値および適用可能な最大サービスクォータとは異なります。詳細については、「Service 
Quotas ユーザーガイド」の「Service Quotas の用語」を参照してください。
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ECS とAWS FargateService Quotasの管理

Note

Fargate は、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レート制限をさらに強制します。
詳細については、[Fargate throttling limits] (Fargate スロットリングの制限) を参照してください。

AWS Management Console での Amazon ECS と
AWS FargateService Quotasの管理
Amazon ECS 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What Is 
Service Quotas?を参照してください。

Service Quotas を使用すると、Amazon ECS Service Quotasの値を簡単に調べることができます。

AWS Management Console

AWS Management Console を使用して Amazon ECS Service Quotasおよび Fargate Service 
Quotasを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotasのコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択します。
3. [AWS services] リストから、[Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)] または [AWS 

Fargate] 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。
5. (オプション) クォータの引き上げをリクエストするには、引き上げるクォータを選択し、[クォー

タ引き上げリクエスト] を選択します。必要な情報を入力または選択して、[リクエスト] を選択し
ます。

AWS Management Console を使用してさらにService Quotasの操作を行うには、Service Quotas ユー
ザーガイドを参照してください。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「クォータ引き上げリクエスト」を参照してください。

AWS CLI

AWS CLI を使用して Amazon ECS Service Quotasおよび Fargate Service Quotasを表示するには

次のコマンドを実行して、デフォルトの Amazon ECS クォータを表示します。

aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \ 
    --query 'Quotas[*].
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \ 
    --service-code ecs \ 
    --output table

次のコマンドを実行して、デフォルトの Fargate クォータを表示します。

aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \ 
    --query 'Quotas[*].
{Adjustable:Adjustable,Name:QuotaName,Value:Value,Code:QuotaCode}' \ 
    --service-code fargate \ 
    --output table

次のコマンドを実行して、適用された Fargate クォータを表示します。
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aws service-quotas list-service-quotas \ 
    --service-code fargate

Note

Amazon ECS は、適用されたクォータをサポートしていません。

AWS CLI を使用して Service Quotas を操作する方法の詳細については、「AWS CLI コマンドリファ
レンス Service Quotas」を参照してください。クォータの引き上げをリクエストするには、AWS 
CLICommand Referenceのrequest-service-quota-increaseコマンドを参照してください。

AWS Fargate で使用する Amazon ECS でサポート
されているリージョン

目次
• AWS Fargate の Linux コンテナをサポートしているリージョン (p. 306)
• AWS Fargate の Windows コンテナをサポートしているリージョン (p. 307)

AWS Fargate の Linux コンテナをサポートしている
リージョン
AWS Fargate の Amazon ECS Linux コンテナは次の AWS リージョン でサポートされています。該当する
場合、サポートされているアベイラビリティーゾーン ID が記載されています。

リージョン名 リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 (usw1-az1 &usw1-az3のみ)

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 (apne1-az1、apne1-
az2、&apne1-az4のみ)

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ハイデラバード) ap-south-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3
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リージョン名 リージョン

アジアパシフィック (メルボルン) ap-southeast-4

カナダ (中部) ca-central-1 (cac1-az1 &cac1-az2のみ)

中国 (北京) cn-north-1 (cnn1-az1 &cnn1-az2のみ)

中国 (寧夏) cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ミラノ) eu-south-1

欧州 (スペイン) eu-south-2

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

中東 (バーレーン) me-south-1

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1

AWS GovCloud (米国東部) us-gov-east-1

AWS GovCloud (米国西部) us-gov-west-1

AWS Fargate の Windows コンテナをサポートしてい
るリージョン
AWS Fargate の Amazon ECS Windows コンテナは次の AWS リージョン でサポートされています。該当
する場合、サポートされているアベイラビリティーゾーン ID が記載されています。

リージョン名 リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 (use1-az1、use1-az2、use1-
az4、use1-az5、& use1-az6 のみ)

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 (usw1-az1 &usw1-az3のみ)

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アフリカ (ケープタウン) af-south-1

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1
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リージョン名 リージョン

アジアパシフィック (ハイデラバード) ap-south-2

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (メルボルン) ap-southeast-4

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 (apne1-az1、apne1-
az2、&apne1-az4のみ)

カナダ (中部) ca-central-1 (cac1-az1 &cac1-az2のみ)

中国 (北京) cn-north-1 (cnn1-az1 &cnn1-az2のみ)

中国 (寧夏) cn-northwest-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (チューリッヒ) eu-central-2

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ミラノ) eu-south-1

欧州 (スペイン) eu-south-2

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1

中東 (バーレーン) me-south-1

Amazon ECS 使用状況レポート
AWS は、Amazon ECS リソースのコストおよび使用量を分析するために使用できる、Cost Explorer と呼
ばれる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できます。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。Cost Explorer を使用すると、
時間の経過とともに AWS リソースに費やす金額のパターンを確認できます。たとえば、Cost Explorer を
使用して、さらに調べる必要がある分野を特定し、コストを把握するために使用できる傾向を確認できま
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することもできます。

コストと使用状況レポートの計測データには、すべての Amazon ECS タスクの使用状況が示されます。計
測データには、実行された各タスクの CPU 使用量が vCPU-Hours として、メモリ使用量が GB-Hours と
して含まれます。データがどのように示されるかは、タスクの起動タイプによって異なります。
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Fargate 起動タイプを使用するタスクの場合、lineItem/Operation 列には FargateTask が表示さ
れ、各タスクに関連するコストが見られます。

Amazon ECS マネージドタグを使用して各タスクが属するサービスやクラスターを識別することもできま
す。詳細については、「請求用のリソースにタグを付ける (p. 299)」を参照してください。

Important

計測データは、2018 年 11 月 16 日以降に起動したタスクでのみ表示されます。この日付より前
に起動したタスクには、計測データが表示されません。

Cost Explorer でコスト配分データを並べ替えるために使用できるフィールドの例を次に示します。

• クラスター名
• サービス名
• リソースタグ
• 起動タイプ
• AWS リージョン
• 使用タイプ

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のコスト
と使用状況レポートを参照してください。

タスクレベルのコストと使用状況レポート
AWS Cost Management は、Fargate のタスクや EC2 のタスクを含む、Amazon ECS の各タスクの AWS 
Cost and Usage Report における CPU とメモリの使用状況データを提供できます。このデータはコスト配
分の分割データと呼ばれます。このデータを使用して、アプリケーションのコストと使用状況を分析でき
ます。さらに、コスト配分タグとコストカテゴリを使用して、個々のビジネスユニットやチームにコスト
を分割して割り当てることができます。[コスト配分の分割データ] の詳細については、「AWS Cost and 
Usage Report ユーザーガイド」の「コスト配分の分割データについて」を参照してください。

AWS Cost Management Console で、アカウントのためにタスクレベルのコスト配分の分割データをオプ
トインできます。管理 (支払者) アカウントをお持ちの場合は、支払者アカウントからオプトインして、す
べてのリンクされたアカウントにこの設定を適用できます。

[コスト配分の分割データ] を設定すると、レポートの splitLineItem ヘッダーの下に追加の列が表示されま
す。詳細については、「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「明細の分割の詳細」を参照し
てください。

タスクレベルの CUR の前提条件
• コスト配分の分割データを使用するには、レポートを作成し、[コスト配分の分割データ] を選択する必

要があります。詳細については、「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「コストと使用状
況レポートを作成する」を参照してください。

Note

AWS Cost Management は、タスクの CPU とメモリの使用状況を使用してコスト配分の分割デー
タを計算します。使用状況が利用できない場合、AWS Cost Management は、使用状況の代わり
にタスクの CPU とメモリの予約を使用できます。CUR が予約を使用していることがわかった場
合は、、およびタスクリソースの使用状況メトリクスが CloudWatch に表示されることを確認し
ます。
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タスクレベルのコストと使用状況レポートの設定
コストマネジメントコンソール、AWS Command Line Interface、または AWS SDK で、ECS 用にコスト
配分の分割データをオンにできます。

[コスト配分の分割データ] を使用するには、2 つのステップがあります。まず、[コスト配分の分割データ] 
をオプトインします。次に、新しいレポートまたは既存のレポートにデータを含めます。コストマネジメ
ントコンソールでのステップについては、「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「コスト配
分の分割データを有効にする」を参照してください。

その後、レポートを表示できます。請求とコスト管理コンソールを使用するか、Amazon Simple Storage 
Service でレポートファイルを表示できます。
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Amazon ECS のモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して Amazon ECS リソースモニタリングすることで、Amazon ECSからraw 
データを収集して、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 週間単位で記録されるため、履歴情報にアクセスしてクラスターやサービスの動作をより的
確に把握できます。Amazon ECS 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。

モニタリングは、Amazon ECS 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、その障害をより簡単にデバッグできる
ように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。ただ
し、Amazon ECS 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?

Fargate 起動タイプを使用している場合、環境のモニタリングを支援するために、各サービスの CPU とメ
モリの使用状況メトリクスが提供されます。

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 ECS のパフォーマンスのベースラインを確定します。Amazon ECS 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、現在の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
• モニタリングツール (p. 311)
• Amazon ECS CloudWatch メトリクス (p. 313)
• AWS Fargate 使用状況メトリクス (p. 321)
• Amazon ECS イベントおよびEventBridge (p. 322)
• Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)
• アプリケーショントレースデータの収集 (p. 337)
• アプリケーションメトリクスを収集する (p. 339)
• AWS CloudTrail を使用した Amazon ECS API コールのログ記録 (p. 344)
• AWS Compute Optimizer 推奨事項 (p. 346)

モニタリングツール
AWS は、Amazon ECS のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供します。これらのツールの
一部はモニタリングを行うように設定できますが、一部のツールは手動による介入が必要です。モニタリ
ングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。
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自動モニタリングツール
以下の自動化されたモニタリングツールを使用して、Amazon ECS を監視し、問題が発生したときにレ
ポートできます。

• Amazon CloudWatch のアラーム – 単一のメトリクスを指定した期間モニタリングし、特定のしきい
値に対する複数の期間にわたるメトリクスの値に基づいて、1 つ以上のアクションを実行します。ア
クションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto 
Scaling のポリシーに送信される通知です。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由だけ
でアクションを呼び出すことはありません。状態が変更され、指定された期間維持されている必要があ
ります。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch メトリクス (p. 313)」を参照してください。

Fargate 起動タイプを使用するタスクがあるサービスでは、CloudWatch アラームを使用して、CPU や
メモリの使用率などの CloudWatch メトリクスに基づいてサービス内のタスクをスケールインおよびス
ケールアウトできます。詳細については、「サービスのオートスケーリング (p. 266)」を参照してくだ
さい。

• Amazon CloudWatch Logs – タスク定義でawslogs ログドライバーを指定することで、Amazon ECS 
タスクのコンテナからのログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスできます。詳細について
は、「awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)」を参照してください。

• Amazon CloudWatch Events - イベントに一致したものを 1 つ以上のターゲットの関数またはストリー
ムに渡して、変更、状態の情報の収集、是正措置を行います。詳細については、本ガイドの「Amazon 
ECS イベントおよびEventBridge (p. 322)」と「Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド」の
「Amazon CloudWatch Events とは?」を参照してください。

• AWS CloudTrail のログのモニタリング – アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail のログファ
イルを CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングします。また、ログを処理するアプリ
ケーションを Java で作成し、CloudTrail からの提供後にログファイルが変更されていないことを確認し
ます。詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Amazon ECS API コールのログ記録 (p. 344)」
と、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイルの操作」を参照してください。

手動モニタリングツール
Amazon ECS のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラームの対象外の項目を手動でモ
ニタリングすることです。Trusted Advisor、CloudWatch、その他の AWS コンソールのダッシュボードに
は、AWS 環境の状態が一目でわかるように表示されます。コンテナインスタンスおよびタスクのコンテナ
のログファイルも確認することをお勧めします。

• CloudWatch のホームページ:
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスのヘルスステータス

また、CloudWatch を使用して以下のことを行えます。
• 重要なサービスをモニタリングするためにカスタマイズされたダッシュボードを作成する。
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する。
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索およびブラウズする。
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する。

• AWS Trusted Advisor は、AWS リソースのパフォーマンス、信頼性、セキュリティ、費用効率を向上す
るためのモニタリングに役立ちます。すべてのユーザーは、4 つの Trusted Advisor; チェックを利用で
きます。ビジネスまたはエンタープライズサポートプランのユーザーは、50 以上のチェックを利用でき
ます。詳細については、「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

• AWS Compute Optimizer は、AWS リソースの設定と使用率のメトリクスを分析するサービスで
す。Compute Optimizer は、リソースが最適かどうかを報告し、最適化に関するレコメンデーションを
生成してコストを削減およびワークロードのパフォーマンスを改善します。
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詳細については、「AWS Compute Optimizer 推奨事項 (p. 346)」を参照してください。

Amazon ECS CloudWatch メトリクス
Amazon CloudWatch を使用して Amazon ECS リソースモニタリングすることで、Amazon ECSからraw 
データを収集して、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 週間単位で記録されるため、履歴情報にアクセスしてクラスターやサービスの動作をより的
確に把握できます。Amazon ECS 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 ECS は、クラスターとサービスの CloudWatch メトリクスを収集します。CPU およびメモリ使
用率など、タスクごとのメトリクスに対して Amazon ECS CloudWatch Container Insights を有効にする
必要があります。コンテナインサイトの詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイ
ト (p. 333)」を参照してください。

トピック
• CloudWatch メトリクスの使用 (p. 313)
• 使用できるメトリクスとディメンション (p. 313)
• サービス使用率 (p. 319)
• サービスの RUNNING タスク数 (p. 319)
• Amazon ECS メトリクスの表示 (p. 320)

CloudWatch メトリクスの使用
Fargate 起動タイプを使用するすべての Amazon ECS サービスで CloudWatch の CPU とメモリ使用率の
メトリクスが自動的に有効になるため、手動で有効に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 ECS 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 ECS のメトリクス
Amazon ECS には、リソース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。クラスター全体
の CPU とメモリの予約率と使用率、およびクラスター内のサービスの CPU とメモリの使用率を測定でき
ます。GPU のワークロードについては、クラスター全体の GPU 予約率を測定できます。

使用可能になるメトリクスは、クラスター内のタスクとサービスの起動タイプに応じて変化します。サー
ビスに Fargate 起動タイプを使用する場合、サービスのモニタリングを支援するための CPU とメモリの
使用率メトリクスが提供されます。EC2 起動タイプの場合、Amazon ECS は CPU、メモリ、GPU の予約
率、CPU およびメモリの使用率のメトリクスを、クラスターとサービスレベルで提供します。基盤となる
インフラストラクチャを構成する Amazon EC2 インスタンスを個別にモニタリングする必要があります。

Amazon ECSは、以下のメトリクスを 1 分ごとに CloudWatch に送信します。Amazon ECS がメトリクス
を収集する際は、1 分ごとに、複数のデータポイントを収集します。次に、それらを 1 つのデータポイン
トに集計してから、データを CloudWatch に送信します。したがって、　CloudWatch では、1 つのサンプ
ル数は実際には 1 分間の複数のデータポイントの集計になります。

AWS/ECS 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
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CPUReservation

クラスターでタスクを実行することで予約されている CPU ユニットの割合。

クラスターの CPU 予約率 (このメトリクスは ClusterName でのみフィルタ処理できます) は、クラ
スター内の Amazon ECS タスクによって予約されている CPU ユニットの合計を、クラスター内の
すべてのコンテナインスタンスに登録されている CPU ユニットの合計で割った数として測定されま
す。ステータスが ACTIVE または DRAINING であるコンテナインスタンスのみが、CPU 予約メトリ
クスに影響します。このメトリクスは、EC2 起動タイプを使用するタスクにのみ適用されます。

有効なディメンション: ClusterName。

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 Average です。

単位: パーセント。
CPUUtilization

クラスターやサービスで使用されている CPU の割合。

クラスターの CPU 使用率 (このメトリクスは ServiceName を除く ClusterName でフィルタ処理
されます) は、クラスター内の Amazon ECS タスクによって使用されている CPU ユニットの合計
を、クラスター内のすべてのコンテナインスタンスに登録されている CPU ユニットの合計で割った
数として測定されます。ステータスが ACTIVE または DRAINING であるコンテナインスタンスのみ
が、CPU 使用率メトリクスに影響します。クラスターの CPU 使用率メトリクスは、EC2 起動タイプ
を使用するタスクにのみ適用されます。

サービスの CPU 使用率 ( ClusterName と ServiceName の両方でフィルタリングされたメトリク
ス) は、サービスに属するタスクで使用されている CPU ユニット数を、サービスに属するタスクで
予約されている CPU ユニット数で割った値です。サービスの CPU 使用率メトリクスは、Fargate と 
EC2 の両方の起動タイプを使用するタスクに適用されます。

有効なディメンション: ClusterName、ServiceName。

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 Average です。

単位: パーセント。
MemoryReservation

クラスターでタスクを実行することで予約されているメモリの割合。

クラスターのメモリ予約率 (このメトリクスは ClusterName でのみフィルタ処理できます) は、ク
ラスター内の Amazon ECS タスクによって予約されているメモリの合計を、クラスター内のすべて
のコンテナインスタンスに登録されているメモリの合計で割った数として測定されます。ステータス
が ACTIVE または DRAINING であるコンテナインスタンスのみが、メモリ予約メトリクスに影響しま
す。このメトリクスは、EC2 起動タイプを使用するタスクにのみ適用されます。

有効なディメンション: ClusterName。

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 Average です。

単位: パーセント。
MemoryUtilization

クラスターやサービスで利用されるメモリの割合。

クラスターのメモリ使用率 (このメトリクスは ServiceName を除く ClusterName でフィルタ処理
されます) は、クラスター内の Amazon ECS タスクによって使用されているメモリの合計を、クラス
ター内のすべてのコンテナインスタンスに登録されているメモリの合計で割った数として測定されま
す。ステータスが ACTIVE または DRAINING であるコンテナインスタンスのみが、メモリ使用率メト
リクスに影響します。クラスターのメモリ使用率メトリクスは、EC2 起動タイプを使用するタスクに
のみ適用されます。
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サービスメモリの使用率は (メトリクスは ClusterName と ServiceName 出フィルタリングされま
す)、サービスに付属するタスク数をサービスに属するタスクのためのメモリ総数で割った数で使用中
の合計メモリを測定します。サービスのメモリ使用率メトリクスは、Fargate と EC2 の両方の起動タ
イプを使用するタスクに適用されます。

有効なディメンション: ClusterName、ServiceName。

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 Average です。

単位: パーセント。
GPUReservation

使用可能な GPUs の合計に対する、クラスター内の実行中のタスクによって予約されている GPU の
割合。

クラスター GPU の予約率は、クラスター内の Amazon ECS タスクによって予約された GPU の数
を、クラスター内のすべての GPU 対応コンテナインスタンスで使用可能であった GPU の合計で割っ
た数として測定されます。ステータスが ACTIVE または DRAINING であるコンテナインスタンスのみ
が、GPU 予約メトリクスに影響します。

有効なディメンション: ClusterName。

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 Average です。

単位: パーセント。
ActiveConnectionCount

選択した DiscoveryName を共有するタスクで実行される、クライアントから Amazon ECS Service 
Connect プロキシへの、アクティブな同時接続の総数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: DiscoveryName および DiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
NewConnectionCount

選択した DiscoveryName を共有するタスクで実行される、クライアントから Amazon ECS Service 
Connect プロキシに確立された新しい接続の総数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: DiscoveryName および DiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
ProcessedBytes

Service Connect プロキシによって処理されたインバウンドトラフィックの総バイト数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: DiscoveryName および DiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。
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単位: バイト
RequestCount

Service Connect プロキシによって処理されたインバウンドトラフィックリクエストの数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: DiscoveryName および DiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
GrpcRequestCount

Service Connect プロキシによって処理された gRPC インバウンドトラフィックリクエストの数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定していて、タスク定義のポートマッピング
で appProtocol が GRPC である場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: DiscoveryName および DiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
HTTPCode_Target_2XX_Count

これらのタスクによってアプリケーションによって生成された 200 から 299 の数字の HTTP レスポン
スコードの数。これらのタスクがターゲットです。このメトリクスは、これらのタスクでアプリケー
ションによって Service Connect プロキシに送信された応答のみをカウントし、直接送信された応答
はカウントしません。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定していて、タスク定義のポートマッピング
で appProtocol が HTTP または HTTP2 である場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
HTTPCode_Target_3XX_Count

これらのタスクによってアプリケーションによって生成された 300 から 399 の数字の HTTP レスポン
スコードの数。これらのタスクがターゲットです。このメトリクスは、これらのタスクでアプリケー
ションによって Service Connect プロキシに送信された応答のみをカウントし、直接送信された応答
はカウントしません。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定していて、タスク定義のポートマッピング
で appProtocol が HTTP または HTTP2 である場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
HTTPCode_Target_4XX_Count

これらのタスクによってアプリケーションによって生成された 400 から 499 の数字の HTTP レスポン
スコードの数。これらのタスクがターゲットです。このメトリクスは、これらのタスクでアプリケー
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ションによって Service Connect プロキシに送信された応答のみをカウントし、直接送信された応答
はカウントしません。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定していて、タスク定義のポートマッピング
で appProtocol が HTTP または HTTP2 である場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
HTTPCode_Target_5XX_Count

これらのタスクによってアプリケーションによって生成された 500 から 599 の数字の HTTP レスポン
スコードの数。これらのタスクがターゲットです。このメトリクスは、これらのタスクでアプリケー
ションによって Service Connect プロキシに送信された応答のみをカウントし、直接送信された応答
はカウントしません。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定していて、タスク定義のポートマッピング
で appProtocol が HTTP または HTTP2 である場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
RequestCountPerTarget

選択した DiscoveryName を共有する各ターゲットによって受信されたリクエストの平均数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: カウント
TargetProcessedBytes

Service Connect プロキシによって処理された総バイト数。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。

有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: バイト
TargetResponseTime

アプリケーションリクエスト処理のレイテンシー。リクエストがターゲットタスクの Service Connect 
プロキシに到達してから、ターゲットアプリケーションからの応答がプロキシに受信されるまでの経
過時間 (ミリ秒)。

このメトリクスは、Amazon ECS Service Connect を設定した場合にのみ使用できます。
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有効なディメンション: TargetDiscoveryName および TargetDiscoveryName, ServiceName, 
ClusterName。

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 Average です。

単位: ミリ秒

Note

EC2 起動タイプを使用するタスク、および Linux コンテナインスタンスがある場合、Amazon 
ECS コンテナエージェントは Docker stats メトリクスを利用して、インスタンスで実行中の
各コンテナの CPU およびメモリデータを収集します。バーストパフォーマンスインスタンス 
(T3、T3a、および T2 インスタンス) の場合、CPU 使用率メトリクスには、インスタンスレベル
の CPU メトリクスとは異なるデータが反映される場合があります。

Amazon ECS メトリクスのディメンション
Amazon ECS メトリックスは AWS/ECS 名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリックスを提供
しています。ディメンションのメトリクスは、期間中にタスクが実行されているリソースのみを反映しま
す。たとえば、クラスターに 1 つのサービスがあるが、このサービスに RUNNING 状態のタスクがない場
合、CloudWatch に送信されるメトリクスはありません。2 つのサービスがあり、1 つに実行中のタスクが
あるが、別の 1 つに実行中のタスクがない場合、実行中のタスクがあるサービスのメトリクスのみが送信
されます。

ClusterName

このディメンションにより、指定したクラスター内のすべてのリソースから、リクエストしたデータ
がフィルタ処理されます。すべての Amazon ECS メトリクスは ClusterName でフィルタ処理され
ます。

ServiceName

このディメンションにより、指定したクラスター内の特定サービスのすべてのリソースから、リクエ
ストしたデータがフィルタ処理されます。

DiscoveryName

このディメンションは、トラフィックメトリクスをリクエストするデータを、すべての Amazon ECS 
クラスター全体の指定された Service Connect 検出名にフィルタリングします。

実行中のコンテナ内の特定のポートには、複数の検出名を指定できることに注意してください。
DiscoveryName, ServiceName, ClusterName

このディメンションは、トラフィックメトリクスをリクエストするデータを、このクラスター内のこ
のサービスによって作成された、この検出名を持つタスク全体の指定された Service Connect 検出名
にフィルタリングします。

異なる名前空間の複数のサービスで同じ検出名を再利用した場合、このディメンションを使用して特
定のサービスのインバウンドトラフィックメトリクスを確認できます。

実行中のコンテナ内の特定のポートには、複数の検出名を指定できることに注意してください。
TargetDiscoveryName

このディメンションは、トラフィックメトリクスをリクエストするデータを、すべての Amazon ECS 
クラスター全体の指定された Service Connect 検出名にフィルタリングします。

DiscoveryName とは異なり、このトラフィックメトリクスは、この名前空間に Service Connect 設
定がある他の Amazon ECS タスクから送信される、この DiscoveryName へのインバウンドトラ
フィックのみを測定します。これには、クライアントのみ、またはクライアントとサーバーの Service 
Connect 設定を使用したサービスによって実行されるタスクが含まれます。
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実行中のコンテナ内の特定のポートには、複数の検出名を指定できることに注意してください。
TargetDiscoveryName, ServiceName, ClusterName

このディメンションは、トラフィックメトリクスにリクエストしたデータを指定された Service 
Connect 検出名にフィルタリングしますが、このクラスター内のこのサービスによって作成されたタ
スクからのトラフィックのみをカウントします。

このディメンションを使用して、別のサービスの特定のクライアントからのインバウンドトラフィッ
クメトリクスを確認できます。

DiscoveryName, ServiceName, ClusterName とは異なり、このトラフィックメトリクス
は、この名前空間に Service Connect 設定がある他の Amazon ECS タスクから送信される、この
DiscoveryName へのインバウンドトラフィックのみを測定します。これには、クライアントのみ、
またはクライアントとサーバーの Service Connect 設定を使用したサービスによって実行されるタス
クが含まれます。

実行中のコンテナ内の特定のポートには、複数の検出名を指定できることに注意してください。

サービス使用率
サービスの使用率は、サービスのタスク定義で指定された CPU およびメモリに対する、クラスターの
サービスに属する Amazon ECS タスクによって使用されている CPU とメモリの比率として測定されま
す。このメトリクスは、Fargate 起動タイプを使用するタスクを含むサービスでサポートされています。

                                      (Total CPU units used by tasks in service) x 100
Service CPU utilization =  
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                           (Total CPU units specified in task definition) x (number of 
 tasks in service)

                                         (Total MiB of memory used by tasks in service) x 
 100
Service memory utilization =  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
                              (Total MiB of memory specified in task definition) x (number 
 of tasks in service)

各タスクに関連付けられている各 の Amazon ECS コンテナエージェントは毎分、のサービスが所有する
各タスクで現在使用されている CPU ユニット数とメモリの MiB を計算し、この情報は Amazon ECS にレ
ポートされます。クラスターで実行中のサービスが所有するすべてのタスクで使用されている CPU とメ
モリの合計が計算され、その数字がサービスのタスク定義でサービス用に指定されたリソースの合計に対
する比率として CloudWatch にレポートされます。ソフト制限 (memoryReservation) を指定した場合、
予約メモリの容量を計算するためにその制限が使用されます。それ以外の場合は、ハード制限 (memory) 
が使用されます。ハード制限とソフト制限の詳細については、[Task Definition Parameters] (タスク定義パ
ラメータ) を参照してください。

Note

この例では、CPU 単位がコンテナレベルで定義されている場合に、CPU 使用率が 100% を超え
るだけです。タスク・レベルで CPU ユニットを定義した場合、使用率は定義されたタスク・レベ
ルの制限を超えません。

サービスの RUNNING タスク数
CloudWatch メトリクスを使用して、RUNNING 状態のサービス内のタスク数を表示できます。たとえば、
このメトリクスに CloudWatch アラームを設定して、サービスで実行中のタスクの数が指定された値を下
回った場合にアラートを送信できます。

319

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/task_definition_parameters.html#container_definitions


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
Amazon ECS メトリクスの表示

Amazon ECS CloudWatch Container Insights のサービス
RUNNING タスク数
Amazon ECS CloudWatch Container Insights を使用すると、[Number of Running Tasks] (実行中のタスク
の数) (RunningTaskCount) メトリクスがクラスターごとおよびサービスごとに利用できます。Container 
Insights は、containerInsights アカウント設定にオプトインして作成された新しいすべてのクラ
スターで、またはクラスター作成時にクラスター設定を有効にすることで個々のクラスターで、または 
UpdateClusterSettings API を使用して既存のクラスターで、使用できます。CloudWatch Container インサ
イトによって収集されたメトリクスは、カスタムメトリクスとして課金されます。CloudWatch の料金の
詳細については、 CloudWatch の料金をご覧ください。

このメトリクスを表示するには、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon ECS Container 
Insights のメトリクス」を参照してください。

Amazon ECS が提供するメトリクスからのサービス RUNNING タ
スク数
ただし、Amazon ECS は、追加コストなしでモニタリングメトリクスを提供します。これらのメトリクス
を使用して実行中のタスクをカウントするには、CloudWatch コンソールで以下のステップに従います。

サービスの実行中のタスク数を表示するには

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)、[All metrics] (すべてのメトリクス) を選択します。
3. [Browse] (ブラウズ) タブで、[ECS] (ECS) 名前空間を選択します。
4. [ClusterName]、[ServiceName] を選択してから、実行中のタスクを表示するサービスに対応したメト

リクス (CPUUtilization または MemoryUtilization) を選択します。
5. [グラフ化したメトリクス] タブで、[期間] を [1 分] に、[統計] を [サンプル数] に変更します。

グラフに表示された値は、サービスの RUNNING タスクの数を示しています。

Amazon ECS メトリクスの表示
Amazon ECS の CloudWatch メトリクスを有効にすると、Amazon ECS と CloudWatch のコンソールでこ
れらのメトリクスを表示できます。Amazon ECS コンソールでは、サービスのメトリクスの 24 時間の最
大、最小、平均が表示されます。CloudWatch コンソールでは、リソースを詳細でカスタマイズ可能な表
示で示します。また、サービスの実行中タスク数も表示します。

トピック
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• Amazon ECS コンソールでのサービスメトリクスの表示 (p. 321)
• CloudWatch コンソールを使用してAmazon ECS メトリクスを表示するには (p. 321)

Amazon ECS コンソールでのサービスメトリクスの表示
Amazon ECS サービスの CPU とメモリの使用率メトリクスを Amazon ECS サービス コンソールで使用
できます。サービスメトリクスについてのビューには、過去 24 時間の平均値、最小値、最大値が、5 分ご
とのデータポイントとともに表示されます。詳細については、「サービス使用率 (p. 319)」を参照してく
ださい。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. メトリクスを表示するクラスターを選択します。
3. [Cluster: cluster-name] (クラスター: クラスター名) ページで、サービスを選択します。

このメトリクスは、[正常性とメトリクス] で確認できます。

CloudWatch コンソールを使用してAmazon ECS メトリクスを表
示するには
Amazon ECS サービスのメトリクスも CloudWatch コンソールに表示できます。コンソールで Amazon 
ECS 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。
サービス使用率とサービス実行中のタスク数を表示できます。

AWS Fargate 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。

AWS Fargate 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。Fargate のサービスのクォータ
の詳細については、「AWS Fargate Service Quotas (p. 304)」を参照してください。

AWS Fargate 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

ResourceCount アカウントで実行されている指定されたリソースの合計数。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。

以下のディメンションは、AWS Fargate 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。AWS Fargate 使用状況メ
トリクスの場合、このディメンションの値は Fargate です。
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ディメンション 説明

Type レポートされるエンティティのタイプ。現在、AWS Fargate 使用状
況メトリクスの有効な値は Resource のみです。

Resource 実行中のリソースタイプ。実行中のリソースタイプ。現在、AWS 
Fargate 使用状況メトリクスの有効な値は vCPU のみです。これは、
実行中のインスタンスに関する情報を返します。

Class 追跡されているリソースのクラス。追跡されているリソースの
クラス。Resource ディメンションの値として vCPU を使用する 
AWS Fargate 使用状況メトリクスの場合、有効な値は Standard/
OnDemand と Standard/Spot です。

Fargate のリソース使用状況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
AWS Fargate は、Fargate オンデマンドリソース使用状況の AWS のサービスクォータに対応する 
CloudWatch 使用状況メトリクスを提供します。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、
「AWS Fargate 使用状況メトリクス (p. 321)」を参照してください。

以下の手順を使用して、Fargate リソース使用状況メトリクスに基づく CloudWatch アラームを作成しま
す。

Fargate 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 サービス] リストから、[AWS Fargate] を探して選択します。
4. [サービスクォータ] リストで、アラームを作成する Fargate 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。
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。

Amazon ECS イベントおよびEventBridge
Amazon EventBridge を使用すると、AWS の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
リソース変更といった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。どのイベントに興味があるのか、イベントがルールに一
致した場合にどのように自動的に実行するアクションをとるのか簡単なルールを指定して書き込みするこ
とができます。自動的に設定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 Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに通知する
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EventBridge ルールの作成の詳細については、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 ECS の Eventbridge イベントを使用して、Amazon ECS クラスターの現在の状態に関するほぼリ
アルタイムの通知を受け取ることができます。Fargate 起動タイプを使用する際にである場合、タスクの
状態を確認できます。サービスの場合、サービスの正常性に関連するイベントを表示できます。

Eventbridge を使用して Amazon ECS 上にカスタムスケジューラを構築し、クラスター間のタスクを調
整するとともに、クラスターの状態をほぼリアルタイムにモニタリングできます。Amazon ECS サー
ビス に対してAmazon ECS 状態の変更を絶え間なくポーリングするスケジューリングおよびモニタリ
ングのコードをなくし、代わりに、Eventbridge ターゲットを使用して非同期的に 状態の変更に対応で
きます。ターゲットには、AWS Lambda、Amazon Simple Queue Service、Amazon Simple Notification 
Service、Amazon Kinesis Data Streams

Amazon ECS イベントストリームは、イベントごとに少なくとも 1 回必ず送信されます。重複したイベン
トが送信された場合、イベントには重複を識別できるだけの十分な情報が備わっています。詳細について
は、「イベントの処理 (p. 331)」を参照してください。

イベントは相対的な順番になっているため、特定のイベントがいつ発生したかは、他のイベントとの前後
関係から簡単に判断できます。

トピック
• Amazon ECS イベント (p. 323)
• イベントの処理 (p. 331)

Amazon ECS イベント
Amazon ECS は、各タスクとサービスの状態を追跡します。タスクやサービスの状態が変わると、イベン
トが生成され、Amazon EventBridge に送信されます。これらのイベントは、タスク状態変更イベントお
よびサービスアクションイベントとして分類されます。各イベントとその考えられる原因については、以
下のセクションで詳しく説明します。

Note

今後、Amazon ECS には他の種類のイベント、ソース、詳細が追加される場合があります。コー
ドのイベント JSON データを逆シリアル化する場合は、不明なプロパティが追加されたときに問
題が発生しないように、アプリケーションで不明なプロパティに対応する準備を整えます。

コンテナ状態変更イベントとタスク状態変更イベントには 2 つの version フィールドがあります。1 つ
はイベントの本体で、もう 1 つはイベントの detail オブジェクトです。次に、これら 2 つのフィールド
の違いについて説明します。

• イベントの本文の version フィールドは、すべてのイベントで 0 に設定されています。EventBridge 
パラメータの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントとイベントパ
ターン」を参照してください。

• イベントの detail オブジェクトの version フィールドは、関連付けられているリソースのバージョ
ンについて説明します。リソースの状態が変わるたびに、このバージョンはインクリメントされます。
イベントは複数回送信できるため、このフィールドで重複するイベントを識別できます。重複するイベ
ントには、detail オブジェクト内で同じバージョンがあります。 イベントでレプリケートする場合
は、Amazon ECS API から報告されるリソースのバージョンとリソースの EventBridge で報告される
バージョン (detail オブジェクト内) を比較して、イベントストリームのバージョンが最新であること
を確認できます。

サービスアクションイベントには、本体の version フィールドのみが含まれます。

このトピックの後の例を紹介しています。Amazon ECS と EventBridge を統合する方法に関する追加情報
については、「Amazon EventBridge と Amazon ECS の統合」を参照してください。
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タスク状態変更イベント
以下の場合は、タスク状態変更イベントが発生します。

ユーザーが StartTask、RunTask、StopTask API オペレーションを直接または AWS Management 
Console、AWS CLI、SDKs 経由で呼び出します。

タスクを開始または停止すると、新しいタスクリソースが作成されるか、既存のタスクリソースの状
態が変更されます。

Amazon ECS サービススケジューラがタスクを開始または停止する。

タスクを開始または停止すると、新しいタスクリソースが作成されるか、既存のタスクリソースの状
態が変更されます。

Amazon ECS コンテナエージェントが SubmitTaskStateChange API オペレーションを呼び出す。

Amazon ECS コンテナエージェントはでタスクの状態をモニタリングし、状態に変更があるとレポー
トします。状態の変更には、PENDING から RUNNING または RUNNING から STOPPED への変更が含
まれます。

タスクのコンテナの状態が変わる。

Amazon ECS コンテナエージェントは、タスク内のコンテナの状態をモニタリングします。たとえ
ば、タスク内で実行されているコンテナが停止すると、このコンテナの状態変更に伴ってイベントが
生成されます。

Fargate Spot キャパシティープロバイダーを使用するタスクは、終了通知を受け取ります。

タスクが FARGATE_SPOT キャパシティープロバイダーを使用していて、スポットの中断により停止
すると、タスク状態変更イベントが生成されます。

Example タスク状態変更イベント

タスク状態変更イベントは、次の形式で配信されます。以下の detail セクションは、「Amazon Elastic 
Container Service API リファレンス」の DescribeTasks API オペレーションから返される Task オブ
ジェクトに似ています。コンテナが Amazon ECR でホストされているイメージを使用している場合
は、imageDigest フィールドが返されます。

Note

createdAt、connectivityAt、pullStartedAt、startedAt、pullStoppedAt、updatedAt
の各フィールド値は、DescribeTasks アクションのレスポンスでは UNIX タイムスタンプであ
り、タスク状態変更イベントでは ISO 文字列タイムスタンプです。

CloudWatch Events パラメータの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベン
トとイベントパターン」を参照してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3317b2af-7005-947d-b652-f55e762e571a", 
    "detail-type": "ECS Task State Change", 
    "source": "aws.ecs", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2020-01-23T17:57:58Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/
c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad" 
    ], 
    "detail": { 
        "attachments": [ 
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            { 
                "id": "1789bcae-ddfb-4d10-8ebe-8ac87ddba5b8", 
                "type": "eni", 
                "status": "ATTACHED", 
                "details": [ 
                    { 
                        "name": "subnetId", 
                        "value": "subnet-abcd1234" 
                    }, 
                    { 
                        "name": "networkInterfaceId", 
                        "value": "eni-abcd1234" 
                    }, 
                    { 
                        "name": "macAddress", 
                        "value": "0a:98:eb:a7:29:ba" 
                    }, 
                    { 
                        "name": "privateIPv4Address", 
                        "value": "10.0.0.139" 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "availabilityZone": "us-west-2c", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/FargateCluster", 
        "containers": [ 
            { 
                "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/
cf159fd6-3e3f-4a9e-84f9-66cbe726af01", 
                "lastStatus": "RUNNING", 
                "name": "FargateApp", 
                "image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-
repository:latest", 
                "imageDigest": 
 "sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6", 
                "runtimeId": 
 "ad64cbc71c7fb31c55507ec24c9f77947132b03d48d9961115cf24f3b7307e1e", 
                "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/
c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad", 
                "networkInterfaces": [ 
                    { 
                        "attachmentId": "1789bcae-ddfb-4d10-8ebe-8ac87ddba5b8", 
                        "privateIpv4Address": "10.0.0.139" 
                    } 
                ], 
                "cpu": "0" 
            } 
        ], 
        "createdAt": "2020-01-23T17:57:34.402Z", 
        "launchType": "FARGATE", 
        "cpu": "256", 
        "memory": "512", 
        "desiredStatus": "RUNNING", 
        "group": "family:sample-fargate", 
        "lastStatus": "RUNNING", 
        "overrides": { 
            "containerOverrides": [ 
                { 
                    "name": "FargateApp" 
                } 
            ] 
        }, 
        "connectivity": "CONNECTED", 
        "connectivityAt": "2020-01-23T17:57:38.453Z", 
        "pullStartedAt": "2020-01-23T17:57:52.103Z", 
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        "startedAt": "2020-01-23T17:57:58.103Z", 
        "pullStoppedAt": "2020-01-23T17:57:55.103Z", 
        "updatedAt": "2020-01-23T17:57:58.103Z", 
        "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/FargateCluster/
c13b4cb40f1f4fe4a2971f76ae5a47ad", 
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task-definition/sample-
fargate:1", 
        "version": 4, 
        "platformVersion": "1.3.0" 
    }
}

サービスアクションイベント
Amazon ECS は、詳細タイプ ECS サービスアクションのサービスアクションイベントを送信します。コ
ンテナインスタンスおよびタスク状態変更イベントとは異なり、サービスアクションイベントの details
レスポンスフィールドにバージョン番号は含まれません。次に、Amazon ECS サービス アクションイ
ベントの EventBridge ルールを作成するために使用されるイベントパターンを示します。詳細について
は、Amazon EventBridge ユーザーガイド の「EventBridge ルールを作成する」 を参照してください。

{ 
    "source": [ 
        "aws.ecs" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "ECS Service Action" 
    ]
}

Amazon ECS は、INFO、WARN、ERROR イベントタイプのイベントを送信します。以下はサービスアク
ションイベントです。

INFO イベントタイプのサービスアクションイベント

SERVICE_STEADY_STATE

サービスは正常であり、目的のタスクの数であるため、安定した状態に達します。サービススケ
ジューラは定期的にステータスを報告するため、このメッセージを複数回受信する場合があります。

TASKSET_STEADY_STATE

タスクセットは正常で、目的のタスクの数であるため、定常状態に達します。
CAPACITY_PROVIDER_STEADY_STATE

サービスに関連付けられたキャパシティープロバイダーが定常状態に達します。
SERVICE_DESIRED_COUNT_UPDATED

サービススケジューラが、サービスまたはタスクセットに対して計算された目的のカウントを更新す
るとき。このイベントは、目的のカウントがユーザーによって手動で更新されるときには送信されま
せん。

WARN イベントタイプのサービスアクションイベント

SERVICE_TASK_START_IMPAIRED

サービスは一貫してタスクを正常に起動することができません。
SERVICE_DISCOVERY_INSTANCE_UNHEALTHY

サービス検出を使用するサービスに、異常なタスクが含まれています。サービススケジューラは、
サービスレジストリ内のタスクが正常でないことを検出します。
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ERROR イベントタイプのサービスアクションイベント

SERVICE_DAEMON_PLACEMENT_CONSTRAINT_VIOLATED

DAEMON サービススケジューラ戦略を使用するサービス内のタスクは、サービスの配置制約戦略を満
たさなくなりました。

ECS_OPERATION_THROTTLED

Amazon ECS API スロットルの制限により、サービススケジューラが調整されました。
SERVICE_DISCOVERY_OPERATION_THROTTLED

AWS Cloud Map API スロットルの制限により、サービススケジューラが調整されました。これは、
サービス検出を使用するように設定されたサービスで発生する可能性があります。

SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE

サービススケジューラがタスクを配置できません。原因は、reason フィールドに説明されます。

このサービスイベントが生成される一般的な原因は、タスクを配置するためのクラスターでリソース
が不足しているためです。たとえば、使用可能なコンテナインスタンスに CPU またはメモリ容量が
不足しているか、使用可能なコンテナインスタンスがない場合などです。もう 1 つの一般的な原因
は、Amazon ECS コンテナエージェントがコンテナインスタンスで切断され、スケジューラがタスク
を配置できない場合です。

SERVICE_TASK_CONFIGURATION_FAILURE

設定エラーのため、サービススケジューラがタスクを配置できません。原因は、reason フィールド
に説明されます。

このサービスイベントが生成される一般的な原因は、タグがサービスに適用されてはいるが、ユー
ザーまたはロールがリージョンで新しい Amazon リソースネーム (ARN) 形式にオプトインしていない
ためです。詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と ID (p. 196)」を参照してください。
もう 1 つの一般的な原因は、Amazon ECS が提供されたタスク IAM ロールを継承できなかったこと
です。

Example サービス定常状態イベント

サービス定常状態イベントは、次の形式で配信されます。EventBridge パラメータの詳細については、
「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントとイベントパターン」を参照してください。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "af3c496d-f4a8-65d1-70f4-a69d52e9b584", 
    "detail-type": "ECS Service Action", 
    "source": "aws.ecs", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-11-19T19:27:22Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventType": "INFO", 
        "eventName": "SERVICE_STEADY_STATE", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
        "createdAt": "2019-11-19T19:27:22.695Z" 
    }
}

Example キャパシティープロバイダー定常状態イベント

キャパシティプロバイダーの定常状態イベントは、次の形式で配信されます。
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{ 
    "version": "0", 
    "id": "b9baa007-2f33-0eb1-5760-0d02a572d81f", 
    "detail-type": "ECS Service Action", 
    "source": "aws.ecs", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-11-19T19:37:00Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventType": "INFO", 
        "eventName": "CAPACITY_PROVIDER_STEADY_STATE", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
        "capacityProviderArns": [ 
            "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:capacity-provider/ASG-tutorial-capacity-
provider" 
        ], 
        "createdAt": "2019-11-19T19:37:00.807Z" 
    }
}

Example サービスタスク開始障害イベント

サービスタスク開始障害イベントは、次の形式で配信されます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "57c9506e-9d21-294c-d2fe-e8738da7e67d", 
    "detail-type": "ECS Service Action", 
    "source": "aws.ecs", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-11-19T19:55:38Z", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventType": "WARN", 
        "eventName": "SERVICE_TASK_START_IMPAIRED", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
        "createdAt": "2019-11-19T19:55:38.725Z" 
    }
}

Example サービスタスク配置失敗イベント

サービスタスク配置失敗イベントは、次の形式で配信されます。EventBridge パラメータの詳細について
は、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントとイベントパターン」を参照してください。

次の例では、タスクは FARGATE_SPOT キャパシティープロバイダーを使用しようとしましたが、サービ
ススケジューラは Fargate Spot キャパシティーを取得できませんでした。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6d0468b", 
    "detail-type": "ECS Service Action", 
    "source": "aws.ecs", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-11-19T19:55:38Z", 
    "region": "us-west-2", 
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    "resources": [ 
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
    ], 
    "detail": { 
        "eventType": "ERROR", 
        "eventName": "SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE", 
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
        "capacityProviderArns": [ 
            "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:capacity-provider/FARGATE_SPOT" 
        ], 
        "reason": "RESOURCE:FARGATE", 
        "createdAt": "2019-11-06T19:09:33.087Z" 
    }
}

次の EC2 起動タイプの例では、コンテナインスタンス 2dd1b186f39845a584488d2ef155c131 でタス
クを起動しようとしたが、CPU が不十分なため、サービススケジューラがタスクを実行できませんでし
た。

{ 
  "version": "0", 
  "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6d0468b", 
  "detail-type": "ECS Service Action", 
  "source": "aws.ecs", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2019-11-19T19:55:38Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
  ], 
  "detail": { 
    "eventType": "ERROR", 
    "eventName": "SERVICE_TASK_PLACEMENT_FAILURE", 
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
    "containerInstanceArns": [ 
    "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container-instance/
default/2dd1b186f39845a584488d2ef155c131" 
    ], 
    "reason": "RESOURCE:CPU", 
    "createdAt": "2019-11-06T19:09:33.087Z" 
  }
}

サービスデプロイ状態変更イベント
Amazon ECS は、詳細タイプの [ ECS Deployment State Change ] を使用してサービスデプロイ状態変更
イベントを送信します。以下は、Amazon ECS サービスデプロイ状態変更イベントの Eventbridgeルール
を作成するために使用されるイベントパターンです。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガ
イド の「EventBridge ルールを作成する」 を参照してください。

{ 
    "source": [ 
        "aws.ecs" 
    ], 
    "detail-type": [ 
        "ECS Deployment State Change" 
    ]
}

Amazon ECS は、INFO、と ERROR イベントタイプのイベントを送信します。次に、サービスデプロイ状
態の変更イベントを示します。

329

https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/create-eventbridge-rule.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
Amazon ECS イベント

SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS

サービスデプロイは進行中です。このイベントは、初期デプロイとロールバックデプロイの両方で送
信されます。

SERVICE_DEPLOYMENT_COMPLETED

サービスのデプロイが完了しました。このイベントは、デプロイ後にサービスが定常状態になると、
送信されます。

SERVICE_DEPLOYMENT_FAILED

サービスのデプロイに失敗しました。このイベントは、デプロイサーキットブレーカーロジックが有
効になっているサービスに対して送信されます。

Example サービスデプロイ進行中イベント

サービスデプロイ進行中イベントは、初期デプロイとロールバックデプロイの両方の開始時に配信されま
す。両者の違いは reason フィールドにあります。EventBridge パラメータの詳細については、「Amazon 
EventBridge ユーザーガイド」の「イベントとイベントパターン」を参照してください。

次に、初期デプロイが開始された場合の出力例を示します。

{ 
   "version": "0", 
   "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3a6EXAMPLE", 
   "detail-type": "ECS Deployment State Change", 
   "source": "aws.ecs", 
   "account": "111122223333", 
   "time": "2020-05-23T12:31:14Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources": [  
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
   ], 
   "detail": { 
        "eventType": "INFO",  
        "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS", 
        "deploymentId": "ecs-svc/123", 
        "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z", 
        "reason": "ECS deployment deploymentId in progress." 
   }
}

次に、ロールバックデプロイが開始された場合の出力例を示します。reason フィールドには、サービス
がロールバックされるデプロイの ID を指定します。

{ 
   "version": "0", 
   "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3aEXAMPLE", 
   "detail-type": "ECS Deployment State Change", 
   "source": "aws.ecs", 
   "account": "111122223333", 
   "time": "2020-05-23T12:31:14Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources": [  
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
   ], 
   "detail": { 
        "eventType": "INFO",  
        "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_IN_PROGRESS", 
        "deploymentId": "ecs-svc/123", 
        "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z", 
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        "reason": "ECS deployment circuit breaker: rolling back to 
 deploymentId deploymentID." 
   }
}

Example サービスデプロイ完了イベント

サービスデプロイ完了状態イベントは、次の形式で配信されます。詳細については、「ローリング更
新 (p. 241)」を参照してください。

{ 
   "version": "0", 
   "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3aEXAMPLE", 
   "detail-type": "ECS Deployment State Change", 
   "source": "aws.ecs", 
   "account": "111122223333", 
   "time": "2020-05-23T12:31:14Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources": [  
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
   ], 
   "detail": { 
        "eventType": "INFO",  
        "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_COMPLETED", 
        "deploymentId": "ecs-svc/123", 
        "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z", 
        "reason": "ECS deployment deploymentID completed." 
   }
}

Example サービスデプロイ失敗イベント

サービスデプロイ失敗イベントは、次の形式で配信されます。サービスデプロイ失敗状態イベントは、デ
プロイサーキットブレーカーロジックが有効になっているサービスに対してのみ送信されます。詳細につ
いては、「ローリング更新 (p. 241)」を参照してください。

{ 
   "version": "0", 
   "id": "ddca6449-b258-46c0-8653-e0e3aEXAMPLE", 
   "detail-type": "ECS Deployment State Change", 
   "source": "aws.ecs", 
   "account": "111122223333", 
   "time": "2020-05-23T12:31:14Z", 
   "region": "us-west-2", 
   "resources": [  
        "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:service/default/servicetest" 
   ], 
   "detail": { 
        "eventType": "ERROR",  
        "eventName": "SERVICE_DEPLOYMENT_FAILED", 
        "deploymentId": "ecs-svc/123", 
        "updatedAt": "2020-05-23T11:11:11Z", 
        "reason": "ECS deployment circuit breaker: task failed to start." 
   }
}

イベントの処理
Amazon ECS は、少なくとも 1 回 の割合でイベントを送信します。つまり、イベントごとに複数のコ
ピーを受け取る場合があります。さらに、イベントは発生順にイベントリスナーに送信されない場合があ
ります。
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イベントを適切に順序付けられるように、各イベントの detail セクションには version プロパティが
含まれています。リソースの状態が変わるたびに、この version はインクリメントされます。重複する
イベントには、detail オブジェクト内で同じ version バージョンがあります。EventBridge を使用して 
タスクの状態を複製する場合は、 Amazon ECS API によって報告されたリソースのバージョンを、リソー
スの EventBridgeで報告されたものと比較して、 version イベントストリームのバージョンが最新である
ことを確認できます。バージョンプロパティ番号が高いイベントは、バージョン番号が低いイベントより
後で発生したものとして処理されます。

例: AWS Lambda 関数でのイベントの処理
以下の例では、Python 2.7で書かれた Lambda 関数で、タスクの状態変化イベントを取得し、以下の 
Amazon DynamoDB テーブルに保存します。

• ECSTaskState  – タスクの最新状態を保存します。テーブル ID は、タスクの taskArn 値です。

import json
import boto3

def lambda_handler(event, context): 
    id_name = "" 
    new_record = {} 

    # For debugging so you can see raw event format. 
    print('Here is the event:') 
    print(json.dumps(event)) 

    if event["source"] != "aws.ecs": 
       raise ValueError("Function only supports input from events with a source type of: 
 aws.ecs") 

    # Switch on task/container events. 
    table_name = "" 
    if event["detail-type"] == "ECS Task State Change": 
        table_name = "ECSTaskState" 
        id_name = "taskArn" 
        event_id = event["detail"]["taskArn"] 
    else: 
        raise ValueError("detail-type for event is not a supported type. Exiting without 
 saving event.") 

    new_record["cw_version"] = event["version"] 
    new_record.update(event["detail"]) 

    # "status" is a reserved word in DDB, but it appears in containerPort 
    # state change messages. 
    if "status" in event: 
        new_record["current_status"] = event["status"] 
        new_record.pop("status") 

    # Look first to see if you have received a newer version of an event ID. 
    # If the version is OLDER than what you have on file, do not process it. 
    # Otherwise, update the associated record with this latest information. 
    print("Looking for recent event with same ID...") 
    dynamodb = boto3.resource("dynamodb", region_name="us-east-1") 
    table = dynamodb.Table(table_name) 
    saved_event = table.get_item( 
        Key={ 
            id_name : event_id 
        } 
    ) 
    if "Item" in saved_event: 

332



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
CloudWatch コンテナインサイト

        # Compare events and reconcile. 
        print("EXISTING EVENT DETECTED: Id " + event_id + " - reconciling") 
        if saved_event["Item"]["version"] < event["detail"]["version"]: 
            print("Received event is a more recent version than the stored event - 
 updating") 
            table.put_item( 
                Item=new_record 
            ) 
        else: 
            print("Received event is an older version than the stored event - ignoring") 
    else: 
        print("Saving new event - ID " + event_id) 

        table.put_item( 
            Item=new_record 
        )

Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト
CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスのメトリクス
とログを収集、集約、要約します。このメトリクスには、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどの
リソース使用率が含まれます。メトリクスは、CloudWatch 自動ダッシュボードで使用できます。Amazon 
ECS コンテナインサイトメトリクスの一覧については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「Amazon ECS コンテナインサイトメトリクスの表示」を参照してください。

運用データは、パフォーマンスログイベントとして収集されます。これらは、高濃度データを大規模に取
り込み、保存できる、構造化された JSON スキーマを使用するエントリです。CloudWatch はこのデータ
から、クラスター、サービスおよびサービスレベルで、高レベルの集約されたメトリクスを CloudWatch 
メトリクスとして作成します。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon 
ECS のコンテナインサイトメトリクス」を参照してください。

Important

CloudWatch Container インサイトによって収集されたメトリクスは、カスタムメトリクスと
して課金されます。CloudWatch の料金の詳細については、 CloudWatch の料金をご覧くださ
い。Amazon ECS は、追加料金なしで提供されているモニタリングメトリクスも提供します。詳
細については、「Amazon ECS CloudWatch メトリクス (p. 313)」を参照してください。

Container Insights の考慮事項
CloudWatch Container Insights を使用する場合は、次の事項を考慮する必要があります。

• CloudWatch Container Insights のメトリクスは、指定した期間中にタスクが実行されているリソースの
みを反映します。たとえば、クラスターに 1 つのサービスがあるが、このサービスに RUNNING 状態の
タスクがない場合、CloudWatch に送信されるメトリクスはありません。2 つのサービスがあり、1 つに
実行中のタスクがあるが、別の 1 つに実行中のタスクがない場合、実行中のタスクがあるサービスのメ
トリクスのみが送信されます。

• ネットワークメトリクスは、Fargate で実行されるすべてのタスクと、bridge または awsvpc ネット
ワークモードを使用する Amazon EC2 インスタンスで実行されるタスクに使用できます。

クラスターおよびサービスレベルのメトリクスの 
CloudWatch コンテナインサイトの設定
Container Insights は、containerInsights アカウント設定にオプトインして作成した新し
いすべてのクラスターで、またはクラスター作成時に有効にした個々のクラスターで、または
UpdateClusterSettings API を使用して既存のクラスターで、使用できます。
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containerInsights アカウント設定へのオプトインは、Amazon ECS コンソールと AWS CLI の両方を
使用してできます。この機能を使用するには、バージョン 1.16.200 以降の AWS CLI を実行している必
要があります。Amazon ECS クラスターの作成については、「従来のコンソールを使用したクラスターの
作成 (p. 518)」または「the section called “Amazon ECS コンソールでのクラスター管理” (p. 56)」を参
照してください。

Important

コンソールを使用する全ユーザーの Container Insights 
のデフォルトを変更するには
すべてのユーザーとロールによって新しいクラスターが作成された際に、すべての新しいクラスターで 
Container Insights を有効にできます。これらの変更は、ユーザーまたはロールがこれらの設定を明示的に
上書きしない限り、AWS アカウント全体に適用されます。アカウントのユーザーは、以下のいずれかのス
テップを使用して、アカウントに存在するユーザーまたはロールすべてのデフォルトのアカウント設定を
変更できます。以下のステップで、AWS Management Console を使用してデフォルトを設定できます。

1. アカウントの所有者として、Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開き
ます。

2. 画面上部のナビゲーションバーで、Container Insights-default クラスターにオプトインするリージョ
ンを選択します。

3. ナビゲーションペインで [Account Settings] (アカウント設定) を選択します。
4. [Update] (更新) を選択します。
5. [CloudWatch Container Insights] で [CloudWatch Container Insights] を選択します。

Important

このアクションを実行するには、ユーザーに ecs:PutAccountSetting アクセス許可を与
える必要があります。
このアクションを実行するには、ユーザーに ecs:PutAccountSetting アクセス許可を与
える必要があります。

6.
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. 確認画面で [Confirm (確認)] を選択すると、選択内容が保存されます。

コマンドラインを使用して全ユーザーの Container 
Insights のデフォルトを変更するには
すべての IAM ユーザーとロールによって新しいクラスターが作成された際に、すべての新しいクラスター
で Container Insights を有効にできます。これらの変更は、ユーザーまたはロールがこれらの設定を明示的
に上書きしない限り、AWS アカウント全体に適用されます。アカウントのユーザーは、以下のいずれかの
ステップを使用して、アカウントに存在するユーザーまたはロールすべてのデフォルトのアカウント設定
を変更できます。以下のステップで、AWS Command Line Interface を使用してデフォルトを設定できま
す。

1. put-account-setting-default (AWS CLI)

aws ecs put-account-setting-default --name containerInsights --value enabled --
region us-east-1

2. Write-ECSAccountSettingDefault (AWS Tools for Windows PowerShell)
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Write-ECSAccountSettingDefault -Name containerInsights -Value enabled -Region us-east-1
 -Force

コマンドラインを使用して特定のユーザーに対する 
Container Insights のデフォルトを変更するには
特定のユーザーまたはロールによって新しいクラスターが作成された際に、すべての新しいクラスターで 
Container Insights を有効にできます。これは、AWS CloudFormation によって特定のロールが使用され、
本番稼働用アカウントですべての変更を実行する場合などに便利です。アカウント所有者は、次のいずれ
かのコマンドを使用して、プリンシパルユーザー、またはコンテナインスタンスの IAM ロールの ARN を
リクエストで指定して、アカウント設定を変更できます。

1. put-account-setting (AWS CLI)

次の例では、特定の ユーザーのアカウント設定を変更します。

aws ecs put-account-setting --name containerInsights --value enabled --principal-arn 
 arn:aws:iam::aws_account_id:user/userName --region us-east-1

2. Write-ECSAccountSetting (AWS Tools for Windows PowerShell)

次の例では、特定の ユーザーのアカウント設定を変更します。

Write-ECSAccountSetting -Name containerInsights -Value enabled -PrincipalArn 
 arn:aws:iam::aws_account_id:user/userName -Region us-east-1 -Force

コマンドラインを使用して、特定のクラスターに対し
て Container Insights を有効にするには
クラスターに対して Container Insights を有効にするには、次のいずれかのコマンドを使用します。

• update-cluster-settings (AWS CLI)

aws ecs update-cluster-settings --cluster cluster_name_or_arn --settings 
 name=containerInsights,value=enabled|disabled --region us-east-1

CloudWatch Container Insights を使用して、Amazon 
ECS ライフサイクルイベントを表示するには
Amazon ECS のタスクとサービスのライフサイクルイベントは、CloudWatch Container Insights のコン
ソールで表示できます。これにより、コンテナのメトリクス、ログ、およびイベントを単一のビュー内で
関連付けることができ、運用上の可視性がより完全なものになります。

表示できるイベントは、Amazon ECS が Amazon EventBridge に送信するイベントです。詳細について
は、「Amazon ECS イベント」を参照してください。

クラスター、タスク、またはサービスのパフォーマンスメトリックを設定できます。選択したリソースに
応じて、次のイベントが報告されます。
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• コンテナインスタンス状態変更イベント
• サービスアクションイベント
• タスク状態変更イベント

正しい権限を設定する必要があります。そうすれば、CloudWatch Container Insights コンソールでイベ
ントを設定して表示できます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Container 
Insights 内の Amazon ECS ライフサイクルイベント」を参照してください。

Amazon ECS ライフサイクルイベントを表示するに
は、Container Insights を設定するために必要なアクセス権限が
必要です。
ライフサイクルイベントを設定するには、以下のアクセス権限が必要です。

• events:PutRule
• events:PutTargets
• logs:CreateLogGroup

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "logs:CreateLogGroup" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Amazon ECS ライフサイクルイベントを Container Insights で表
示するには、以下のアクセス許可が必要です。
ライフサイクルイベントを表示するには、以下のアクセス権限が必要です。

• events:DescribeRule
• events:ListTargetsByRule
• logs:DescribeLogGroups

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:events:DescribeRule", 
        "events:PutTargets", 
        "logs:DescribeLogGroups" 
      ], 
      "Resource": "*" 
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    } 
  ]
}

アプリケーショントレースデータの収集
Amazon ECS は OpenTelemetry 用 AWS Distro と統合して、アプリケーションからトレースデータを収集
します。Amazon ECS は OpenTelemetry サイドカーコンテナ用の AWS Distroを使用して、トレースデー
タを収集し、AWS X-Ray にルーティングします。詳細については、「Amazon ECS の OpenTelemetry 
Collector 用 AWS Distro の設定」を参照してください。

OpenTelemetry Collector 用 AWS Distro がトレースデータを AWS X-Ray に送信するため、アプリケー
ションがトレースデータを作成できるように設定する必要があります。詳細については、「AWS X-Rayデ
ベロッパーガイド」の「AWS X-Ray用にアプリケーションを計測する」を参照してください。

AWS X-Ray を使用した AWS Distro for 
OpenTelemetry の統合に必要な IAM 権限
Amazon ECS と OpenTelemetry 用 AWS Distro の統合には、タスク用 IAM ロールを作成し、タス
ク定義でロールを指定する必要があります。OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro サイドカー
を、CloudWatch ログに対するルートコンテナログにも構成することをお勧めします。これには、タスク
実行 IAM ロールを作成して、タスク定義でも指定する必要があります。新しい Amazon ECS コンソー
ルエクスペリエンスは、ユーザーに代わってタスク実行 IAM ロールを処理しますが、タスク IAM ロー
ルは手動で作成する必要があります。タスク実行用の IAM ロールを作成する方法の詳細については、
「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

Important

アプリケーションメトリクスの収集に、AWS Distro for OpenTelemetry の統合も使用している場
合は、タスク用の IAM ロールに対してその統合に必要な権限も含まれていることを確認してくだ
さい。詳細については、「アプリケーションメトリクスを収集する (p. 339)」を参照してくださ
い。

OpenTelemetry 用 AWS Distro の統合のためにタスクの IAM ロールを作成する方法

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies]、[Create policy] の順に選択します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブに切り替え、以下の IAM ポリシー JSON を

コピーしてフィールドに貼り付け、[Next: Tags] (次へ:タグ) を選択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "xray:PutTraceSegments", 
                "xray:PutTelemetryRecords", 
                "xray:GetSamplingRules", 
                "xray:GetSamplingTargets", 
                "xray:GetSamplingStatisticSummaries" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

4. (オプション) ポリシーにタグを 1 つ以上追加し、[Next: Review] (次の手順: 確認) を選択します。
5. [Name] (名前) には、AWSDistroOpenTelemetryPolicyForXray を指定します。
6. [Description] (説明) には、任意の説明を指定し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
7. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
8. [信頼されたエンティティのタイプを選択] セクションで [AWS のサービス] タブを選択し、[Elastic 

Container Service] を選択します。
9. [Select your use case] (ユースケースの選択) で、[Elastic Container Service Task] (Elastic Container 

Service タスク)を選択した後、[Next: Permissions] (次: 権限) を選択します。
10. [Attach permissions policy] (権限ポリシーを添付) セクション

で、AWSDistroOpenTelemetryPolicyForXray を検索し、ポリシーを選択して、[Next: Tags] (次へ: タ
グ) を選択します。

11. を使用する場合タグの追加(オプション)で、ポリシーに関連付けるカスタムタグを指定し、次の手順:
レビュー。

12. [Role Name] (ロール名) には、AmazonECS_OpenTelemetryXrayRole を指定して [Create role]
(ロール作成) を選択します。

タスク定義で AWS X-Ray 統合向け OpenTelemetry サ
イドカー用 AWS Distro の指定
新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスは、[Use trace collection] (トレースコレクションを使
用) オプションを使用することにより、Opentelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を作成するエク
スペリエンスを簡素化します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参
照してください。

Amazon ECS コンソールを使用していない場合、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro をタ
スク定義に追加できます。次のタスク定義のスニペットは、AWS X-Ray 統合向けの OpenTelemetry サイ
ドカー用 AWS Distro を追加するためのコンテナの定義を示します。

{ 
 "family": "otel-using-xray", 
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryXrayRole", 
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole", 
 "containerDefinitions": [{ 
   "name": "aws-otel-emitter", 
   "image": "application-image", 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter", 
     "awslogs-region": "us-east-1", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   }, 
   "dependsOn": [{ 
    "containerName": "aws-otel-collector", 
    "condition": "START" 
   }] 
  }, 
   { 
   "name": "aws-otel-collector", 
   "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.26.1", 
   "essential": true, 
   "command": [ 
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    "--config=/etc/ecs/otel-instance-metrics-config.yaml" 
   ], 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "True", 
     "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector", 
     "awslogs-region": "us-east-1", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   } 
  }
 ], 
 "networkMode": "awsvpc", 
 "requiresCompatibilities": [ 
  "FARGATE" 
 ], 
 "cpu": "1024", 
 "memory": "3072"
}

アプリケーションメトリクスを収集する
Fargate の Amazon ECS は、Fargate で実行されているアプリケーションからメトリクスを収集してそれ
を Amazon CloudWatch または Amazon Managed Service for Prometheus のいずれかにエクスポートする
ことをサポートしています。Amazon ECS は、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を使用
して、アプリケーションメトリクスを収集して宛先にルーティングします。新しい Amazon ECS コンソー
ルエクスペリエンスは、タスク定義の作成時にこの統合を追加するプロセスを簡素化します。

トピック
• アプリケーションメトリクスを Amazon CloudWatch にエクスポートする (p. 339)
• アプリケーションメトリクスを Amazon Managed Service for Prometheus にエクスポートす

る (p. 342)

アプリケーションメトリクスを Amazon CloudWatch 
にエクスポートする
Fargate の Amazon ECS は、カスタムメトリクスとして、Amazon CloudWatch にカスタムアプリケー
ションメトリクスをエクスポートすることをサポートしています。これは、OpenTelemetry サイドカーコ
ンテナ用 AWS Distro をタスク定義に追加することによって実行します。新しい Amazon ECS コンソール
エクスペリエンスは、新しいタスク定義を作成するときに [Use metric collection] (メトリックコレクショ
ンを使用) オプションを追加することでこのプロセスを簡素化します。詳細については、「コンソールを
使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参照してください。

アプリケーションメトリクスは、ロググループ名 /aws/ecs/application/metrics を使用して 
CloudWatch Logs にエクスポートされ、メトリクスは ECS/AWSOTel/Application ネームスペースで表
示できます。アプリケーションは、OpenTelemetry SDK を使用して計測する必要があります。詳細につい
ては、「AWS Distro for OpenTelemetry ドキュメント」の「AWS Distro for OpenTelemetry の概要」を参
照してください。

考慮事項
OpenTelemetry 用 AWS Distro と Fargate 統合に Amazon ECS を使用して Amazon CloudWatch にアプリ
ケーションメトリクスを送信する場合、次のことを考慮する必要があります。
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• この統合では、カスタムアプリケーションメトリクスのみを CloudWatch に送信します。タスクレベル
のメトリクスが必要な場合は、Amazon ECS クラスター設定で Container Insights を有効にします。詳
細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)」を参照してください。

• AWS Distro for OpenTelemetry の統合は、Fargate でホストされている Amazon ECS ワークロード、お
よび、Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS ワークロード用としてサポートさ
れています。現在、外部インスタンスはサポートされていません。

• CloudWatch は、メトリクスごとに最大 30 個のディメン
ションをサポートします。デフォルトの Amazon ECS は
TaskARN、ClusterARN、LaunchType、TaskDefinitionFamily、TaskDefinitionRevision
ディメンションをメトリクスに含めることが既定となります。残りの 25 個のディメンションは、ア
プリケーションで定義できます。30 個以上のディメンションが設定されている場合、CloudWatch は
それらを表示できません。この場合、アプリケーションメトリクスは ECS/AWSOTel/Application
CloudWatch のメトリクス名前空間に表示されますが、ディメンションは表示されません。アプリ
ケーションを計測して、さらにディメンションを追加できます。詳細については、「AWS Distro for 
OpenTelemetry ドキュメント」の「AWS Distro for OpenTelemetry で CloudWatch のメトリクスを使用
する」を参照してください。

OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon CloudWatch の統合に
必要な IAM 許可
Amazon ECS と OpenTelemetry 用 AWS Distro の統合には、タスク用 IAM ロールを作成し、タス
ク定義でロールを指定する必要があります。OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro サイドカー
を、CloudWatch ログに対するルートコンテナログにも構成することをお勧めします。これには、タスク
実行 IAM ロールを作成して、タスク定義でも指定する必要があります。新しい Amazon ECS コンソー
ルエクスペリエンスは、ユーザーに代わってタスク実行 IAM ロールを処理しますが、タスク IAM ロール
は手動で作成してタスク定義に追加する必要があります。タスクの実行 IAM ロールの詳細については、
「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

Important

OpenTelemetry 用 AWS Distro 統合を使用してアプリケーションのトレースデータも収集する場
合、タスク IAM ロールもその統合に必要な許可が含まれていることを確認します。詳細について
は、「アプリケーショントレースデータの収集 (p. 337)」を参照してください。

OpenTelemetry 用 AWS Distro と CloudWatch 統合のタスク IAM ロールを作成する方法

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies]、[Create policy] の順に選択します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブに切り替え、以下の IAM ポリシー JSON を

コピーしてフィールドに貼り付け、[Next: Tags] (次へ:タグ) を選択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Note

アプリケーションに権限が追加で必要な場合は、それらの権限をこのポリシーに追加する必
要があります。各タスク定義では、タスク用の IAM ロールを 1 個のみ指定できます。例え
ば、Systems Manager に保存されているカスタム設定ファイルを使用する場合、この IAM ポ
リシーに ssm:GetParameters 権限を追加する必要があります。

4. (オプション) ポリシーにタグを 1 つ以上追加し、[Next: Review] (次の手順: 確認) を選択します。
5. [Name] (名前) には、AWSDistroOpenTelemetryPolicyForCloudWatch を指定します。
6. [Description] (説明) には、任意の説明を指定し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
7. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
8. [信頼されたエンティティのタイプを選択] セクションで [AWS のサービス] タブを選択し、[Elastic 

Container Service] を選択します。
9. [Select your use case] (ユースケースの選択) で、[Elastic Container Service Task] (Elastic Container 

Service タスク)を選択した後、[Next: Permissions] (次: 権限) を選択します。
10. [Attach permissions policy] (権限ポリシーを添付) セクション

で、AWSDistroOpenTelemetryPolicyForCloudWatch を検索し、ポリシーを選択して、[Next: Tags]
(次へ: タグ) を選択します。

11. を使用する場合タグの追加(オプション)で、ポリシーに関連付けるカスタムタグを指定し、次の手順:
レビュー。

12. [Role Name] (ロール名) には、AmazonECS_OpenTelemetryCloudWatchRole を指定して [Create 
role] (ロール作成) を選択します。

タスク定義の OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro を指定
新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスは、[Use metric collection] (メトリクスコレクションを
使用) オプションを使用することにより、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を作成するエ
クスペリエンスを簡素化します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を
参照してください。

Amazon ECS コンソールを使用していない場合、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を手
動でタスク定義に追加できます。次のタスク定義の例は、Amazon CloudWatch 統合に OpenTelemetry サ
イドカー用 AWS Distro を追加するためのコンテナの定義を示しています。

{ 
 "family": "otel-using-cloudwatch", 
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryCloudWatchRole", 
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole", 
 "containerDefinitions": [{ 
   "name": "aws-otel-emitter", 
   "image": "application-image", 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter", 
     "awslogs-region": "us-east-1", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   }, 
   "dependsOn": [{ 
    "containerName": "aws-otel-collector", 
    "condition": "START" 
   }] 
  }, 
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  { 
   "name": "aws-otel-collector", 
   "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.26.1", 
   "essential": true, 
   "command": [ 
    "--config=/etc/ecs/ecs-cloudwatch.yaml" 
   ], 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "True", 
     "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector", 
     "awslogs-region": "us-east-1", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   } 
  }
 ], 
 "networkMode": "awsvpc", 
 "requiresCompatibilities": [ 
  "FARGATE" 
 ], 
 "cpu": "1024", 
 "memory": "3072"
}

アプリケーションメトリクスを Amazon Managed 
Service for Prometheus にエクスポートする
Amazon ECS は、タスクレベル CPU、メモリ、ネットワーク、ストレージメトリクス、カスタムアプリ
ケーションメトリクスを Amazon Managed Service for Prometheus へエクスポートすることをサポート
しています。これは、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro をタスク定義に追加することに
よって実行します。新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスは、新しいタスク定義を作成する
ときに [Use metric collection] (メトリックコレクションを使用) オプションを追加することでこのプロセス
を簡素化します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参照してくださ
い。

メトリクスは Amazon Managed Service for Prometheus にエクスポートされ、Amazon Managed 
Grafana ダッシュボードを使用して閲覧できます。アプリケーションは、Prometheus ライブラリまたは 
OpenTelemetry SDK のいずれかとインストルメント化する必要があります。OpenTelemetry SDK を使用
したアプリケーションの計測の詳細については、AWS Distro for OpenTelemetry ドキュメントの「AWS 
Distro for OpenTelemetry の概要」を参照してください。

Prometheus ライブラリを使用する場合は、アプリケーションがメトリクスデータのスクレイプに使用す
る /metrics のエンドポイントを公開する必要があります。Prometheus ライブラリを使用してアプリ
ケーションを計測する詳細については、「Prometheus ドキュメント」の「Prometheus クライアントライ
ブラリ」を参照してください。

考慮事項
AWS Distro for OpenTelemetry での Fargate 統合で Amazon ECS を使用し、 Amazon Managed Service 
for Prometheus にアプリケーションメトリクスを送信する場合には、次のことを考慮する必要がありま
す。

• AWS Distro for OpenTelemetry の統合は、Fargate でホストされている Amazon ECS ワークロード、お
よび、Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS ワークロード用としてサポートさ
れています。現在、外部インスタンスはサポートされていません。

• デフォルトの OpenElementry 用 AWS Distro には、Amazon Managed Service for Prometheus へエク
スポートするとき、アプリケーションメトリクス用にタスクレベルのディメンションがすべて含まれ
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ています。アプリケーションをインストルメント化して、ディメンションを追加することもできます。
詳細については、「AWS Distro for OpenTelemetry ドキュメント」の「Amazon Managed Service for 
Prometheus のリモート書き込みの使用開始」を参照してください。

OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon Managed Service for 
Prometheus の統合に必要な IAM 許可
OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro を使用して Amazon ECS と Amazon Managed Service for 
Prometheus の統合には、タスク IAM ロールを作成してタスク定義でロールを指定する必要があります。
このタスク用の IAM ロールは、タスク定義を登録する前に、次の手順を使用して手動で作成する必要があ
ります。

OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro サイドカーを、CloudWatch ログに対するルートコンテナログ
にも構成することをお勧めします。これには、タスク実行 IAM ロールを作成して、タスク定義でも指定す
る必要があります。新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスは、ユーザーに代わってタスク実行 
IAM ロールを処理しますが、タスク IAM ロールは手動で作成する必要があります。タスク実行用の IAM 
ロールを作成する方法の詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照して
ください。

Important

OpenTelemetry 用 AWS Distro 統合を使用してアプリケーションのトレースデータも収集する場
合、タスク IAM ロールもその統合に必要な許可が含まれていることを確認します。詳細について
は、「アプリケーショントレースデータの収集 (p. 337)」を参照してください。

OpenTelemetry 用 AWS Distro と Amazon Managed Service for Prometheus の統合用のタスク 
IAM ロールを作成する方法

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [信頼されたエンティティのタイプを選択] セクションで [AWS のサービス] タブを選択し、[Elastic 

Container Service] を選択します。
4. [Select your use case] (ユースケースの選択) で、[Elastic Container Service Task] (Elastic Container 

Service タスク)を選択した後、[Next: Permissions] (次: 権限) を選択します。
5. [Attach permissions policy] (権限ポリシーを添付) セクション

で、AmazonPrometheusRemoteWriteAccess を検索し、ポリシーを選択して、[Next: Tags] (次へ: タ
グ) を選択します。

6. を使用する場合タグの追加(オプション)で、ポリシーに関連付けるカスタムタグを指定し、次の手順:
レビュー。

7. [Role Name] (ロール名) には、AmazonECS_OpenTelemetryPrometheusRole を指定して [Create 
role] (ロール作成) を選択します。

タスク定義の OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro を指定
新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスは、[Use metric collection] (メトリクスコレクションを
使用) オプションを使用することにより、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を作成するエ
クスペリエンスを簡素化します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を
参照してください。

Amazon ECS コンソールを使用していない場合、OpenTelemetry サイドカーコンテナ用 AWS Distro を手
動でタスク定義に追加できます。次のタスク定義の例は、Amazon Managed Service for Prometheus 統合
向けに OpenTelemetry サイドカー用 AWS Distro を追加するためのコンテナの定義を示しています。

{ 
 "family": "otel-using-cloudwatch", 
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 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonECS_OpenTelemetryCloudWatchRole", 
 "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole", 
 "containerDefinitions": [{ 
   "name": "aws-otel-emitter", 
   "image": "application-image", 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-group": "/ecs/aws-otel-emitter", 
     "awslogs-region": "aws-region", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   }, 
   "dependsOn": [{ 
    "containerName": "aws-otel-collector", 
    "condition": "START" 
   }] 
  }, 
   { 
   "name": "aws-otel-collector", 
   "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:v0.26.1", 
   "essential": true, 
   "command": [ 
    "--config=/etc/ecs/ecs-amp.yaml" 
   ], 
   "environment": [{ 
    "name": "AWS_PROMETHEUS_ENDPOINT", 
    "value": "https://aps-workspaces.aws-region.amazonaws.com/workspaces/
ws-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/api/v1/remote_write" 
   }], 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-create-group": "True", 
     "awslogs-group": "/ecs/ecs-aws-otel-sidecar-collector", 
     "awslogs-region": "aws-region", 
     "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
    } 
   } 
  }
 ], 
 "networkMode": "awsvpc", 
 "requiresCompatibilities": [ 
  "FARGATE" 
 ], 
 "cpu": "1024", 
 "memory": "3072"
}

AWS CloudTrail を使用した Amazon ECS API コー
ルのログ記録

Amazon ECS 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 ECS 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、Amazon ECS コンソールからの呼び出しと Amazon ECS API オペレーションへのコード呼び出しを
含む、Amazon ECS の API コールをイベントとしてキャプチャします。

証跡を作成する場合は、Amazon ECS 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
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Event history(イベント履歴)で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、Amazon ECS に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時な
どの詳細を確認できます。

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 ECS 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS で有効になります。Amazon ECS 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 ECS のイベントを含む、AWS アカウントでのイベントを継続的に記録するために、CloudTrail 
がログファイルを Amazon S3 バケットに配信する際に使用する証跡を作成します。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「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 ECS アクションは、CloudTrail に記録され、Amazon Elastic Container Service API リ
ファレンスに記載されています。例えば、CreateService、RunTask、および DeleteCluster セク
ションを呼び出すと、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• ルートユーザーまたはユーザー認証情報のどちらを使用してリクエストが送信されたか
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し

て行われたかどうか。
• 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 Element」(CloudTrail userIdentity 要素) を参照してください。

Amazon ECS ログファイルエントリの理解
証跡の設定を行うことで、指定した Amazon S3 バケットに対して、イベントをログファイルとして配信
することが可能になります。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
ベントはあらゆるソースからの単一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の情報が含まれます。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。

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 
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ECS 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。

次は、CreateCluster アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。

{ 
    "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": "2018-06-20T18:32:25Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Mary_Major" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-06-20T19:04:36Z", 
    "eventSource": "ecs.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateCluster", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.12", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "clusterName": "default" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "cluster": { 
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/default", 
            "pendingTasksCount": 0, 
            "registeredContainerInstancesCount": 0, 
            "status": "ACTIVE", 
            "runningTasksCount": 0, 
            "statistics": [], 
            "clusterName": "default", 
            "activeServicesCount": 0 
        } 
    }, 
    "requestID": "cb8c167e-EXAMPLE", 
    "eventID": "e3c6f4ce-EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

AWS Compute Optimizer 推奨事項
AWS Compute Optimizer は、Amazon ECS のタスクとコンテナのサイズに関する推奨事項を生成しま
す。詳細については、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドの「AWS Compute Optimizer とは何か」
を参照してください。
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AWS Fargate の Amazon ECS サービスでの、タスク
とコンテナサイズに関する推奨事項
AWS Compute Optimizer は、AWS Fargate の Amazon ECS サービスについての推奨事項を生成します。 
AWS Compute Optimizer からは、タスクの CPU とメモリサイズおよびコンテナの CPU、コンテナメモ
リ、およびその予約サイズに関する推奨事項が得られます。これらの推奨事項は、Compute Optimizer コ
ンソールの以下のページにそれぞれ表示されます。

• [Fargate の Amazon ECS サービスに関する推奨事項] ページ
• [Fargate の Amazon ECS サービスの詳細] ページ

詳細については、「AWS Compute Optimizer ユーザーガイド」の「Fargate の Amazon ECS サービスに
関する推奨事項の表示」を参照してください。
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Amazon Elastic Container Service 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 Elastic Container Service, 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対象範囲内のAWS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 ECS 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。
以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように Amazon ECS を設定する
方法について説明します。Amazon ECS 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 
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 コンテナサービスのアイデンティティ とアクセス管理 (p. 348)
• Amazon Elastic Container Service でのログとモニタリング (p. 405)
• Amazon Elastic Container Service でのコンプライアンス検証 (p. 406)
• AWS Fargate 連邦情報処理標準 (FIPS-140) (p. 407)
• Amazon Elastic Container Service におけるインフラストラクチャセキュリティ (p. 409)

Amazon Elastic コンテナサービスのアイデンティ
ティ とアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon ECS 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. 349)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 349)
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• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 352)
• IAM を使用するAmazon Elastic Container Service (p. 353)
• Amazon Elastic Container Service のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)
• Amazon Elastic Container Service に関する AWS 管理ポリシー (p. 371)
• Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)
• Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)
• タスク IAM ロール (p. 387)
• ECS Anywhere IAM ロール (p. 391)
• Amazon ECS CodeDeploy IAM ロール (p. 393)
• Amazon ECS CloudWatch Events IAM ロール (p. 397)
• リソース作成時にタグ付けするための許可を付与する (p. 401)
• Amazon Elastic Container Service 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. 404)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Amazon ECS 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 ECS 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 ECS 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 ECS の機能にアクセスできない場合は、「Amazon 
Elastic Container Service 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. 404)」を参照し
てください。

サービス管理者 – 社内の Amazon ECS リソースを担当している場合は、通常、Amazon ECS 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 ECS 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 
ECS を使用して IAM を利用する方法の詳細については、「IAM を使用するAmazon Elastic Container 
Service (p. 353)」を参照してください。

IAM 管理者 – 管理者は、 Amazon ECS へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認
する場合があります。IAM で使用できる Amazon ECS 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 Service のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)」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。
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プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

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 全般の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。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) 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
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永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

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

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
ト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 Service 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 
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インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

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

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• 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。

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。

IAM を使用するAmazon Elastic Container Service
IAM を使用して Amazon ECS へのアクセスを管理する前に、Amazon ECS 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 Elastic コンテナサービスで使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon ECS サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 354) はい
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IAM 機能 Amazon ECS サポート

リソースベースのポリシー (p. 354) いいえ

ポリシーアクション (p. 355) はい

ポリシーリソース (p. 356) 部分的

ポリシー条件キー (p. 357) はい

ACL (p. 359) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 359) はい

一時的な認証情報 (p. 359) はい

プリンシパル許可 (p. 360) はい

サービスロール (p. 360) はい

サービスにリンクされたロール (p. 360) はい

大部分の IAM 機能が Amazon ECS および、その他のサービスでどのように機能するかに関するおおまか
な説明については、AWS 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。

Amazon ECS の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のポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス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。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「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。

Amazon ECS の ID ベースのポリシー例

Amazon ECS でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon Elastic Container Service のア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)」でご確認ください。

Amazon ECS 内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のサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする 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
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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。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、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、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、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許可
を付与します。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 ECS のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれ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 ECS アクションの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「Actions Defined by 
Amazon Elastic Container Service」を参照してください。

Amazon ECS のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

ecs

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "ecs:action1", 
      "ecs:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。例えば、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:

"Action": "ecs:Describe*"

Amazon ECS でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon Elastic Container Service のア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)」でご確認ください。
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Amazon ECS のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート 部分的

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 ECS リソースタイプとその ARN の一覧については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
Elastic Container Service 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、「Amazon Elastic Container Service で定義されるアクション」を参照して
ください。

複数のリソースをサポートする Amazon ECS API アクションもあります。たとえ
ば、DescribeClusters API アクションを呼び出すときに複数のクラスターを参照できます。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": [ 
      "EXAMPLE-RESOURCE-1", 
      "EXAMPLE-RESOURCE-2"

例えば、Amazon ECS クラスターリソースの ARN は次のようになります。

arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:cluster/${clusterName}

次の ARN を使用して、ステートメントで my-cluster-1 および my-cluster-2 クラスタを指定しま
す。

"Resource": [ 
         "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/my-cluster-1", 
         "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/my-cluster-2" 
       

特定のアカウントに属するすべてのクラスターを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/*"

タスク定義では、最新のリビジョンまたは特定のリビジョンを指定できます。

最新のタスク定義を指定する場合は、以下を使用します。

"Resource:arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:task-definition/
${TaskDefinitionFamilyName}"

特定のタスク定義リビジョンを指定する場合は、${TaskDefinitionRevisionNumber} を使用します。
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"Resource:arn:${Partition}:ecs:${Region}:${Account}:task-definition/
${TaskDefinitionFamilyName}:${TaskDefinitionRevisionNumber}"

Amazon ECS でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon Elastic Container Service のア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)」でご確認ください。

Amazon ECS のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

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 ECS は、以下のサービス固有の条件キーをサポートしており、IAM ポリシーのきめ細かいフィル
タリングの提供に使用することができます。

条件キー 説明 評価の種類

aws:RequestTag/
${TagKey}

コンテキストキーは "aws:RequestTag/tag-key":"tag-
value" という形式です。ここで tag-key および tag-
value はタグキーと値のペアです。

タグキーと値のペアが AWS リクエストに含まれていること
を確認します。たとえば、リクエストに「"Dept"」タグキー
が含まれ、「"Accounting"」という値が含まれているかど
うかを確認できます。

文字列

aws:ResourceTag/
${TagKey}

コンテキストキーは "aws:ResourceTag/tag-
key":"tag-value" という形式です。ここで tag-key およ
び tag-value はタグキーと値のペアです。

リソース (ユーザーまたはロール) を識別するためにアタッチ
されたタグが、指定されたキーの名前および値と一致するか
どうかをチェックします。

文字列

aws:TagKeys このコンテキストキーは "aws:TagKeys":"tag-key" と
いう形式であり、ここで tag-key は値 (["Dept","Cost-
Center"] など) のないタグキーのリストです。

文字列

357

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition_operators.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_variables.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
IAM を使用するAmazon Elastic Container Service

条件キー 説明 評価の種類
AWS リクエストに存在するタグキーをチェックします。

ecs:ResourceTag/
${TagKey}

コンテキストキーは "ecs:ResourceTag/tag-
key":"tag-value" という形式です。ここで tag-key およ
び tag-value はタグキーと値のペアです。

リソース (ユーザーまたはロール) を識別するためにアタッチ
されたタグが、指定されたキーの名前および値と一致するか
どうかをチェックします。

文字列

ecs:cluster コンテキストキーは "ecs:cluster":"cluster-arn" と
いう形式です。ここで cluster-arn は、Amazon ECS クラ
スターの ARN です。

ARN、Null

ecs:container-
instances

コンテキストキーは "ecs:container-
instances":"container-instance-arns" という形式
です。ここで container-instance-arns は、1 つ以上の
コンテナインスタンス ARN です。

ARN、Null

ecs:container-
name

コンテキストキーは "ecs:container-
name":"container-name" 形式で、container-
instan- は、ECS タスク定義で定義されている Amazon 
ECS コンテナの名前です。

文字列

ecs:enable-
execute-command

コンテキストキーは"ecs:enable-execute-
command":"value" 形式であり、value- は「true」また
は「false」です。

文字列

ecs:enable-
service-connect

コンテキストキーは "ecs:ecs:enable-service-
connect":"value" 形式であり、value は "true" または
"false" です。

文字列

ecs:namespace コンテキストキーは
"ecs:ecs:namespace":"namespace-arn" 形式であ
り、namespace-arn は AWS Cloud Map 名前空間の ARN 
です。

ARN、Null

ecs:service コンテキストキーは "ecs:service":"service-arn" と
いう形式です。ここで service-arn は、Amazon ECS サー
ビスの ARN です。

ARN、Null

ecs:task-definition コンテキストキーは "ecs:task-definition":"task-
definition-arn" という形式です。ここで task-
definition-arn は、Amazon ECS タスク定義の ARN で
す。

ARN、Null

Amazon ECS での条件キーの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「Condition Keys for 
Amazon Elastic Container Service」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、「Amazon Elastic Container Service で定義するアクション」を参照してください。

Amazon ECS でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon Elastic Container Service のア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 360)」でご確認ください。

358

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticcontainerservice.html#amazonelasticcontainerservice-policy-keys
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticcontainerservice.html#amazonelasticcontainerservice-actions-as-permissions


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
IAM を使用するAmazon Elastic Container Service

Amazon ECS アクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon ECS での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws: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 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon ECS リソースのタグ付けの詳細については、「リソースとタグ (p. 296)」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、「タグに基づき、Amazon ECS サービスを記述する (p. 370)」を参照してくださ
い。

Amazon ECS での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、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。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
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に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon ECS のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

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ユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。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 Service 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。

Amazon ECS のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon ECS の機能が破損する可能性がありま
す。Amazon ECS が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Amazon ECS の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のサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされている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 ECS でのサービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「Amazon ECS の
サービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照してください。

Amazon Elastic Container Service 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 ECS リソースを作成または変更する許可はありませ
ん。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を使
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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 ECS 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 Service 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。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 361)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 362)
• Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362)
• クラスターの例 (p. 366)
• タスクの一覧表示と記述の例 (p. 368)
• サービス作成の例 (p. 368)
• サービスの更新の例 (p. 369)
• タグに基づき、Amazon ECS サービスを記述する (p. 370)
• Service Connect 名前空間の上書き拒否の例 (p. 370)

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 ECS リソースを作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「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
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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。

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

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

Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可
クラシックコンソールの Amazon ECS 初回実行ウィザードにより、クラスターを作成してタスクとサービ
スを実行するプロセスが簡素化されます。ただしウィザードを完了するために、複数の AWS のサービス
から多くの API オペレーションへのアクセス許可が必要になります。AmazonECS_FullAccess (p. 371)
管理ポリシーは、Amazon ECS 初回実行ウィザードを完了するために必要なアクセス権限を示していま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
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                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "appmesh:DescribeVirtualGateway", 
                "appmesh:DescribeVirtualNode", 
                "appmesh:ListMeshes", 
                "appmesh:ListVirtualGateways", 
                "appmesh:ListVirtualNodes", 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:Describe*", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeStack*", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions", 
                "codedeploy:BatchGetApplications", 
                "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups", 
                "codedeploy:BatchGetDeployments", 
                "codedeploy:ContinueDeployment", 
                "codedeploy:CreateApplication", 
                "codedeploy:CreateDeployment", 
                "codedeploy:CreateDeploymentGroup", 
                "codedeploy:GetApplication", 
                "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                "codedeploy:GetDeployment", 
                "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
                "codedeploy:GetDeploymentTarget", 
                "codedeploy:ListApplicationRevisions", 
                "codedeploy:ListApplications", 
                "codedeploy:ListDeploymentConfigs", 
                "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
                "codedeploy:ListDeployments", 
                "codedeploy:ListDeploymentTargets", 
                "codedeploy:RegisterApplicationRevision", 
                "codedeploy:StopDeployment", 
                "ec2:AssociateRouteTable", 
                "ec2:AttachInternetGateway", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CancelSpotFleetRequests", 
                "ec2:CreateInternetGateway", 
                "ec2:CreateLaunchTemplate", 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:CreateRouteTable", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:CreateSubnet", 
                "ec2:CreateVpc", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
                "ec2:DeleteSubnet", 
                "ec2:DeleteVpc", 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:DetachInternetGateway", 
                "ec2:DisassociateRouteTable", 
                "ec2:ModifySubnetAttribute", 
                "ec2:ModifyVpcAttribute", 
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                "ec2:RequestSpotFleet", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ecs:*", 
                "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticloadbalancing:CreateListener", 
                "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer", 
                "elasticloadbalancing:CreateRule", 
                "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup", 
                "elasticloadbalancing:DeleteListener", 
                "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer", 
                "elasticloadbalancing:DeleteRule", 
                "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListRuleNamesByTarget", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets", 
                "fsx:DescribeFileSystems", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "iam:ListRoles", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:DeleteHostedZone", 
                "route53:GetHealthCheck", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace", 
                "servicediscovery:CreateService", 
                "servicediscovery:DeleteService", 
                "servicediscovery:GetNamespace", 
                "servicediscovery:GetOperation", 
                "servicediscovery:GetService", 
                "servicediscovery:ListNamespaces", 
                "servicediscovery:ListServices", 
                "servicediscovery:UpdateService", 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParameter", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:GetParametersByPath" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DeleteInternetGateway", 
                "ec2:DeleteRoute", 
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                "ec2:DeleteRouteTable", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name": "EC2ContainerService-
*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com.cn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "application-autoscaling.amazonaws.com", 
                        "application-autoscaling.amazonaws.com.cn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "autoscaling.amazonaws.com", 
                        "ecs.amazonaws.com", 
                        "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com", 
                        "spot.amazonaws.com", 
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                        "spotfleet.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:AddTags" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "elasticloadbalancing:CreateAction": [ 
                        "CreateTargetGroup", 
                        "CreateRule", 
                        "CreateListener", 
                        "CreateLoadBalancer" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

初回実行ウィザードは試行の起動タイプに応じて、異なる IAM ロールを自動的に作成しようとします。例
として、Amazon ECS サービスロール、コンテナインスタンス IAM ロール、およびタスク実行 IAM ロー
ルがあります。初回実行時にこれらの IAM ロールを作成できるようにするには、以下のいずれかの条件を
満たす必要があります。

• ユーザーが管理者権限を持っていることが必要です。詳細については、「Amazon ECS を使用するよう
にセットアップする (p. 4)」を参照してください。

• ユーザーがサービスロールを作成するための IAM 権限を持っていることが必要です。詳細については、
「AWS 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。

• 管理者権限を持つユーザーは、使用するアカウントでこれらの IAM ロールを手動で作成することによ
り、アカウントを有効にします。詳細については、次を参照してください。
• Amazon ECS のサービスリンクロールの使用 (p. 380)
• Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)

クラスターの例
次の IAM ポリシーでは、クラスターを作成し、記載したアクセス権限を付与します。CreateCluster と
ListClusters のアクションはリソースを受け入れないため、すべてのリソースでリソース定義は * に
設定されます。

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

次の IAM ポリシーでは、特定のクラスターに記述、および削除するアクセス権限を付与しま
す。DescribeClusters と DeleteCluster のアクションはリソースとしてクラスター ARN を使用し
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:DescribeClusters", 
        "ecs:DeleteCluster" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecs:us-east-1:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>" 
      ] 
    } 
  ]
}

次の IAM ポリシーは、ユーザーまたはグループが特定のクラスターでのオペレーションの実行のみを許可
するユーザーまたはグループにアタッチできます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "ecs:Describe*", 
        "ecs:List*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ecs:DeleteCluster", 
        "ecs:DeregisterContainerInstance", 
        "ecs:ListContainerInstances", 
        "ecs:RegisterContainerInstance", 
        "ecs:SubmitContainerStateChange", 
        "ecs:SubmitTaskStateChange" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:ecs:us-east-1:<aws_account_id>:cluster/default" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ecs:DescribeContainerInstances", 
        "ecs:DescribeTasks", 
        "ecs:ListTasks", 
        "ecs:UpdateContainerAgent", 
        "ecs:StartTask", 
        "ecs:StopTask", 
        "ecs:RunTask" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:<aws_account_id>:cluster/default" 
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        } 
      } 
    } 
  ]
}

タスクの一覧表示と記述の例
次の IAM ポリシーでは、ユーザーが指定したクラスターのためのタスクをリストできるようにします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:ListTasks" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>" 
        } 
      }, 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

次の IAM ポリシーでは、ユーザーが指定したクラスターに指定タスクを記述することができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:DescribeTasks" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>" 
        } 
      }, 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:task/<cluster_name>/<task_UUID>" 
      ] 
    } 
  ]
}

サービス作成の例
次の IAM; ポリシーでは、ユーザーが AWS Management Console で Amazon ECS サービスを作成するこ
とができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "application-autoscaling:Describe*", 
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "ecs:List*", 
        "ecs:Describe*", 
        "ecs:CreateService", 
        "elasticloadbalancing:Describe*", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:GetPolicyVersion", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:ListAttachedRolePolicies", 
        "iam:ListRoles", 
        "iam:ListGroups", 
        "iam:ListUsers" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

サービスの更新の例
次の IAM ポリシーでは、ユーザーが AWS Management Console で Amazon ECS サービスを更新するこ
とができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "application-autoscaling:Describe*", 
        "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
        "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
        "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "ecs:List*", 
        "ecs:Describe*", 
        "ecs:UpdateService", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:GetPolicyVersion", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:ListAttachedRolePolicies", 
        "iam:ListRoles", 
        "iam:ListGroups", 
        "iam:ListUsers" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
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}

タグに基づき、Amazon ECS サービスを記述する
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Amazon ECS リソースへのアクセ
スをコントロールできます。この例では、サービスを表示できるポリシーを作成する方法を示します。た
だし、アクセス許可は、サービスタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、付与され
ます。このポリシーでは、このアクションをコンソールで実行するために必要なアクセス許可も付与しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DescribeServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ecs:DescribeServices", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewServiceIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ecs:DescribeServices", 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:service/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"ecs:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユーザーが 
Amazon ECS サービスを表示する場合は、サービスに Owner=richard-roe または owner=richard-
roe とタグ付けする必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件キー名では大文字
と小文字が区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner の両方に一致します。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシー要素: 条件」を参照してください。

Service Connect 名前空間の上書き拒否の例
以下の IAM ポリシーは、サービス設定のデフォルトの Service Connect 名前空間をユーザー
が上書きすることを拒否します。デフォルトの名前空間はクラスターに設定されます。た
だし、サービス設定内ではそれを上書きできます。一貫性を保つため、新しいサービスは
すべて同じ名前空間を使用するように設定することを検討してください。サービスに特定の
名前空間を使用するように要求するには、以下のコンテキストキーを使用します。以下の例
で、<region>、<aws_account_id>、<cluster_name>、<namespace_id> を独自のものに置き換え
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:CreateService", 
                "ecs:UpdateService" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ARNEquals": { 
                    "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/
<cluster_name>", 
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                    "ecs:namespace": 
 "arn:aws:servicediscovery:<region>:<aws_account_id>:namespace/<namespace_id>" 
                } 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Elastic Container Service に関する AWS 管理
ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリ
ソースへの読み取り専用アクセスを許可します。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな
オペレーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

Amazon ECS および Amazon ECR では、ユーザー、グループ、ロール、Amazon EC2 インスタンス、お
よび Amazon ECS タスクにアタッチして、リソースや API オペレーションで異なる制御レベルを使用で
きる複数の管理ポリシーと信頼関係を提供しています。これらのポリシーを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。Amazon ECR 管理ポリシーの詳細について
は、「Amazon ECR 管理ポリシー」を参照してください。

AmazonECS_FullAccess
AmazonECS_FullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、Amazon ECS リソースへの管理アクセスを許可し、IAM ID(ユーザー、グループ、ロー
ルなど)にAWSサービスは、Amazon ECS のすべての機能を使用するために統合されています。このポリ
シーを使用すると、AWS Management Console で利用可能な Amazon ECS のすべての機能にアクセスで
きます。これらの機能は、。

許可の詳細
AmazonECS_FullAccess 管理 IAM ポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。最小権限の付与
のベストプラクティスに従い、AmazonECS_FullAccess 管理ポリシーを、独自のカスタムポリシーを作
成するためのテンプレートとして使用できます。これにより、特定の要件に基づいて、管理ポリシーに権
限を追加し、管理ポリシーから権限を追加、または権限を取り上げることができます。

• ecs — プリンシパルの Amazon ECS API への完全なアクセスを許可します。
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• application-autoscaling — プリンシパルが Application Auto Scaling リソースを作成、説明、管
理できるようにします。これは、Amazon ECS サービスのサービスサービスオートスケーリングを有効
にする場合に必要です。

• appmesh — プリンシパルが App Mesh サービスメッシュと仮想ノードを表示し、App Mesh 仮想ノード
を記述できるようにします。これは、Amazon ECS サービスをApp Mesh と統合する場合に必要です。

• autoscaling — プリンシパルが Amazon EC2 Auto Scaling リソースを作成、管理、記述できるように
します。これは、クラスターのオートスケーリング機能を使用する場合、Amazon EC2 Auto Scaling グ
ループを管理する場合に必要です。

• cloudformation — プリンシパルの作成と管理を許可する AWS CloudFormation スタック。これ
は、AWS Management Console を使用して Amazon ECS クラスターを作成し、それらのクラスターの
その後の管理に必要です。

• cloudwatch — Amazon CloudWatch アラームの作成、管理、記述をプリンシパルに許可します。
• codedeploy:プリンシパルがアプリケーションのデプロイメントを作成および管理し、構成、リビジョ

ン、デプロイメントターゲットを表示できるようにします。
• sns — プリンシパルが Amazon SNS トピックのリストを表示できるようにします。
• lambda — プリンシパルが AWS Lambda 関数とそのバージョン固有の構成のリストを表示できるよう

にします。
• ec2 — プリンシパルが Amazon EC2 インスタンスを実行し、ルート、ルートテーブル、インターネッ

トゲートウェイ、起動グループ、セキュリティグループ、仮想プライベートクラウド、ススポットフ
リート、サブネットを作成および管理できるようにします。

• elasticloadbalancing — プリンシパルが Elastic Load Balancing ロードバランサーを作成、説明、
削除できるようにします。プリンシパルは、ロードバランサーの新しく作成されたターゲットグルー
プ、リスナー、リスナーのルールにタグを追加することもできます。

• events — プリンシパルが Amazon EventBridge ルールとそのターゲットを作成、管理、削除できるよ
うにします。

• iam — プリンシパルに IAM ロールとアタッチされたポリシーの一覧表示を許可します。プリンシパル
は、Amazon EC2 インスタンスで利用できるインスタンスプロファイルを一覧表示することもできま
す。

• logs — プリンシパルが Amazon CloudWatch Logs ロググループを作成および記述できるようにしま
す。プリンシパルは、これらのロググループのログイベントを一覧表示することもできます。

• route53 — プリンシパルが Amazon Route 53 ホストゾーンの作成、管理、削除できるようにします。
プリンシパルは、Amazon Route 53 ヘルスチェックの設定と情報を表示することもできます。ホスト
ゾーンの設定の詳細については、「ホストゾーンの使用」を参照してください。

• servicediscovery — プリンシパルが AWS Cloud Map サービスを作成、管理、削除し、プライベー
ト DNS 名前空間を作成できるようにします。

AmazonECS_FullAccess ポリシーの例を次に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "application-autoscaling:DeleteScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
                "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
                "application-autoscaling:PutScalingPolicy", 
                "application-autoscaling:RegisterScalableTarget", 
                "appmesh:DescribeVirtualGateway", 
                "appmesh:DescribeVirtualNode", 
                "appmesh:ListMeshes", 
                "appmesh:ListVirtualGateways", 
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                "appmesh:ListVirtualNodes", 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:CreateLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:DeleteLaunchConfiguration", 
                "autoscaling:Describe*", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeStack*", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "codedeploy:BatchGetApplicationRevisions", 
                "codedeploy:BatchGetApplications", 
                "codedeploy:BatchGetDeploymentGroups", 
                "codedeploy:BatchGetDeployments", 
                "codedeploy:ContinueDeployment", 
                "codedeploy:CreateApplication", 
                "codedeploy:CreateDeployment", 
                "codedeploy:CreateDeploymentGroup", 
                "codedeploy:GetApplication", 
                "codedeploy:GetApplicationRevision", 
                "codedeploy:GetDeployment", 
                "codedeploy:GetDeploymentConfig", 
                "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
                "codedeploy:GetDeploymentTarget", 
                "codedeploy:ListApplicationRevisions", 
                "codedeploy:ListApplications", 
                "codedeploy:ListDeploymentConfigs", 
                "codedeploy:ListDeploymentGroups", 
                "codedeploy:ListDeployments", 
                "codedeploy:ListDeploymentTargets", 
                "codedeploy:RegisterApplicationRevision", 
                "codedeploy:StopDeployment", 
                "ec2:AssociateRouteTable", 
                "ec2:AttachInternetGateway", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CancelSpotFleetRequests", 
                "ec2:CreateInternetGateway", 
                "ec2:CreateLaunchTemplate", 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:CreateRouteTable", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:CreateSubnet", 
                "ec2:CreateVpc", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
                "ec2:DeleteSubnet", 
                "ec2:DeleteVpc", 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:DetachInternetGateway", 
                "ec2:DisassociateRouteTable", 
                "ec2:ModifySubnetAttribute", 
                "ec2:ModifyVpcAttribute", 
                "ec2:RequestSpotFleet", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ecs:*", 
                "elasticfilesystem:DescribeAccessPoints", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticloadbalancing:CreateListener", 
                "elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer", 
                "elasticloadbalancing:CreateRule", 
                "elasticloadbalancing:CreateTargetGroup", 
                "elasticloadbalancing:DeleteListener", 
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                "elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer", 
                "elasticloadbalancing:DeleteRule", 
                "elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListRuleNamesByTarget", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets", 
                "fsx:DescribeFileSystems", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "iam:ListRoles", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:DeleteHostedZone", 
                "route53:GetHealthCheck", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace", 
                "servicediscovery:CreateService", 
                "servicediscovery:DeleteService", 
                "servicediscovery:GetNamespace", 
                "servicediscovery:GetOperation", 
                "servicediscovery:GetService", 
                "servicediscovery:ListNamespaces", 
                "servicediscovery:ListServices", 
                "servicediscovery:UpdateService", 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParameter", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:GetParametersByPath" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/aws/service/ecs*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DeleteInternetGateway", 
                "ec2:DeleteRoute", 
                "ec2:DeleteRouteTable", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-name": "EC2ContainerService-
*" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/ecsInstanceRole*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com.cn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/ecsAutoscaleRole*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "application-autoscaling.amazonaws.com", 
                        "application-autoscaling.amazonaws.com.cn" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "autoscaling.amazonaws.com", 
                        "ecs.amazonaws.com", 
                        "ecs.application-autoscaling.amazonaws.com", 
                        "spot.amazonaws.com", 
                        "spotfleet.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:AddTags" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "elasticloadbalancing:CreateAction": [ 
                        "CreateTargetGroup", 
                        "CreateRule", 
                        "CreateListener", 
                        "CreateLoadBalancer" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 管理 IAM ポリシーは、Amazon ECS コンテナエージェント
および AWS Fargate コンテナエージェントに必要なアクセス権限を付与し、ユーザーに代わって AWS 
API コールを作成します。このポリシーは、タスク実行 IAM ロールに追加できます。詳細については、
「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

許可の詳細
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 管理 IAM ポリシーには以下のアクセス
許可が含まれています。最小権限を付与する標準のセキュリティアドバイスに従っ
て、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 管理ポリシーをガイドとして使用できます。管理ポリシー
で付与されているアクセス許可のいずれかがユースケースに必要でない場合、カスタムポリシーを作成
し、必要なアクセス許可のみを追加します。

• ecr:GetAuthorizationToken — プリンシパルが認証トークンの取得できるようにします。認証トー
クンは IAM 認証情報を表し、IAM プリンシパルによってアクセスされる Amazon ECR レジストリへの
アクセスに使用できます。受け取る認証トークンは 12 時間有効です。

• ecr:BatchCheckLayerAvailability — コンテナイメージが Amazon ECR プライベートリポジト
リにプッシュされると、イメージレイヤーごとにすでにプッシュされているかどうかが確認されます。
プッシュされた場合、そのイメージレイヤーはスキップされます。

• ecr:GetDownloadUrlForLayer— コンテナイメージが Amazon ECR プライベートリポジトリからプ
ルされると、この API は、キャッシュされていない各イメージレイヤーに対して 1 回呼び出されます。

• ecr:BatchGetImage— コンテナイメージが Amazon ECR プライベートリポジトリから取得される
と、この 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。

• logs:CreateLogStream— プリンシパルが、指定したロググループの CloudWatch Logs ストリーム
を作成できるようにします。

• logs:PutLogEvents — ログイベントの Batch を指定されたログストリームにアップロードすること
をプリンシパルに許可します。

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy ポリシーの例を次に示します。

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

AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy
IAM エンティティに AWSApplicationAutoscalingECSServicePolicy を添付することはできませ
ん。このポリシーは、ユーザーに代わって Application Auto Scaling がアクションを実行することを許可
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、Application Auto Scaling の
サービスにリンクされたロールを参照してください。

AWSCodeDeployRoleForECS
IAM エンティティに AWSCodeDeployRoleForECS を添付することはできません。このポリシーは、ユー
ザーに代わって CodeDeploy がアクションを実行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、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「CodeDeploy のサービスロー
ルを作成する」を参照してください。

AWSCodeDeployRoleForECSLimited
IAM エンティティに AWSCodeDeployRoleForECSLimited を添付することはできません。このポリシー
は、ユーザーに代わって CodeDeploy がアクションを実行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、AWS CodeDeploy ユーザーガイドの「CodeDeploy のサー
ビスロールを作成する」を参照してください。

Amazon ECS での AWS 管理ポリシーに関する更新
Amazon ECS 向けの AWS 管理ポリシーについて、このサービスがこれらの変更の追跡を開始して以降行
われた更新の詳細情報を示します。このページの変更に関する自動通知を入手するには、Amazon ECS ド
キュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

許可を
AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
に追加する

AmazonEC2ContainerServiceEventsRole
ポリシーが変更され、サービス
のプリンシパルが Amazon ECS 
RunTask API を呼び出すとき
にタグを追加できるようにする
ecs:TagResource 許可が追加
されました。

2023 年 3 月 6 日

許可を
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
に追加する

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
ポリシーが変更され、新しく
作成されたクラスターと登録さ
れたコンテナインスタンスのみ
に許可を制限する条件を含む
ecs:TagResource 許可が追加
されました。

2023 年 3 月 6 日

the section called 
“AmazonECS_FullAccess” (p. 371)
へのアクセス許可を追加する

AmazonECS_FullAccess
ポリシーが変更さ
れ、elasticloadbalancing:AddTags
権限が追加されました。これ
には、新しく作成されたロード

2023 年 1 月 4 日
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変更 説明 日付
バランサー、ターゲットグルー
プ、ルール、および作成され
たリスナーのみにアクセス許可
を制限する条件が含まれていま
す。この権限では、既に作成さ
れている Elastic Load Balancing 
リソースにタグを追加すること
はできません。

Amazon ECS が変更の追跡を開
始しました。

Amazon ECS 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 8 日

AWS Amazon Elastic Container Service の マネージド IAM ポリ
シーを段階的に廃止します。
以下の AWS 管理 IAM ポリシーは段階的に廃止されます。これらのポリシーは、更新されたポリシーに
置き換えられます。ユーザーまたはロールを更新して、更新されたポリシーを使用することをお勧めしま
す。

AmazonEC2ContainerServiceFullAccess
Important

AmazonEC2ContainerServiceFullAccess 管理 IAM ポリシーは、2021 年 1 月 29 日に段階
的に廃止されました。これは、iam:passRole 許可で発見されたセキュリティへの対応です。こ
のアクセス許可は、アカウント内のロールへの認証情報を含むすべてのリソースへのアクセスを
許可します。ポリシーが廃止されると、新しいユーザーまたはロールにポリシーをアタッチでき
なくなります。ポリシーがアタッチされているユーザーまたはロールは、そのポリシーを引き続
き使用できます。ただし、ユーザーまたはロールを更新して、AmazonECS_FullAccess 管理ポ
リシーを代わりに使用することをお勧めします 詳細については、「AmazonECS_FullAccess 管
理ポリシーへの移行 (p. 378)」を参照してください。

AmazonEC2ContainerServiceRole
Important

AmazonEC2ContainerServiceRole マネージド IAM ポリシーは段階的に廃止されます。これ
で Amazon ECS サービスリンクロールに置き換えられます。詳細については、「Amazon ECS 
のサービスリンクロールの使用 (p. 380)」を参照してください。

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole
Important

AmazonEC2ContainerServiceAutoscaleRole マネージド IAM ポリシーは段階的に廃止さ
れます。これは、Amazon ECS の Application Auto Scaling サービスリンクロールに置き換えら
れました。詳細については、「Application Auto Scaling ユーザーガイド」の「Application Auto 
Scaling 用のサービスリンクロール」を参照してください。

AmazonECS_FullAccess 管理ポリシーへの移行
AmazonEC2ContainerServiceFullAccess 管理 IAM ポリシーは、2021 年 1 月 29 日に段階的に廃止
されました。これは、iam:passRole アクセス許可で発見されたセキュリティへの対応です。このアク
セス許可は、アカウント内のロールへの認証情報を含むすべてのリソースへのアクセスを許可します。ポ
リシーが廃止されると、新しいグループ、ユーザー、またはロールにポリシーをアタッチできなくなりま
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す。すでにポリシーがアタッチされているグループ、ユーザー、またはロールは、引き続きそのポリシー
を使用できます。ただし、グループ、ユーザー、またはロールを更新して、AmazonECS_FullAccess が
管理するポリシーを代わりに使用することをお勧めします。

AmazonECS_FullAccess によって付与される許可には、ECS を管理者として使用するために
必要なアクセス許可の完全なリストが含まれます。AmazonECS_FullAccess ポリシーにはない
AmazonEC2ContainerServiceFullAccess によって付与されている許可を現在使用している場合、イ
ンラインポリシーステートメントに追加できます。詳細については、「Amazon Elastic Container Service 
に関する AWS 管理ポリシー (p. 371)」を参照してください。

現在 AmazonEC2ContainerServiceFullAccess 管理 IAM ポリシーを使用しているグループ、ユー
ザー、またはロールがあるかを判断するには、次のステップを使用します。次に、これらのポリシーを更
新して以前のポリシーをデタッチし、AmazonECS_FullAccess ポリシーをアタッチします。

AmazonECS_FullAccess ポリシーを使用するようにグループ、ユーザー、またはロールを更新す
るには (AWS Management Console)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] を選択し、AmazonEC2ContainerServiceFullAccess ポリ

シーを検索して選択します。
3. [Policy usage (ポリシーの使用)] タブを選択すると、現在このポリシーを使用している IAM ロールが

表示されます。
4. 現在 AmazonECS_FullAccess ポリシーを使用している

AmazonEC2ContainerServiceFullAccess ロールごとに、ロールを選択し、次の手順を使用して
非推奨ポリシーをデタッチし、IAM ポリシーをアタッチします。

a. [Permissions] (許可) タブで、AmazonEC2ContainerServiceFullAccess ポリシーの横にある X を
選択します。

b. [アクセス権限の追加] を選択します。
c. [Attach existing policies directly] を選択し、AmazonECS_FullAccess ポリシーを検索してクリッ

クして、[Next: Review] を選択します。
d. 変更を確認し、[Add permissions] を選択します。
e. AmazonEC2ContainerServiceFullAccess ポリシーを使用しているグループ、ユーザー、ま

たはロールごとに、これらの手順を繰り返します。

AmazonECS_FullAccess ポリシーを使用するようにグループ、ユーザー、またはロールを更新
するには (AWS CLI)

1. generate-service-last-accessed-details コマンドを使用して、非推奨ポリシーが最後に使用された日時
に関する詳細を含むレポートを生成します。

aws iam generate-service-last-accessed-details \ 
     --arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerServiceFullAccess

出力例:

{ 
    "JobId": "32bb1fb0-1ee0-b08e-3626-ae83EXAMPLE"
}

2. get-service-last-accessed-details コマンドを使用して、前回の出力からジョブ ID を使用して、サービ
スの最終アクセスレポートを取得します。このレポートには、廃止されたポリシーを最後に使用した 
IAM エンティティの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。

aws iam get-service-last-accessed-details \ 
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      --job-id 32bb1fb0-1ee0-b08e-3626-ae83EXAMPLE

3. グループ、ユーザー、またはロールから AmazonEC2ContainerServiceFullAccess ポリシーをデ
タッチするには、次のコマンドのいずれかを使用します。

• detach-group-policy
• detach-role-policy
• detach-user-policy

4. AmazonECS_FullAccess ポリシーをグループ、ユーザー、またはロールにアタッチするには、次の
コマンドのいずれかを使用します。

• attach-group-policy
• attach-role-policy
• attach-user-policy

Amazon ECS のサービスリンクロールの使用
Amazon Elastic Container Service は、AWS Identity and Access Management (IAM) のサービスにリンク
されたロールを使用します。サービスリンクロールは、Amazon ECS に直接リンクされた特殊なタイプの 
IAM ロールです。サービスリンクロールは Amazon ECS によって事前に定義されており、サービスがユー
ザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要な、すべての許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な許可を手動で追加する必要がないため、Amazon 
ECS のセットアップが簡単になります。サービスリンクロールの許可は Amazon ECS が定義し、特に定
義されない限り、Amazon ECS のみがそのロールを引き受けることができます。定義した許可には、信頼
ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることは
できません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

Amazon ECS のサービスリンクロール許可
Macie は、[AWSServiceRoleForECS] 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。

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForECS は、次のサービスを信頼してロールを引き受け
ます。

• ecs.amazonaws.com

AmazonECSServiceRolePolicy という名前のロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対し
て以下のアクションを実行することを Evidently に許可します。

• アクション: awsvpc Amazon ECS タスクのネットワークモードを使用する場合、Amazon ECS はタス
クに関連するエラスティックネットワークインターフェイスのライフサイクルを管理します。これに
は、Amazon ECS がエラスティックネットワークインターフェイスに追加するタグも含まれます。

• アクション: Amazon ECS サービスでロードバランサーを使用する場合、Amazon ECS は、ロードバラ
ンサーへのリソースの登録と登録解除を管理します。

• アクション: Amazon ECS サービス検出を使用する場合、Amazon ECS は必要な Route 53 を管理
し、AWS Cloud Map サービス検出が機能するためのリソース

• アクション: Amazon ECS サービスのオートスケーリングを使用する場合、Amazon ECS は必要な Auto 
Scaling リソースを管理します。
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• アクション: Amazon ECS は、Amazon ECS リソースのモニタリングに役立つ CloudWatch アラームと
ログストリームを作成および管理します。

• アクション: Amazon ECS Exec を使用する場合、Amazon ECS Exec セッションを開始するために必要
なタスクへのアクセス権限は Amazon ECS が管理します。

• アクション: Amazon ECS Service Connect を使用する場合、その機能を使用するために必要な AWS 
Cloud Map リソースは Amazon ECS が管理します。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユー
ザーガイド) の「Service-linked role permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照
してください。

Amazon ECS のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS API でクラスターを作成したり、サービスを作成または更新したりすると、Amazon 
ECS によって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。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービスで
アクションが完了した場合にアカウントに表示されます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でア
カウントにロールを再作成できます。クラスターを作成したり、サービスを作成または更新したりする
と、Amazon ECS によって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。

Amazon ECS のサービスリンクロールの編集
Amazon ECS では、AWSServiceRoleForECS サービスリンクロールを編集できません。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 ECS のサービスリンクロールの削除
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、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除しようとしたときに Amazon ECS サービスがロールを使用している場合は、削除
が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

サービスにリンクされたロールがアクティブなセッションを持っているかどうかを確認するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Roles] (ロール) を選択し、AWSServiceRoleForECS の名前を選択しま

す。(チェックボックスではなく)
3. [Summary] (概要) ページで [Access Advisor] (アクセスアドバイザー) を選択し、サービスにリンクさ

れたロールの最新のアクティビティを確認します。
Note

Amazon ECS が AWSServiceRoleForECS ロールを使用しているかどうか不明な場合は、
ロールを削除してみてください。サービスがロールを使用している場合、削除は失敗し、

381

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#service-linked-role-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#edit-service-linked-role
https://console.aws.amazon.com/iam/


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
タスク実行 IAM ロール

ロールが使用されているリージョンを表示できます。ロールが使用されている場合は、ロー
ルを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービスにリンクされた
ロールのセッションを取り消すことはできません。

AWSServiceRoleForECS サービスリンクロールが使用している Amazon ECS リソースを削除す
るには

AWSServiceRoleForECS ロールを削除する前に、AWS リージョンすべての Amazon ECS クラスターを削
除する必要があります。

• すべてのリージョンですべての Amazon ECS クラスターを削除します。詳細については、「クラシッ
クコンソールを使用してクラスターを削除するには (p. 519)」を参照してください。

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ロールである 
AWSServiceRoleForECS を削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされ
たロールの削除」を参照してください。

Amazon ECS サービスリンクロールがサポートされるリージョ
ン
Amazon ECS は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

Amazon ECS タスク実行IAM ロール
タスク実行ロールは、ユーザーに代わって AWS API コールを実行するためのアクセス許可を Amazon 
ECS コンテナと Fargate エージェントに付与します。タスク実行 IAM ロールは、タスクの要件に応じて
必要です。さまざまな目的とサービスのタスク実行ロールを、アカウントに複数関連付けることができま
す。

以下に示しているのは、タスク実行 IAM ロールの一般的なユースケースです。

• タスクは AWS Fargate または外部インスタンスでホストされています…
• Amazon ECR プライベートリポジトリからコンテナイメージをプルします。
• awslogs ログドライバーを使用して CloudWatch Logs にコンテナログを送信します。詳細について

は、「awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)」を参照してください。
• タスクは、AWS Fargate またはAmazon EC2 インスタンスでホストされています…

• プライベートレジストリ認証を使用しています。詳細については、「プライベートレジストリの認証
で必須の IAM アクセス許可 (p. 385)」を参照してください。

• タスク定義は、Secrets Manager のシークレットまたは AWS Systems Manager パラメータストアの
パラメータを使用して機密データを参照します。詳細については、「Amazon ECS シークレットで必
須の IAM アクセス許可 (p. 385)」を参照してください。

Note

タスク実行ロールは Amazon ECS コンテナエージェントバージョン 1.16.0 以降でサポートされ
ています。

Amazon ECS は、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy という管理ポリシーを提供します。このポ
リシーには、上記の一般的ユースケースで必要なアクセス許可が含まれています。以下に示す特殊なユー
スケースでは、タスク実行ロールにインラインポリシーを追加することが必要な場合があります。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecr:GetAuthorizationToken", 
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
        "ecr:BatchGetImage", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Amazon ECS タスク実行ロールは、Amazon ECS コンソールで自動的に作成されます。ただし、タスク
のためのマネージド型 IAM ポリシーを手動でアタッチして、 Amazon ECS に今後の新機能および機能拡
張のためのアクセス許可を追加できるようにする必要があります。次の手順を使用してアカウントに既に 
Amazon ECS タスク実行のロールが存在するか確認し、必要に応じてマネージド IAM ポリシーをアタッチ
することができます。

IAM コンソールでのタスク実行 (ecsTaskExecutionRole) 
ロールの確認
1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
3. 検索ボックスに「ecsTaskExecutionRole」と入力します。ロールが存在する場合は、そのロール

を選択して、アタッチされているポリシーを表示します。
4. [アクセス許可] タブで、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy がロールにアタッチされていることを

確認します。

a. [Add Permissions] (許可の追加)、[Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
b. アタッチが可能なポリシーを絞り込むためには、[フィルター] に、

「AmazonECSTaskExecutionRolePolicy]」と入力します。
c. [AmazonECSTaskExecutionRolePolicy] ポリシーの左にあるボックスをオンにし、[ポリシーをア

タッチ] を選択します。
5. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
6. 信頼関係に以下のポリシーが含まれていることを確認します。信頼関係が以下のポリシーと一致する

場合、[Cancel] (キャンセル) を選択します。信頼関係が一致しない場合、[Edit trust policy] (信頼ポリ
シー編集) を選択して、ポリシーを [Policy Document] (ポリシードキュメント) ウィンドウにコピー
し、[Update policy] (ポリシー更新) を選択します。

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

タスク実行 (ecsTaskExecutionRole) ロールの作成
アカウントにまだタスク実行ロールがない場合は、次のステップに従ってロールを作成します。

タスク実行 IAM ロール (AWS Management Console) を作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [Trusted entity type] (信頼されたエンティティタイプ) セクションで、[AWS service]、[Elastic 

Container Service] の順に選択します。
4. [ユースケース] で、[Elastic Container Service タスク] を選択した後、[次へ] を選択します。
5. [Attach permissions policy] (許可ポリシーの添付) セクションで、以下の操作を行います。

a. [AmazonECSTaskExecutionRolePolicy]を検索し、ポリシーを選択します。
b. [Set permissions boundary - optional] (許可境界の設定 - オプション) で、[Create role without a 

permissions boundary] (許可境界のないロールを作成する) を選択します。
c. [Next] (次へ) をクリックします。

6. [Role details] (ロール詳細) で、次の操作を行います。

a. [Role name](ロール名) に ecsTaskExecutionRole を入力します。
b. [Add tags (optional)] (タグ追加 (オプション)) の場合、ポリシーに関連付けるカスタムタグを指定

します。
7. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

タスク実行 IAM ロール (AWS CLI) を作成するには

1. IAM ロールに使用する信頼ポリシーが含まれる ecs-tasks-trust-policy.json という名前の
ファイルを作成します。 ファイルには次の内容が含まれます。

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

2. 前のステップで作成した信頼ポリシーを使用した ecsTaskExecutionRole という名前の IAM ロー
ルを作成します。

aws iam create-role \ 
      --role-name ecsTaskExecutionRole \ 
      --assume-role-policy-document file://ecs-tasks-trust-policy.json

3. AWS 管理 AmazonECSTaskExecutionRolePolicy ポリシー ecsTaskExecutionRole をロール
にアタッチします。本ポリシーの提供内容
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aws iam attach-role-policy \ 
      --role-name ecsTaskExecutionRole \ 
      --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

プライベートレジストリの認証で必須の IAM アクセス許可
プライベートレジストリ認証機能を使用するには、 Amazon ECS タスクの実行ロールが必要です。この
ロールを使用して、コンテナエージェントでコンテナイメージをプルできます。詳細については、「タス
クのプライベートレジストリの認証 (p. 170)」を参照してください。

作成したシークレットへのアクセスを許可するには、以下の許可をインラインポリシーとしてタスクの実
行ロールに手動で追加します。詳細については、「IAM ポリシーの追加と削除」を参照してください。

• secretsmanager:GetSecretValue
• kms:Decrypt - カスタムの KMS キーを使用するが、デフォルトのキーは使用しない場合にのみ必須。

そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要があります。

アクセス許可を追加するポリシーの例を以下に示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "ssm:GetParameters", 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:secret_name", 
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/key_id"      
      ] 
    } 
  ]
}

Amazon ECS シークレットで必須の IAM アクセス許可
Amazon ECS シークレット機能を使用するには、Amazon ECS タスク実行ロールを持っていて、タスク
定義でそのロールを参照する必要があります。このロールにより、必要な AWS Systems Manager または 
Secrets Manager のリソースをコンテナエージェントがプルできます。詳細については、「コンテナへの
機密データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。

作成した AWS Systems Manager パラメータストアパラメータにアクセスできるように、タスク実行ロー
ルに以下の許可をインラインポリシーとして手動で追加する必要があります。詳細については、「IAM ポ
リシーの追加と削除」を参照してください。

• ssm:GetParameters - Systems Manager パラメータストアのパラメータをタスク定義で参照する場合
は必須です。

• secretsmanager:GetSecretValue — Secrets Manager シークレットを直接参照するか、Systems 
Manager パラメータストアのパラメータがタスク定義で Secrets Manager シークレットを参照している
場合は必須です。

• kms:Decrypt – シークレットでカスタムの KMS キーを使用し、デフォルトのキーを使用しない場合に
のみ必須です。そのカスタムキーの ARN はリソースとして追加されている必要があります。
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次の例のポリシーでは、必須のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws_account_id>:secret:<secret_name>", 
        "arn:aws:kms:<region>:<aws_account_id>:key/<key_id>" 
      ] 
    } 
  ]
}

インターネットエンドポイントを介して Amazon ECR イメージ
をプルする Fargate タスク用の IAM アクセス許可 (オプション)
Amazon ECR がインターフェイス VPC エンドポイントを使用するように設定されているときに、Amazon 
ECR からイメージをプルする Fargate 起動タイプを使用するタスクを起動するときは、特定の VPC また
は VPC エンドポイントへのアクセスにタスクを制限できます。この操作を行うには、IAM 条件キーを使
用するタスクのタスク実行ロールを作成します。

次の IAM グローバル条件キーを使用して、特定の VPC または VPC エンドポイントへのアクセスを制限し
ます。詳細については、「AWSv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:SourceVpc - 特定の VPC へのアクセスを制限します。
• aws:SourceVpce - 特定の VPC エンドポイントへのアクセスを制限します。

次のタスク実行ロールポリシーは、条件キーを追加する方法の例を示しています。
Important

ecr:GetAuthorizationToken API アクションには、aws:sourceVpc または
aws:sourceVpce 条件キーを適用することができません。これは、GetAuthorizationToken 
API コールは、タスクの Elastic Network Interface ではなく、AWS Fargate が所有する Elastic 
Network Interface を経由するためです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage" 
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            ], 
            "Resource": "*", 
             "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:sourceVpce": "vpce-xxxxxx", 
                    "aws:sourceVpc": "vpc-xxxxx" 
                } 
            }
        } 
    ]
}

タスク IAM ロール
Amazon ECS タスクには IAM ロールを関連付けることができます。IAM ロールで付与される許可は、タ
スクで実行されているコンテナによって引き受けられます。

コンテナ化したアプリケーションは AWS API を呼び出す必要がある場合、AWS 認証情報でそれらの 
AWS API リクエストに署名する必要があります。なお、タスクの IAM ロールは、アプリケーションを使
用するための認証情報を管理する戦略を利用できます。これは、Amazon EC2 インスタンスプロファイル
が Amazon EC2 インスタンスに認証情報を提供する方法と似ています。AWS 認証情報を作成してコンテ
ナに配布したり、Amazon EC2 インスタンスのロールを使用したりする代わりに、IAM ロールを Amazon 
ECS のタスク定義または RunTask API オペレーションに関連付けることができます。コンテナは、AWS 
SDK または AWS CLI を使用して認可された AWS サービスへの API リクエストを実行できます。

次の内容は、タスクで IAM ロールを使用する利点について説明します。

• 認証情報の分離: コンテナは、コンテナが属するタスク定義で定義された IAM ロールの認証情報のみを
取得できます。コンテナは、別のタスクに属する別のコンテナを対象にした認証情報にアクセスするこ
とはありません。

• 許可: 許可のないコンテナは別のタスク用に定義されている IAM ロール認証情報にアクセスできませ
ん。

• 監査性: CloudTrail にアクセスしイベントのログ記録を利用することで、遡及的な監査を確実に行え
ます。タスクの認証情報には、セッションにアタッチされている taskArn のコンテキストがあるた
め、CloudTrail ログではどのタスクがどのロールを使用しているかを表示できます。

Note

タスク用の IAM ロールを指定すると、そのタスクのコンテナ内の AWS CLI または他の SDK は、
タスクロールによって提供された AWS 認証情報を排他的に使用し、Amazon EC2 または外部イ
ンスタンスで実行されていて、それらから IAM 許可を継承しなくなります。

タスク定義でタスク IAM ロールを定義するか、taskRoleArn API オペレーションでタスク
を手動で実行するときに RunTask の上書きを使用できます。Amazon ECS エージェントは、
ロール認証情報を含む追加のフィールドを使用してタスクを開始するペイロードメッセージを
受け取ります。Amazon ECS エージェントは、一意のタスク認証情報 ID を識別トークンとし
て設定し、内部認証情報のキャッシュを更新して、タスクの識別トークンがペイロードで受け
取ったロールの認証情報を指すようにします。Amazon ECS エージェントでは、次の相対 URI
/credential_provider_version/credentials?id=task_credential_id を使用して、このタス
クに属するすべてのコンテナの Env オブジェクト (docker inspect container_id コマンドで利用可能) 
に AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI 環境変数を設定します。

コンテナ内から、以下のコマンドを使用して認証情報エンドポイントをクエリできます。

curl 169.254.170.2$AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI

出力:

387



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
タスク IAM ロール

{ 
    "AccessKeyId": "ACCESS_KEY_ID", 
    "Expiration": "EXPIRATION_DATE", 
    "RoleArn": "TASK_ROLE_ARN", 
    "SecretAccessKey": "SECRET_ACCESS_KEY", 
    "Token": "SECURITY_TOKEN_STRING"
}

タスク用の IAM ロールとポリシーの作成
タスクで使用する IAM ポリシーを作成するときは、そのポリシーはタスクのコンテナが引き受けるタスク
の許可を含める必要があります。既存の AWS マネージドポリシーを使用することもできます。または、
特定のニーズを満たすカスタムポリシーを最初から作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイド
の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

Important

Amazon ECS タスク (すべての起動タイプ) では、タスクに IAM ポリシーとロールを使用するこ
とをお勧めします。これらの認証情報により、タスクは sts:AssumeRole を呼び出してタスク
に既に関連付けられているのと同じロールを引き受けることなく、AWS API リクエストを行うこ
とができます。タスクでロールがそれ自体を引き受けることが必要な場合、そのロールがそれ自
体を引き受けることを明示的に許可する信頼ポリシーを作成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「Modifying a role trust policy」(ロールの信頼ポリシーの変更) を
参照してください。

IAM ポリシーを作成した後、Amazon ECS タスク定義で参照するポリシーを含む IAM ロールを作成でき
ます。IAM コンソールで [Elastic Container Service Task] (Elastic Container Service タスク) ユースケース
を使用してロールを作成できます。それから、タスクのコンテナに必要なアクセス許可を付与するロール
に特定の IAM ポリシーをアタッチできます。次の手順では、これを行う方法について説明します。

IAM のアクセス許可を必要とする複数のタスク定義またはサービスがある場合は、各タスクに提供するア
クセスを最小限に抑えるために、タスクを操作するために必要な最小限のアクセス許可で特定のタスク定
義またはサービスごとにロールを作成することを検討してください。

リージョンのサービスエンドポイントの詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス 
リファレンスガイド」の「サービスエンドポイント」を参照してください。

IAM タスクロールは、ecs-tasks.amazonaws.com サービスを特定する信頼ポリシーが必要で
す。sts:AssumeRole 許可は、Amazon EC2 インスタンスが使用するロールとは異なる IAM ロールをタ
スクに引き受けられるようにします。これにより、タスクは Amazon EC2 インスタンスに関連付けられ
たロールを継承しません。混乱する副セキュリティ問題を防ぐために、許可をさらにスコープするために
aws:SourceAccount または aws:SourceArn 条件キーを使用することをお勧めします。これらの条件
キーは、信頼関係、またはロールに関連付けられた IAM ポリシーで指定できます。混乱した代理の問題
と、お客様の AWS アカウントの保護方法の詳細について学ぶためには、[The confused deputy problem]
(IAM ユーザーガイド) の[IAM User Guide] (混乱した代理の問題) を参照してください。

以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。リージョン識別子を置き換えて、タスク起動時に使用す
る AWS アカウント番号を特定する必要があります。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":[ 
               "ecs-tasks.amazonaws.com" 
            ] 
         }, 
         "Action":"sts:AssumeRole", 
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         "Condition":{ 
            "ArnLike":{ 
            "aws:SourceArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:*" 
            }, 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"111122223333" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Important

タスク IAM ロールを作成するときは、信頼関係またはロールに関連付けられた IAM ポリシーで
aws:SourceAccount または aws:SourceArn のいずれかの条件キーを使用して、混乱した副
セキュリティ問題を防止します。特定のクラスターを指定する aws:SourceArn 条件キーの使用
は現在サポートされていません。ワイルドカードを使用してすべてのクラスターを指定する必要
があります。混乱した代理の問題と、お客様の AWS アカウントの保護方法の詳細について学ぶ
ためには、[The confused deputy problem] (IAM ユーザーガイド) の[IAM User Guide] (混乱した代
理の問題) を参照してください。

タスク用の IAM ポリシーを作成するには (AWS Management Console)

この例では、Amazon S3 バケットへの読み取り専用アクセスを許可するポリシーを作成します。データ
ベース認証情報または他の秘密情報をバケットに保存し、タスクのコンテナによってバケットからの認証
情報の読み取りとアプリケーションへのロードを実行できます。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、次に [Create Policy (ポリシーの作成)] を選

択します。
3. 以下のいずれかのタブの手順に従って、ビジュアルのエディタまたは JSON エディタの使用方法を示

します。

Using the visual editor

1. [Service] で、[S3] を選択します。
2. [アクション] の [Read (読み取り)] オプションを展開し、[GetObject] を選択します。
3. [Resources] (リソース) の場合、[Add ARN] (ARN を追加) を選択し、Amazon S3 バケットの完全

な Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
4. (オプション) [Request conditions] (リクエスト条件) の場合、[Add condition] (条件を追加) を選

択します。これは、混乱した代理のセキュリティ問題を防ぐためにお勧めします。混乱した代理
の問題と、お客様の AWS アカウントの保護方法の詳細について学ぶためには、[The confused 
deputy problem] (IAM ユーザーガイド) の[IAM User Guide] (混乱した代理の問題)を参照してくだ
さい。

a. [Condition key] (条件キー) の場合、aws:SourceAccount または aws:SourceArn いずれかを選
択します。これらのグローバル条件キーの詳細については、[IAM User Guide] (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。

b. [Operator] (オペレーター) の場合、aws:SourceAccount 条件キーを指定したら、StringEquals
を選択します。または、aws:SourceArn 条件キーを指定した場合、ArnLike を選択します。

c. [Value] (値) の場合、aws:SourceAccount 条件キーを指定したら、AWS アカウント ID を指定
します。または aws:SourceArn 条件キーを指定した場合、Amazon ECS タスクの Amazon 
リソースネーム (ARN) を指定します。たとえば、aws:ecs:*:accountId:* のようなワイ
ルドカードを使用できます。これはアカウントのすべてのタスクで機能します。

d. [Add] (追加) を選択して条件キーを保存します。ポリシーに追加する条件キーごとに、これら
のステップを繰り返します。
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5. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択して、整理するためのリソースタグをポリシーに追加した
ら、[Next: Review] (次へ: 確認) を選択します。

6. [Review policy] (ポリシーの確認) ページで、[Name] (名前) には
AmazonECSTaskS3BucketPolicy などの独自の一意の名前を入力します。必要に応じて、ポリ
シーの説明を指定することもできます。

7. ポリシーが完了したら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して終了します。

Using the JSON editor

1. ポリシードキュメントのフィールドに、タスクに適用するポリシーを貼り付けます。以下の例
では、my-pod-secrets-bucket Amazon S3 バケットにアクセス許可を付与します。これに
は、Amazon リソースネーム (ARN) または特定のアカウント ID を使用して特定のタスクを指定
するために使用できる条件ステートメントが含まれています。これにより、追加セキュリティの
許可をさらにスコープする方法を示します。これは、混乱した代理のセキュリティ問題を防ぐた
めにお勧めします。混乱した代理の問題と、お客様の AWS アカウントの保護方法の詳細につい
て学ぶためには、[The confused deputy problem] (IAM ユーザーガイド) の[IAM User Guide] (混乱
した代理の問題) を参照してください。

アクセス許可ポリシーの例を次に示します。ポリシーを特定のニーズに応じて変更できます。
リージョン識別子を置き換えて、タスク起動時に使用する AWS アカウント番号を特定する必要
があります。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::my-task-secrets-bucket/*" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "ArnLike":{ 
            "aws:SourceArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:*" 
            }, 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"111122223333" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

2. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択して、整理するためのリソースタグをポリシーに追加した
ら、[Next: Review] (次へ: 確認) を選択します。

3. [Review policy] (ポリシーの確認) ページで、[Name] (名前) には
AmazonECSTaskS3BucketPolicy などの独自の一意の名前を入力します。必要に応じて、ポリ
シーの説明を指定することもできます。

4. ポリシーが完了したら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して終了します。

タスク用の IAM ロールを作成するには (AWS Management Console)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティを選択) セクションで、[AWS Service] を選択します。
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4. ドロップダウンメニューを使用して [Use case] (ユースケース) を使用する場合、Elastic Container 
Service を選択して、[Elastic Container Service Task] (Elastic Container Service タスク) ユースケース
の後に、[Next] (次) を選択します。

5. [Add permissions] (許可を追加) の場合、タスクで使用するポリシーを検索して選択します (この例で
は AmazonECSTaskS3BucketPolicy を選択し、[Next] (次) を選択します)。

6. [Step 3: Name, review, and create] (ステップ 3: 名前を付けて、確認、作成) で、次の操作を実行しま
す。

a. [ロール名] に、ロールの名前を入力します。この例では、AmazonECSTaskS3BucketRole と入
力してロールに名前を付けます。

b. (オプション) [Description] (説明) の場合、この IAM ロールの説明を指定します。
c. ロールの信頼済みエンティティと許可ポリシーを確認します。
d. [Add tags (Optional) ] (タグの追加 (オプション) ) の場合、IAM ロールに関連付けるメタデータ タ

グを入力したら、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

タスク用の IAM ロールを指定する
ロールを作成し、そのロールにポリシーをアタッチした後、そのロールを引き受けるタスクを実行できま
す。これには複数の方法があります。

• タスク定義でタスク用の IAM ロールを指定します。新しいタスク定義または既存のタスク定義の新し
いリビジョンを作成して、前に作成したロールを指定できます。クラシックコンソールを使用してタス
ク定義を作成する場合、[Task Role] (タスクロール) フィールドで IAM ロールを選択します。AWS CLI 
または SDK を使用する場合、taskRoleArn パラメータを使用してタスクロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定します。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参
照してください。

Note

このオプションは、Amazon ECS サービスで IAM タスクロールを使用する場合に必要です。
• タスクを実行する際に、IAM タスクロールの上書きを指定します。タスクを実行する際に IAM タスク

ロールの上書きを指定できます。クラシックコンソールを使用してタスクを実行する場合、[Advanced 
Options] (詳細オプション) を選択し、[Task Role] (タスクロール) フィールドで IAM ロールを選択しま
す。AWS CLI または SDK を使用する場合、overrides JSON オブジェクトの taskRoleArn パラ
メータを使用してタスクロールの ARN を指定します。詳細については、「クラシック Amazon ECS コ
ンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する方法 (p. 525)」を参照してください。

Note

タスクおよびサービスを実行するために必要な標準の Amazon ECS アクセス権限を付与するだ
けでなく、ユーザーにはタスクの IAM ロールを使用する iam:PassRole アクセス権限も必要で
す。

ECS Anywhere IAM ロール
オンプレミスサーバーまたは仮想マシン (VM) をクラスターに登録する場合、サーバーまたは VM はAWS 
APIと通信するために IAM ロールを必要とします。この IAM ロールの作成は AWS アカウントごとに一度
のみで済みます。

IAM コンソールでの ECS Anywhere (ecsAnywhereRole) の確
認
1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
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3. 検索ボックスに「ecsAnywhereRole」と入力します。ロールが存在する場合は、そのロールを選択
して、アタッチされているポリシーを表示します。

4. [アクセス許可] タブで、[AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role] および
[AmazonSSMManagedInstanceCore] が、ロールにアタッチされていることを確認します。

a. [Add Permissions] (許可の追加)、[Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
b. アタッチが可能なポリシーを絞り込むには、[フィルター] に、

「AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role」および「AmazonSSMManagedInstanceCore」を入
力します。

c. [AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role] および [AmazonSSMManagedInstanceCore] ポリシー
の左側にあるチェックボックスをオンにし、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

5. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
6. 信頼関係に以下のポリシーが含まれていることを確認します。信頼関係が以下のポリシーと一致する

場合、[Cancel] (キャンセル) を選択します。信頼関係が一致しない場合、[Edit trust policy] (信頼ポリ
シー編集) を選択して、ポリシーを [Policy Document] (ポリシードキュメント) ウィンドウにコピー
し、[Update policy] (ポリシー更新) を選択します。

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

ECS Anywhere (ecsAnywhereRole) ロールの作成
ecsAnywhereRole を作成するには (AWS Management Console)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
3. [AWSサービス] ロールタイプを選択し、続いて [Elastic Container Service] を選択します。
4. [EC2 Role for Elastic Container Service (Elastic コンテナサービス用 EC2 ロール)] ユースケースを選

択してから、[Next: Permissions (次の手順: アクセス許可)] を選択します。
5. [アタッチされたアクセス権限ポリシー] セクションで、[AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role]、

[Next: Review (次の手順: 確認)] の順に選択します。
6. [ロール名] に「ecsAnywhereRole」を入力します。ここでは、例えば「ECS クラスター内のオンプ

レミスサーバーまたは仮想マシンが ECS にアクセスできるようにする。」のような説明をオプション
で入力することもできます。

7. ロール情報を確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択して終了します。
8. 先ほど作成した [ecsAnywhereRole] ロールを使用します。
9. [Permissions (アクセス許可)] タブで、[Attach policy (ポリシーの添付)] を選択します。
10. アタッチ可能なポリシーを絞り込むには、[フィルター] ボックスに

「AmazonSSMManagedInstanceCore」と入力します。
11. [AmazonSSMManagedInstanceCore] ポリシーの左にあるボックスをオンにし、[Attach policy (ポリ

シーをアタッチする)] を選択します。
12. [信頼関係] タブで、[信頼関係の編集] を選択します。

392

https://console.aws.amazon.com/iam/


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
CodeDeploy IAM ロール

13. 信頼関係を変更して、次のポリシーを含め、[Update Trust Policy (信頼ポリシーの更新] を選択しま
す。

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

ecsAnywhereRole ロールを作成するには (AWS CLI)

1. 次の内容で、ssm-trust-policy.json というローカルファイルを作成します。

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

2. ロールを作成します。

aws iam create-role --role-name ecsAnywhereRole --assume-role-policy-document 
 file://ssm-trust-policy.json

3. AWS 管理ポリシーをアタッチします。

aws iam attach-role-policy --role-name ecsAnywhereRole --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
aws iam attach-role-policy --role-name ecsAnywhereRole --policy-arn 
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Amazon ECS CodeDeploy IAM ロール
Amazon ECS で CodeDeploy ブルー/グリーンデプロイタイプを使用するには、ユーザーの代わりに 
Amazon ECS サービスを更新するためのアクセス許可を事前に CodeDeploy サービスに付与しておく必要
があります。これらのアクセス権限は、CodeDeploy IAM ロール (ecsCodeDeployRole) によって付与さ
れます。

Note

ユーザーには CodeDeploy を使用するアクセス許可も必要です。これらの権限については、
「IMA 許可が必要なブルー/グリーンデプロイ (p. 249)」で説明しています。

2 つの管理ポリシーが用意されています。次に示している AWSCodeDeployRoleForECS ポリシーでは、
関連付けられているアクションを使用してリソースを更新するためのアクセス許可が CodeDeploy に付与
されます。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ecs:DescribeServices", 
                "ecs:CreateTaskSet", 
                "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet", 
                "ecs:DeleteTaskSet", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:ModifyListener", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:ModifyRule", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "sns:Publish", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次に示している AWSCodeDeployRoleForECSLimited ポリシーでは、より制限されたアクセス許可が 
CodeDeploy に付与されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ecs:DescribeServices", 
                "ecs:CreateTaskSet", 
                "ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet", 
                "ecs:DeleteTaskSet", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:CodeDeployTopic_*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
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        { 
            "Action": [ 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:ModifyListener", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:ModifyRule" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:CodeDeployHook_*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:ExistingObjectTag/UseWithCodeDeploy": "true" 
                } 
            }, 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/ecsTaskExecutionRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/ECSTaskExecution*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CodeDeploy AWSCodeDeployRoleForECS ロールの作成
CodeDeploy 用の IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles]、[Create role] の順に選択します。
3. [Select type of trusted entity (信頼されたエンティティの種類を選択)] で [AWS サービス] を選択しま

す。
4. [このロールを使用するサービスを選択] で [CodeDeploy] を選択します。
5. [Select your use case] (ユースケースの選択) の場合、CodeDeploy - ECS、[Next] (次) の順に選択しま

す。
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6. [Attach permissions policy] (許可ポリシーの添付) セクションで、以下の操作を行います。

a. [AWSCodeDeployRoleForECS]を選択し、ポリシーを選択します。
b. [Set permissions boundary - optional] (許可境界の設定 - オプション) で、[Create role without a 

permissions boundary] (許可境界のないロールを作成する) を選択します。
c. [Next] (次へ) をクリックします。

7. [Role details] (ロール詳細) で、次の操作を行います。

a. [ロール名] に ecsCodeDeployRole と入力し、さらに必要に応じて説明を入力します。
b. [タグを追加 (オプション)] で、ポリシーに関連付けるカスタムタグを入力します。

8. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

必要なアクセス権限を Amazon ECS CodeDeploy IAM ロールに追加するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ロールのリストで ecsCodeDeployRole を検索します。そのロールが見つからない場合は、次の手

順に従ってロールを作成します。ロールが存在する場合は、そのロールを選択して、アタッチされて
いるポリシーを表示します。

3. [アクセス許可ポリシー] セクションで、そのロールに [AWSCodeDeployRoleForECS] または
[AWSCodeDeployRoleForECSLimited] 管理ポリシーが、アタッチされていることを確認します。ポリ
シーがアタッチされている場合、Amazon ECS CodeDeploy サービスのロールが適切に構成されてい
ます。そうでない場合、次のサブステップに従ってポリシーをアタッチします。

a. [Add Permissions] (許可の追加)、[Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
b. [フィルター] に AWSCodeDeployRoleForECS または AWSCodeDeployRoleForECSLimited と入

力して、アタッチする利用可能なポリシーを絞り込みます。
c. AWS 管理ポリシーの左にあるボックスをオンにし、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

4. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
5. 信頼関係に以下のポリシーが含まれていることを確認します。信頼関係が以下のポリシーと一致する

場合、[Cancel] (キャンセル) を選択します。信頼関係が一致しない場合、[信頼ポリシーを編集] を選
択して、[ポリシードキュメント] ウィンドウにポリシーをコピーしてから、[ポリシーを更新] を選択
します。

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

ブルー/グリーンデプロイ用のアクセス許可の追加

ブルー/グリーンデプロイタイプを使用する Amazon ECS サービス内のタスクにおいて、タスク実行ロー
ルまたはタスクロールの上書きが必要な場合は、各タスクのタスク実行ロールまたはタスクロールの上
書きのための iam:PassRole アクセス許可を CodeDeploy IAM ロールに対しポリシーとして追加する必
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要があります。詳細については、Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382) および タスク IAM ロー
ル (p. 387) を参照してください。

このポリシーは、次の手順を使用して作成します。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

6. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

作成が完了したポリシーは、AWSCodeDeployRoleForECS もしくは
AWSCodeDeployRoleForECSLimited ロールにアタッチします。ポリシーをロールにアタッチする方法
については、「AWS Identity and Access Managementユーザーガイド」の「ロールのアクセス許可ポリ
シーの変更 (コンソール)」を参照してください。

Amazon ECS CloudWatch Events IAM ロール
Amazon ECS のスケジュールされたタスクを CloudWatch Events のルールとターゲットで使用するには、
ユーザーの代わりに Amazon ECS タスクを実行するためのアクセス許可が CloudWatch Events サービス
に必要です。これらのアクセス権限は、CloudWatch Events IAM ロール (ecsEventsRole) によって付与
されます。

CloudWatch Events ロールは、スケジュールされたタスクを設定すると AWS Management Console で自
動的に作成されます。詳細については、「スケジュールされたタスク (p. 206)」を参照してください。
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AmazonEC2ContainerServiceEventsRole のポリシーを次に示します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ecs:RunTask" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "iam:PassRole", 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ], 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "ecs:TagResource", 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ecs:CreateAction": [ 
      "RunTask" 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

スケジュールされたタスクでタスク実行ロールの使用、タスクロール、またはタスクロール上書きが必要
な場合、タスク実行ロール、タスクロール、またはタスクロール上書きごとに iam:PassRole アクセス
許可を CloudWatch Events IAM ロールに追加する必要があります。タスクの実行ロールの詳細について
は、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

Note

タスク実行ロールまたはタスクロール上書きの完全 ARN を指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>" 
            ] 
        } 
    ]
}
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IAM コンソールでの Amazon ECS CloudWatch Events 
(ecsEventsRole) の確認
Amazon ECS インスタンスのロールは、Amazon ECS コンソールの初回実行時に自動的に作成されます。
ただし、機能や機能強化が今後導入されたときに Amazon ECS がそれらに対するアクセス許可を追加でき
るように、手動でロールを作成し、その IAM 管理ポリシーをコンテナインスタンスにアタッチすることが
できます。次の手順に従って、アカウントにすでに Amazon ECS container インスタンスの IAM ロールが
存在するかどうかを確認し、必要に応じて IAM 管理ポリシーをアタッチします。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
3. 検索ボックスに「ecsEventsRole」と入力します。ロールが存在する場合は、そのロールを選択し

て、アタッチされているポリシーを表示します。
4. [アクセス許可] タブで、[AmazonEC2ContainerServiceEventsRole] がロールにアタッチされているこ

とを確認します。

a. [Add Permissions] (許可の追加)、[Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
b. アタッチ可能なポリシーを絞り込むには、[フィルター] に、

「AmazonEC2ContainerServiceEventsRole」と入力します。
c. [AmazonEC2ContainerServiceEventsRole] ポリシーの左側にあるチェックボックスをオンにした

後、[ポリシーをアタッチ] を選択します。
5. [Trust relationships (信頼関係)] を選択します。
6. 信頼関係に以下のポリシーが含まれていることを確認します。信頼関係が以下のポリシーと一致する

場合、[Cancel] (キャンセル) を選択します。信頼関係が一致しない場合、[Edit trust policy] (信頼ポリ
シー編集) を選択して、ポリシーを [Policy Document] (ポリシードキュメント) ウィンドウにコピー
し、[Update policy] (ポリシー更新) を選択します。

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

Amazon ECS CloudWatch Events (ecsEventsRole) ロールの作
成
CloudWatch Events の IAM ロール を作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [Trusted entity type] (信頼されたエンティティタイプ) セクションで、[AWS service]、[Elastic 

Container Service] の順に選択します。
4. [ユースケース] で、[Elastic Container Service タスク] を選択した後、[次へ] を選択します。
5. [Attach permissions policy] (許可ポリシーの添付) セクションで、以下の操作を行います。
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a. 検索ボックスに AmazonEC2ContainerServiceEventsRole と入力し、ポリシーを選択しま
す。

b. [Set permissions boundary - optional] (許可境界の設定 - オプション) で、[Create role without a 
permissions boundary] (許可境界のないロールを作成する) を選択します。

c. [Next] (次へ) をクリックします。
6. [Role details] (ロール詳細) で、次の操作を行います。

a. [ロール名] には、「ecsEventsRole」と入力します。
b. [タグの追加 (オプション)] では、ポリシーに関連付けるカスタムタグを入力します。

7. [Create role] (ロールの作成) を選択します。
8. ロールの一覧で ecsEventsRole を検索し、そのロールを選択します。
9. 既存の信頼関係を、次のテキストに置き換えます。[信頼関係] タブで、[信頼ポリシーを編集] を選択

し、ポリシーを [ポリシードキュメント] ウィンドウにコピーしてから、[ポリシーを更新] を選択しま
す。

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

ecsEventsRole ロールへのポリシーのアタッチ
タスク実行ロールのアクセス許可を CloudWatch Events IAM ロールに追加するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies]、[Create policy] の順に選択します。
3. [JSON] を選択し、次のポリシーを貼り付けて、[ポリシーの確認] を選択します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<aws_account_id>:role/
<ecsTaskExecutionRole_or_TaskRole_name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

4. [名前] に「AmazonECSEventsTaskExecutionRole」と入力し、説明を入力 (任意) してから、[ポリ
シーを作成] を選択します。

5. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
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6. ロールの一覧で ecsEventsRole を検索し、そのロールを選択してアタッチされているポリシーを表
示します。

7. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
8. [ポリシーのアタッチ] セクションで、[AmazonECSEventsTaskExecutionRole] ポリシーを選択してか

ら、[ポリシーをアタッチ] を選択します。

リソース作成時にタグ付けするための許可を付与する
次の作成時のタグ付けの Amazon ECS API アクションを使用すると、リソースの作成時にタグを指定でき
ます。リソース作成アクションでタグが指定されている場合、AWS は追加の認可を実行して、タグを作成
するための正しい許可が割り当てられていることを検証します。

• CreateCapacityProvider
• CreateCluster
• CreateService
• CreateTaskSet
• RegisterContainerInstance
• RegisterTaskDefinition
• RunTask
• StartTask

リソースタグを使用して、属性ベースの制御 (ABAC) を実装できます。詳細については、the section 
called “リソースタグを使用して Amazon ECS リソースへのアクセスを制御する” (p. 403) および the 
section called “リソースのタグ付け” (p. 296) を参照してください。

作成時のタグ付けを許可するには、ポリシーを作成または変更して、ecs:CreateCluster や
ecs:RunTask などのリソースを作成するアクションと ecs:TagResource アクションを使用するための
両方の許可を含めます。

次の例は、ユーザーがクラスターを作成したり、タスクを実行したりすることを許可するが、クラスター
の作成中にのみタグを追加できるポリシーを示しています。ユーザーには、既存のリソースへのタグ付け
が許可されません (ecs:TagResource アクションを直接呼び出すことはできません)。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ecs:CreateCluster", 
         "ecs:RunTask" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ecs:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
         "StringEquals": { 
             "ecs:CreateAction" : "CreateCluster" 
          } 
       } 
    } 
  ]
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}

ecs:TagResource アクションは、タグがリソース作成アクション時に適用された場合のみ評価されま
す。したがって、リクエストでタグが指定されていない場合、リソースを作成するアクセス許可を持って
いるユーザー (タグ付け条件がないと仮定) には、ecs:TagResource アクションを実行するアクセス許
可は必要ありません。ただし、ユーザーがタグを使用してリソースを作成しようとした場合、ユーザーが
ecs:TagResource アクションを使用するアクセス許可を持っていない場合はリクエストに失敗します。

特定のタグへのアクセスの制御
IAM ポリシーの Condition 要素で追加の条件を使用して、リソースに適用できるタグキーとタグ値を制
御できます。

次の条件キーは、前のセクションの例で使用できます。

• aws:RequestTag: 特定のタグキーまたはタグキーと値がリクエストに存在している必要があることを
指定する場合に使用します。リクエストでは他のタグも指定できます。
• StringEquals 条件演算子とともに使用して、特定のタグキーと値の組み合わせを適用します。例え

ば、タグ cost-center=cc123: を適用します。

"StringEquals": { "aws:RequestTag/cost-center": "cc123" }

• StringLike 条件演算子とともに使用して、リクエストで特定のタグキーを適用します。例えば、タ
グキー purpose を適用します。

"StringLike": { "aws:RequestTag/purpose": "*" }

• aws:TagKeys: リクエストで使用されるタグキーを適用する場合に使用します。
• リクエストにタグが指定されている場合は、ForAllValues 修飾子を使用して特定のタグキーのみを

適用します (リクエストにタグが指定されている場合、特定のタグキーのみが許可されます。他のタ
グは許可されません)。例えば、タグキー environment または cost-center が適用されます:

"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"] }

• ForAnyValue 修飾子とともに使用して、指定されたタグキーの少なくとも 1 つがリクエストに存在
することを要求します。例えば、タグキー environment または webserver のうち少なくとも 1 つ
がリクエストに存在している必要があります。

"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","webserver"] }

これらの条件キーは、ecs:TagResource アクションだけでなく、タグ付けをサポートするリソース作成
アクションにも適用できます。Amazon ECS API アクションがタグ付けをサポートしているかどうかにつ
いては、「Amazon ECS 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。

リソースの作成時にタグを指定するようにユーザーに強制するには、リソース作成アクションで
aws:RequestTag 修飾子とともに aws:TagKeys 条件キーまたは ForAnyValue 条件キーを使用する必
要があります。ユーザーがリソース作成アクションのタグを指定しない場合、ecs:TagResource アク
ションは評価されません。

条件においては、条件キーでは大文字と小文字が区別されず、条件値では大文字と小文字が区別されま
す。したがって、タグキーの大文字と小文字を区別するには、条件の値としてタグキーが指定される
aws:TagKeys 条件キーを使用します。

複数値条件の詳細については、IAM ユーザーガイドの複数のキーバリューをテストする条件を作成するを
参照してください。
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リソースタグを使用して Amazon ECS リソースへのアクセスを
制御する
Amazon ECS リソースを使用するための許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成する場合、ポリ
シーの Condition 要素にタグ情報を含めることで、タグに基づいてアクセスをコントロールできます。
これは、属性ベースのアクセス制御 (ABAC) と呼ばれます。ABAC を使用すると、ユーザーが変更、使
用、または削除できるリソースをより適切に制御できます。詳細については、AWS の ABAC とはを参照
してください。

例えば、ユーザーによるクラスターの削除を許可するが、クラスターにタグ environment=production
がある場合はそのアクションを拒否するポリシーを作成できます。これを行うには、aws:ResourceTag
条件キーを使用し、リソースにアタッチされているタグに基づいてリソースへのアクセスを許可または拒
否します。

"StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "production" }

Amazon ECS API アクションが aws:ResourceTag 条件キーを使用したアクセスの制御をサポートして
いるかどうかについては、「Amazon ECS 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。Describe アクションはリソースレベルのアクセス権限をサポートしないため、条件のない別のス
テートメントでそれらのアクセス権限を指定する必要があることに注意してください。

IAM ポリシーの例は、ポリシーの例  (p. 403)を参照してください。

タグに基づいてリソースへのユーザーのアクセスを許可または拒否する場合は、ユーザーが同じリソース
に対してそれらのタグを追加または削除することを明示的に拒否することを検討する必要があります。そ
うしないと、ユーザーはそのリソースのタグを変更することで、制限を回避してリソースにアクセスでき
てしまいます。

ポリシーの例
IAM ポリシーを使用して、Amazon ECS コンソールで特定のリソースを表示、および操作するための許可
をユーザーに付与することができます。上記のセクションのサンプルポリシーを使用することはできます
が、これらは AWS CLI または AWS SDK で作成されたリクエスト向けに設計されています。

例: タグに基づいてユーザーがクラスターを削除するのを許可する

次のポリシーは、タグに「Purpose/Testing」のキー/値のペアがある場合、ユーザーがクラスターを削除す
ることを許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
       { 
      "Action": [ 
        "ec2:DeleteCluster" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:ecs:region:account-id:cluster/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Purpose": "Testing" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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Amazon Elastic Container Service 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 ECS 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 ECS でアクションを実行する権限がない (p. 404)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 404)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon ECS リソースへのアクセスを許可した

い (p. 405)

Amazon ECS 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。

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 ecs: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: 
 ecs:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、ecs: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 を実行する権限がありません
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 ECS 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 ECS 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。
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自分の AWS アカウント 以外のユーザーに Amazon ECS 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 ECS 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、「IAM を使用するAmazon 
Elastic Container Service (p. 353)」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。

• 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 Elastic Container Service でのログとモニ
タリング

モニタリングは、Amazon Elastic Container Service 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、その障害をより簡
単にデバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要
があります。AWS には、Amazon ECS リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するた
めの複数のツールが用意されています。

Amazon CloudWatch アラーム

指定した期間にわたって単一のメトリクスを監視し、複数の期間にわたり特定のしきい値に関連す
るメトリクス値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。アクションは、Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling のポリシーに送信さ
れる通知です。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由だけでアクションを呼び出す
ことはありません。状態が変更され、指定された期間維持されている必要があります。詳細について
は、「Amazon ECS CloudWatch メトリクス (p. 313)」を参照してください。

Fargate 起動タイプを使用するタスクがあるサービスでは、CloudWatch アラームを使用して、CPU 
やメモリの使用率などの CloudWatch メトリクスに基づいてサービス内のタスクをスケールインおよ
びスケールアウトできます。詳細については、「サービスのオートスケーリング (p. 266)」を参照し
てください。

Amazon CloudWatch Logs

Amazon ECS タスク定義で awslogs ログドライバーを指定することで、Amazon ECS タスクの
コンテナからのログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスできます。詳細については、
「awslogs ログドライバーを使用する (p. 136)」を参照してください。

405

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_third-party.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
コンプライアンス検証

Amazon CloudWatch Events

イベントを一致させ、イベントを 1 つ以上のターゲット関数やストリームにルーティングして、変更
を加えたり、状態情報を取得したり、修正アクションを実行したりします。詳細については、本ガイ
ドの「Amazon ECS イベントおよびEventBridge (p. 322)」と Amazon CloudWatch Events ユーザー
ガイドの「Amazon CloudWatch Events とは?」を参照してください。

AWS CloudTrail ログ

CloudTrail では、Amazon ECS のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたア
クションの記録を確認できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Amazon ECS に対するリ
クエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。
詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Amazon ECS API コールのログ記録 (p. 344)」を参照
してください。

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor は、AWS の数十万のお客様にサービスを提供することにより得られた、運用実績か
ら学んだベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor はお客様の AWS 環境を検査し、シ
ステムの可用性とパフォーマンスを向上させたりセキュリティギャップを埋めたりする機会がある場
合には、推奨事項を作成します。すべての AWS のお客様は、Trusted Advisor の 5 つのチェックに
アクセスできます。ビジネスまたはエンタープライズサポートプランをご利用のお客様は、すべての 
Trusted Advisor チェックを表示できます。

詳細については、AWS Support ユーザーガイドの AWS Trusted Advisor をご参照ください。
AWS Compute Optimizer

AWS Compute Optimizer は、AWS リソースの設定と使用率のメトリクスを分析するサービスで
す。Compute Optimizer は、リソースが最適かどうかを報告し、最適化に関するレコメンデーション
を生成してコストを削減およびワークロードのパフォーマンスを改善します。

詳細については、「AWS Compute Optimizer 推奨事項 (p. 346)」を参照してください。

Amazon ECS のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、CloudWatch のアラームの対象外の項目を手動でモ
ニタリングすることです。Trusted Advisor、CloudWatch、その他の AWS コンソールのダッシュボードに
は、AWS 環境の状態が一目でわかるように表示されます。コンテナインスタンスおよびタスクのコンテナ
のログファイルも確認することをお勧めします。

Amazon Elastic Container Service でのコンプライ
アンス検証

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。
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• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

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

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Fargate 連邦情報処理標準 (FIPS-140)
連邦情報処理標準 (FIPS)。FIPS-140 は、機密情報を保護する暗号モジュールのセキュリティ要件を規定
する米国およびカナダ政府の標準です。FIPS-140 は、転送中のデータと保管中のデータの暗号化に使用で
きる、一連の検証済みの暗号化関数を定めています。

FIPS-140 コンプライアンスをオンにすると、FIPS-140 に準拠した態様で Fargate でワークロードを実行
できます。FIPS-140 コンプライアンスの詳細については、「連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2」を参照して
ください。

考慮事項
Fargate で FIPS-140 コンプライアンスを使用する場合は、次の点を考慮してください。

• FIPS-140 コンプライアンスは、AWS GovCloud (US) リージョンでのみ利用できます。
• FIPS-140 コンプライアンスは、デフォルトでオフになっています。オンにする必要があります。
• タスクでは、FIPS-140 コンプライアンスのために次の設定を使用する必要があります。

• operatingSystemFamily は LINUX でなければなりません。
• cpuArchitecture は X86_64 でなければなりません。
• Fargate プラットフォームバージョンは 1.4.0 以降である必要があります。

Fargate で FIPS を使用する
Fargate で FIPS-140 コンプライアンスを使用するには、次の手順を実行します。

1. FIPS-140 コンプライアンスをオンにします。詳細については、「the section called “AWS Fargate 連
邦情報処理標準 (FIPS-140) コンプライアンス” (p. 197)」を参照してください。

2. オプションで、ECS Exec を使用して次のコマンドを実行し、クラスターの FIPS-140 コンプライアン
スステータスを検証できます。

my-cluster の部分は、自分のクラスター名に置き換えます。

戻り値「1」は、FIPS が使用されていることを示します。
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aws ecs execute-command --cluster cluster-name \ 
    --interactive \ 
    --command "cat /proc/sys/crypto/fips_enabled"

監査に CloudTrail を使用する
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS で有効になります。Amazon ECS で API およびコンソールアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [イベント履歴] で AWS のその他のサービスのイベント
とともに CloudTrail イベントにレコードされます。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 ECS のイベントを含む、AWS アカウントでのイベントを継続的に記録するために、CloudTrail 
がログファイルを Amazon S3 バケットに配信する際に使用する証跡を作成します。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、「the section called “AWS 
CloudTrail を使用した Amazon ECS API コールのログ記録” (p. 344)」を参照してください。

PutAccountSettingDefault API アクションを示す CloudTrail ログエントリの例を次に示します。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIV5AJI5LXF5EXAMPLE", 
         "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/jdoe", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIPWIOFC3EXAMPLE", 
        "userName": "jdoe" 
    }, 
    "eventTime": "2023-03-01T21:45:18Z", 
    "eventSource": "ecs.amazonaws.com", 
    "eventName": "PutAccountSettingDefault", 
    "awsRegion": "us-gov-east-1", 
    "sourceIPAddress": "52.94.133.131", 
    "userAgent": "aws-cli/2.9.8 Python/3.9.11 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/
ecs.put-account-setting", 
    "requestParameters": { 
        "name": "awsvpcTrunking", 
        "value": "enabled" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "setting": { 
            "name": "fargateFIPSMode", 
            "value": "enabled", 
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/jdoe" 
        } 
    }, 
    "requestID": "acdc731e-e506-447c-965d-f5f75EXAMPLE", 
    "eventID": "6afced68-75cd-4d44-8076-0beEXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "eventCategory": "Management", 
    "tlsDetails": { 
        "tlsVersion": "TLSv1.2", 
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256", 
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        "clientProvidedHostHeader": "ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com" 
    }
}

Amazon Elastic Container Service におけるインフ
ラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスとして、Amazon Elastic Container Service は AWS グローバルネットワークセキュ
リティによって保護されています。AWSセキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護す
る方法については、「AWS クラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュ
リティのベストプラクティスを使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-
Architected Framework」の「インフラストラクチャ保護」を参照してください。

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 ECS にアクセスします。クライ
アントは以下をサポートする必要があります。

• Transport Layer Security (TLS) 1.0以降 TLS 1.2 以降が推奨されます。
• DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの Perfect 

Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートです。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。Amazon ECS 
は、リソースベースのアクセスポリシーをサポートしており、送信元 IP アドレスに基づく制限を含めるこ
とができるため、ポリシーがネットワークロケーションの IP アドレスを考慮していることを確認してくだ
さい。また、Amazon ECS ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントま
たは特定の VPC からのアクセスを制御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 からの特定の Amazon ECS 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 ECS とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 409)」を参照
してください。

Amazon ECS とインターフェイス 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 ECS 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。インターフェイスエンドポイントは、AWS PrivateLink (プライベート IP アド
レスを使用した Amazon ECS API へのプライベートなアクセスを可能にするテクノロジ) により動作して
います。AWS PrivateLink は、VPC とAmazon ECS 間のすべてのネットワークトラフィックを、Amazon 
ネットワークに制限します。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 および 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 ECS VPC エンドポイントに関する考慮事項
Fargate 起動タイプの Amazon ECS VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon ECS 用のインターフェイス 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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• Fargate 起動タイプを使用するタスクでは、Amazon ECS 用のインターフェイス VPC エンドポイント
は必要ありませんが、以下のように Amazon ECR のインターフェース VPC エンドポイント、Secrets 
Manager、または Amazon CloudWatch Logsが必要になる場合があります。
• Amazon ECR からプライベートイメージをプルできるようにするには、Amazon ECR 用のイン

ターフェイス VPC 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 Elastic 
Container Registry ユーザーガイドの「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。

VPC にインターネットゲートウェイがない場合は、Amazon S3 のため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。詳細については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイ
ド」の 「Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成する」を参照してください。Amazon S3 の
インターフェイスエンドポイントを Amazon ECR で使用することはできません。

Important

インターフェイス VPC エンドポイントを使用するよう Amazon ECR を設定する場合、特定
の VPC または VPC エンドポイントへのアクセスを制限する条件キーを含むタスク実行ロー
ルを作成できます。詳細については、「インターネットエンドポイントを介して Amazon 
ECR イメージをプルする Fargate タスク用の IAM アクセス許可 (オプション) (p. 386)」を
参照してください。

• タスクで Secrets Manager から機密データをプルできるようにするには、Secrets Manager 用のイ
ンターフェイス VPC 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、AWS Secrets 
Managerユーザーガイドの「VPC エンドポイントで Secrets Manager を作成する」を参照してくださ
い。

• VPC にインターネットゲートウェイがなく、タスクで awslogs ログドライバーを使用してログ情報
を CloudWatch Logs に送信する場合は、CloudWatch Logs 用のインターフェイス VPC 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。

• 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 ECS 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エンドポイントを作成してください。 例え
ば、タスクを米国東部 (バージニア北部) で実行することを考えてみます。その場合、Amazon ECS VPC 
エンドポイントは、米国東部 (バージニア北部) に作成する必要があります。他のリージョンで作成され
た Amazon ECS VPC エンドポイントは、米国東部 (バージニア北部) 内のタスクを実行できません。

• VPC エンドポイントでは、Amazon Route 53 を介して Amazon 提供の DNS のみがサポートされていま
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。

• 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は、VPCのプライベートサブネットからの
着信接続をポート 443 で許可する必要があります。

• Envoy プロキシの Service Connect 管理では、com.amazonaws.region.ecs-agent VPC エンドポ
イントを使用します。VPC エンドポイントを使用しない場合、Envoy プロキシの Service Connect 管理
は、そのリージョンの ecs-sc エンドポイントを使用します。各リージョンの Amazon ECS エンドポ
イントのリストについては、「Amazon ECS のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

Amazon ECS 用の VPC エンドポイントの作成
Amazon ECS サービス用の 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の作成」の手順を使用して、以下のエンドポイントを作成します。VPC 内に
既存のコンテナインスタンスがある場合は、一覧表示されている順にエンドポイントを作成する必要があ
ります。VPC エンドポイントが作成された後にコンテナインスタンスを作成する場合、順序は関係ありま
せん。

• com.amazonaws.region.ecs-agent

• com.amazonaws.region.ecs-telemetry

• com.amazonaws.region.ecs
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Note

region は、米国東部 (オハイオ) リージョンの us-east-2 のように、Amazon ECS 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。

Secrets Manager とSystems Manager のエンドポイントを作成
する
機密データをコンテナに注入するためにタスク定義で Secrets Manager シークレットまたは Systems 
Manager パラメータストアのパラメータを参照する場合は、タスクがこれらのサービスに到達できるよう
に、Secrets Manager または Systems Manager のインターフェイス VPC エンドポイントを作成する必要
があります。エンドポイントは、機密データがホストされている特定のサービスからのみ作成する必要が
あります。詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡し (p. 174)」を参照してください。

Secrets Manager VPC エンドポイントの詳細については、AWS Secrets Managerユーザーガイドの
「Using Secrets Manager with VPC エンドポイントで Secrets Manager を使用する」を参照してくださ
い。

Systems Manager VPC エンドポイントの詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの
「Using Systems Manager with VPC エンドポイントで Systems Manager を使用する」を参照してくださ
い。

ECS Exec 機能を使用する場合は、Systems Manager Session 
Manager VPC エンドポイントを作成します
ECS Exec 機能を使用する場合は、Systems Manager セッションマネージャーのインターフェイス VPC 
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、「デバッグ用にAmazon ECS Exec を使
用 (p. 486)」を参照してください。

Systems Manager Session Manager VPC エンドポイントの詳細については、AWS Systems Manager ユー
ザーガイドのSession Manager に VPC エンドポイントを設定するためにAWS PrivateLinkを使用するを参
照してください。

Amazon ECS 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントに Amazon ECS へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッ
チできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。

例: Amazon ECS アクションの VPC エンドポイントポリシー

Amazon ECS 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、エンドポイントに接
続すると、クラスターの作成や一覧表示が行えるようにアクセスを許可します。CreateCluster と
ListClusters のアクションはリソースを受け入れないため、すべてのリソースでリソース定義は * に設
定されます。

{ 
   "Statement":[ 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:CreateCluster", 
        "ecs:ListClusters" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}
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Amazon ECSタスクメタデータエン
ドポイント

Important

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクを使用している場合
は、Amazon Elastic Container ServiceデベロッパーガイドのAmazon ECS タスクメタデータエン
ドポイントを参照してください。

FargateのAmazon ECS は、コンテナとその一部であるタスクに関するさまざまなメタデータ、ネット
ワークメトリクス、および Docker 統計情報を取得する方法を提供します。これは、タスクメタデータエ
ンドポイントと呼ばれます。Fargate タスクのAmazon ECSでは、次のタスクメタデータエンドポイント
バージョンを使用できます:

• タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 – プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用するタ
スクで利用可能です。

• タスクメタデータエンドポイントバージョン 3 – プラットフォームバージョン 1.1.0 以降を使用するタ
スクで利用可能です。

awsvpc ネットワークモードで起動されたタスクに属するすべてのコンテナには、事前定義されたリンク
ローカルアドレス範囲内のローカル IPv4 アドレスが割り当てられます。コンテナがメタデータエンドポイ
ントにクエリを実行する場合、コンテナエージェントは、一意の IP アドレスに基づいてコンテナが属する
タスクを判断し、そのタスクのメタデータと統計情報を返します。

トピック
• タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 (p. 413)
• タスクメタデータエンドポイントバージョン 3 (p. 423)

タスクメタデータエンドポイントバージョン 4
Important

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクを使用している場合
は、Amazon Elastic Container ServiceデベロッパーガイドのAmazon ECS タスクメタデータエン
ドポイントを参照してください。

Fargateのプラットフォームバージョン1.4.0以降、ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4 という名前の
環境変数がタスク内の各コンテナに挿入されます。タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 に対し
てクエリを実行すると、さまざまなタスクメタデータおよび Docker 統計をタスクで利用できます。

タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 は、バージョン 3 と同じように動作しますが、コンテナと
タスクに関する追加のネットワークメタデータを提供します。/stats エンドポイントにクエリを実行す
るときにも追加のネットワークメトリクスを使用できます。

Note

新しいタスクメタデータエンドポイントバージョンを今後作成する必要がないように、追加のメ
タデータをバージョン 4 の出力に追加できます。既存のメタデータが削除されたり、メタデータ
のフィールド名が変更されたりすることはありません。
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タスクメタデータエンドポイントの有効化
タスクメタデータエンドポイントは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降を使用する AWS Fargate 
上で実行される、すべての Amazon ECS タスクに対してデフォルトでオンになっています。

タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 のパス
次のタスクメタデータエンドポイントをコンテナで使用できます。

${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}

このパスはコンテナのメタデータを返します。
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task

このパスはタスクのメタデータを返します。これには、タスクに関連付けられたすべてのコンテナの
コンテナ ID および名前のリストが含まれています。このエンドポイントのレスポンスの詳細について
は、「タスクメタデータ JSON レスポンス (p. 414)」を参照してください。

${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/stats

このパスは Docker コンテナの Docker 統計を返します。返される各統計の詳細については、Docker 
API ドキュメントの「ContainerStats」を参照してください。

Note

AWS FargateでのAmazon ECS タスクは、コンテナの統計を返す前にコンテナを約 1 秒間実
行する必要があります。

${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats

このパスはタスクに関連付けられたすべてのコンテナの Docker 統計を返します。返される各統計の
詳細については、Docker API ドキュメントの「ContainerStats」を参照してください。

Note

AWS FargateでのAmazon ECS タスクは、コンテナの統計を返す前にコンテナを約 1 秒間実
行する必要があります。

タスクメタデータ JSON レスポンス
次のメタデータは、タスクメタデータエンドポイント (${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task) 
JSON レスポンスで返されます。

Cluster

タスクが属する Amazon ECS クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)または短縮名。
ServiceName

タスクが属しているサービスの名前。ServiceName は、タスクがサービスに関連付けられている場
合、Amazon EC2 と Amazon ECS Anywhere コンテナインスタンスに表示されます。

Note

この ServiceName メタデータは、Amazon ECS コンテナエージェントのバージョン
1.63.1、もしくはそれ以降を使用している場合にのみ含まれます。

VPCID

Amazon EC2 コンテナインスタンスの VPC ID。このフィールドは、Amazon EC2 インスタンスでの
み表示されます。
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Note

この VPCID メタデータは、Amazon ECS コンテナエージェントのバージョン 1.63.1、もし
くはそれ以降を使用している場合にのみ含まれます。

TaskARN

コンテナが属しているタスクの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
Family

タスクの Amazon ECS タスク定義のファミリー。
Revision

タスクの Amazon ECS タスク定義のリビジョン。
DesiredStatus

Amazon ECSからのタスクの望ましいステータス。
KnownStatus

Amazon ECS からのタスクの既知のステータス。
Limits

タスクレベルで指定されたリソースの制限 (CPU やメモリなど)。リソースの制限が定義されていない
場合はこのパラメータは省略されます。

PullStartedAt

最初のコンテナイメージのプル開始時のタイムスタンプ。
PullStoppedAt

最後のコンテナイメージのプル終了時のタイムスタンプ。
AvailabilityZone

タスクがあるアベイラビリティーゾーン。

Note

アベイラビリティーゾーンのメタデータは、プラットフォームバージョン 1.4 以降 (Linux) ま
たは 1.0.0 (Windows) を使用する Fargate タスクでのみ使用できます。

LaunchType

タスクが使用している起動タイプ。クラスター容量プロバイダーを使用する場合、タスクが Fargate 
インフラストラクチャと EC2 インフラストラクチャのいずれを使用しているかを示します。

Note

このLaunchTypeメタデータは、Amazon ECS Linux コンテナエージェントのバージョ
ン1.45.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使用している場合にのみ含まれます。

EphemeralStorageMetrics

このタスクのエフェメラルストレージの予約サイズと現在の使用量。

Note

Fargate はディスク上のスペースを予約します。スペースは Fargate によってのみ使用されま
す。これには課金されることはありません。これらのメトリクスには表示されません。ただ
し、この追加ストレージは、df などの他のツールでも確認できます。

Utilized

このタスクの現在のエフェメラルストレージ使用量 (MiB 単位)。
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Reserved

このタスクの予約済みエフェメラルストレージ (MiB 単位)。エフェメラルストレージのサイズ
は、実行中のタスクでは変更できません。タスク定義で ephermalStorage オブジェクトを指
定して、エフェメラルストレージの量を変更できます。ephermalStorage は MiB ではなく GiB 
単位で指定されます。ephermalStorage および EphemeralStorageMetrics は、Fargate 
Linux プラットフォームのバージョン 1.4.0 以降でのみ使用できます。

Containers

タスクに関連付けられている各コンテナのコンテナメタデータのリスト。
DockerId

コンテナの Docker ID。

Fargate を使用する場合、IDは32桁の16進数に10桁の数字が続きます。
Name

タスク定義で指定されたコンテナの名前。
DockerName

Docker に提供されたコンテナの名前。Amazon ECSコンテナエージェントはコンテナに一意の名
前を生成し、同じタスク定義の複数のコピーが単一のインスタンスで実行される場合に名前の競
合を回避します。

Image

コンテナのイメージ。
ImageID

イメージの SHA-256 ダイジェスト。
Ports

コンテナに対して公開されている任意のポート。公開ポートがない場合はこのパラメータは省略
されます。

Labels

コンテナに適用された任意のラベル。ラベルが適用されていない場合はこのパラメータは省略さ
れます。

DesiredStatus

Amazon ECSからのコンテナの望ましいステータス。
KnownStatus

Amazon ECS からのコンテナの既知のステータス。
ExitCode

コンテナの終了コード。このパラメータは、コンテナが終了していない場合は省略されます。
Limits

コンテナレベルで指定されたリソースの制限 (CPU やメモリなど)。リソースの制限が定義されて
いない場合はこのパラメータは省略されます。

CreatedAt

コンテナ作成時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ作成されていない場合は
省略されます。

StartedAt

コンテナ起動時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ起動していない場合は省
略されます。
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FinishedAt

コンテナ停止時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ停止していない場合は省
略されます。

Type

コンテナのタイプ。タスク定義で指定されているコンテナのタイプは NORMAL です。他のコンテ
ナタイプは無視してかまいません。これらはAmazon ECS コンテナエージェントによってプロビ
ジョニングされる内部タスクリソースで使用されます。

LogDriver

コンテナに使用されるログドライバー。

Note

このLogDriverメタデータは、Amazon ECS Linux コンテナエージェントのバージョ
ン1.45.0、もしくはそれ以降を使用している場合にのみ含まれます。

LogOptions

コンテナに定義されたログドライバオプション。

Note

このLogOptionsメタデータは、Amazon ECS Linux コンテナエージェントのバージョ
ン1.45.0、もしくはそれ以降を使用している場合にのみ含まれます。

ContainerARN

コンテナの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。

Note

このContainerARNメタデータは、Amazon ECS Linux コンテナエージェントのバー
ジョン1.45.0、もしくはそれ以降を使用している場合にのみ含まれます。

Networks

ネットワークモードや IP アドレスなど、コンテナのネットワーク情報。ネットワーク情報が定義
されていない場合はこのパラメータは省略されます。

ClockDrift

基準時刻とシステム時刻の違いに関する情報。
ReferenceTime

クロック精度の基礎。Amazon ECS は、2021-09-07T16:57:44Z などの NTP を通じて協定世
界時 (UTC) の世界標準を使用しています。

ClockErrorBound

UTC へのオフセットとして定義されるクロックエラーの対策。この誤差は、基準時刻とシステム
時刻の差 (ミリ秒単位) です。

ClockSynchronizationStatus

最新のシステム時刻と基準時刻間の同期試行における成功状況を示します。

有効な値は SYNCHRONIZED および  NOT_SYNCHRONIZED です。
ExecutionStoppedAt

タスクの DesiredStatus が STOPPED に移行した時のタイムスタンプ。これは、必須コンテナが
STOPPED に移行したときに発生します。
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例
以下の例は、AWS Fargateで実行されるAmazon ECS タスクのタスクメタデータエンドポイントからの出
力例を示しています。

コンテナから、タスクメタデータのエンドポイントに続けて curl を使用すると、curl 
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task などのエンドポイントをクエリできます。

コンテナメタデータレスポンスの例
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4} エンドポイントにクエリを実行すると、コンテナ自体に関する
メタデータのみが返されます。以下に出力例を示します。

{ 
    "DockerId": "cd189a933e5849daa93386466019ab50-2495160603", 
    "Name": "curl", 
    "DockerName": "curl", 
    "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest", 
    "ImageID": "sha256:25f3695bedfb454a50f12d127839a68ad3caf91e451c1da073db34c542c4d2cb", 
    "Labels": { 
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl", 
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/default/
cd189a933e5849daa93386466019ab50", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "2" 
    }, 
    "DesiredStatus": "RUNNING", 
    "KnownStatus": "RUNNING", 
    "Limits": { 
        "CPU": 10, 
        "Memory": 128 
    }, 
    "CreatedAt": "2020-10-08T20:09:11.44527186Z", 
    "StartedAt": "2020-10-08T20:09:11.44527186Z", 
    "Type": "NORMAL", 
    "Networks": [ 
        { 
            "NetworkMode": "awsvpc", 
            "IPv4Addresses": [ 
                "192.0.2.3" 
            ], 
            "AttachmentIndex": 0, 
            "MACAddress": "0a:de:f6:10:51:e5", 
            "IPv4SubnetCIDRBlock": "192.0.2.0/24", 
            "DomainNameServers": [ 
                "192.0.2.2" 
            ], 
            "DomainNameSearchList": [ 
                "us-west-2.compute.internal" 
            ], 
            "PrivateDNSName": "ip-10-0-0-222.us-west-2.compute.internal", 
            "SubnetGatewayIpv4Address": "192.0.2.0/24" 
        } 
    ], 
    "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/05966557-
f16c-49cb-9352-24b3a0dcd0e1", 
    "LogOptions": { 
        "awslogs-create-group": "true", 
        "awslogs-group": "/ecs/containerlogs", 
        "awslogs-region": "us-west-2", 
        "awslogs-stream": "ecs/curl/cd189a933e5849daa93386466019ab50" 
    }, 
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    "LogDriver": "awslogs"
}

タスクメタデータレスポンスの例
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task エンドポイントにクエリを実行すると、コンテナが属し
ているタスクに関するメタデータが返されます。以下に出力例を示します。

{ 
    "Cluster": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/default", 
    "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/default/
e9028f8d5d8e4f258373e7b93ce9a3c3", 
    "Family": "curltest", 
    "Revision": "3", 
    "DesiredStatus": "RUNNING", 
    "KnownStatus": "RUNNING", 
    "Limits": { 
        "CPU": 0.25, 
        "Memory": 512 
    }, 
    "PullStartedAt": "2020-10-08T20:47:16.053330955Z", 
    "PullStoppedAt": "2020-10-08T20:47:19.592684631Z", 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Containers": [ 
        { 
            "DockerId": "e9028f8d5d8e4f258373e7b93ce9a3c3-2495160603", 
            "Name": "curl", 
            "DockerName": "curl", 
            "Image": "111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/curltest:latest", 
            "ImageID": 
 "sha256:25f3695bedfb454a50f12d127839a68ad3caf91e451c1da073db34c542c4d2cb", 
            "Labels": { 
                "com.amazonaws.ecs.cluster": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:cluster/
default", 
                "com.amazonaws.ecs.container-name": "curl", 
                "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/
default/e9028f8d5d8e4f258373e7b93ce9a3c3", 
                "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "curltest", 
                "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "3" 
            }, 
            "DesiredStatus": "RUNNING", 
            "KnownStatus": "RUNNING", 
            "Limits": { 
                "CPU": 10, 
                "Memory": 128 
            }, 
            "CreatedAt": "2020-10-08T20:47:20.567813946Z", 
            "StartedAt": "2020-10-08T20:47:20.567813946Z", 
            "Type": "NORMAL", 
            "Networks": [ 
                { 
                    "NetworkMode": "awsvpc", 
                    "IPv4Addresses": [ 
                        "192.0.2.3" 
                    ], 
                    "IPv6Addresses": [ 
                        "2001:dB8:10b:1a00:32bf:a372:d80f:e958" 
                    ], 
                    "AttachmentIndex": 0, 
                    "MACAddress": "02:b7:20:19:72:39", 
                    "IPv4SubnetCIDRBlock": "192.0.2.0/24", 
                    "IPv6SubnetCIDRBlock": "2600:1f13:10b:1a00::/64", 
                    "DomainNameServers": [ 
                        "192.0.2.2" 
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                    ], 
                    "DomainNameSearchList": [ 
                        "us-west-2.compute.internal" 
                    ], 
                    "PrivateDNSName": "ip-172-31-30-173.us-west-2.compute.internal", 
                    "SubnetGatewayIpv4Address": "192.0.2.0/24" 
                } 
            ], 
            "ClockDrift": { 
                "ClockErrorBound": 0.5458234999999999, 
                "ReferenceTimestamp": "2021-09-07T16:57:44Z", 
                "ClockSynchronizationStatus": "SYNCHRONIZED" 
             }, 
            "ContainerARN": "arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:container/1bdcca8b-
f905-4ee6-885c-4064cb70f6e6", 
            "LogOptions": { 
                "awslogs-create-group": "true", 
                "awslogs-group": "/ecs/containerlogs", 
                "awslogs-region": "us-west-2", 
                "awslogs-stream": "ecs/curl/e9028f8d5d8e4f258373e7b93ce9a3c3" 
            }, 
            "LogDriver": "awslogs" 
        } 
    ], 
    "LaunchType": "FARGATE"
}

タスク統計情報のレスポンス例
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task/stats エンドポイントにクエリを実行すると、コンテ
ナが属しているタスクに関するネットワークメトリクスが返されます。以下に出力例を示します。

{ 
  "3d1f891cded94dc795608466cce8ddcf-464223573": { 
    "read": "2020-10-08T21:24:44.938937019Z", 
    "preread": "2020-10-08T21:24:34.938633969Z", 
    "pids_stats": {}, 
    "blkio_stats": { 
      "io_service_bytes_recursive": [ 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Read", 
          "value": 638976 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Write", 
          "value": 0 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Sync", 
          "value": 638976 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Async", 
          "value": 0 
        }, 
        { 
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          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Total", 
          "value": 638976 
        } 
      ], 
      "io_serviced_recursive": [ 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Read", 
          "value": 12 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Write", 
          "value": 0 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Sync", 
          "value": 12 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Async", 
          "value": 0 
        }, 
        { 
          "major": 202, 
          "minor": 26368, 
          "op": "Total", 
          "value": 12 
        } 
      ], 
      "io_queue_recursive": [], 
      "io_service_time_recursive": [], 
      "io_wait_time_recursive": [], 
      "io_merged_recursive": [], 
      "io_time_recursive": [], 
      "sectors_recursive": [] 
    }, 
    "num_procs": 0, 
    "storage_stats": {}, 
    "cpu_stats": { 
      "cpu_usage": { 
        "total_usage": 1137691504, 
        "percpu_usage": [ 
          696479228, 
          441212276, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0 
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        ], 
        "usage_in_kernelmode": 80000000, 
        "usage_in_usermode": 810000000 
      }, 
      "system_cpu_usage": 9393210000000, 
      "online_cpus": 2, 
      "throttling_data": { 
        "periods": 0, 
        "throttled_periods": 0, 
        "throttled_time": 0 
      } 
    }, 
    "precpu_stats": { 
      "cpu_usage": { 
        "total_usage": 1136624601, 
        "percpu_usage": [ 
          695639662, 
          440984939, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0, 
          0 
        ], 
        "usage_in_kernelmode": 80000000, 
        "usage_in_usermode": 810000000 
      }, 
      "system_cpu_usage": 9373330000000, 
      "online_cpus": 2, 
      "throttling_data": { 
        "periods": 0, 
        "throttled_periods": 0, 
        "throttled_time": 0 
      } 
    }, 
    "memory_stats": { 
      "usage": 6504448, 
      "max_usage": 8458240, 
      "stats": { 
        "active_anon": 1675264, 
        "active_file": 557056, 
        "cache": 651264, 
        "dirty": 0, 
        "hierarchical_memory_limit": 536870912, 
        "hierarchical_memsw_limit": 9223372036854772000, 
        "inactive_anon": 0, 
        "inactive_file": 3088384, 
        "mapped_file": 430080, 
        "pgfault": 11034, 
        "pgmajfault": 5, 
        "pgpgin": 8436, 
        "pgpgout": 7137, 
        "rss": 4669440, 
        "rss_huge": 0, 
        "total_active_anon": 1675264, 
        "total_active_file": 557056, 
        "total_cache": 651264, 
        "total_dirty": 0, 
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        "total_inactive_anon": 0, 
        "total_inactive_file": 3088384, 
        "total_mapped_file": 430080, 
        "total_pgfault": 11034, 
        "total_pgmajfault": 5, 
        "total_pgpgin": 8436, 
        "total_pgpgout": 7137, 
        "total_rss": 4669440, 
        "total_rss_huge": 0, 
        "total_unevictable": 0, 
        "total_writeback": 0, 
        "unevictable": 0, 
        "writeback": 0 
      }, 
      "limit": 9223372036854772000 
    }, 
    "name": "curltest", 
    "id": "3d1f891cded94dc795608466cce8ddcf-464223573", 
    "networks": { 
      "eth1": { 
        "rx_bytes": 2398415937, 
        "rx_packets": 1898631, 
        "rx_errors": 0, 
        "rx_dropped": 0, 
        "tx_bytes": 1259037719, 
        "tx_packets": 428002, 
        "tx_errors": 0, 
        "tx_dropped": 0 
      } 
    }, 
    "network_rate_stats": { 
      "rx_bytes_per_sec": 43.298687872232854, 
      "tx_bytes_per_sec": 215.39347269466413 
    } 
  }
}

タスクメタデータエンドポイントバージョン 3
Important

タスクメタデータのバージョン 3 エンドポイントは、現在アクティブにメンテナンスされていま
せん。タスクメタデータバージョン 4 エンドポイントを更新して、最新のメタデータエンドポイ
ント情報を取得することをお勧めします。詳細については、「the section called “タスクメタデー
タエンドポイント v4” (p. 413)」を参照してください。

Fargateのプラットフォームバージョン1.1.0以降、ECS_CONTAINER_METADATA_URI という名前の環境
変数がタスク内の各コンテナに挿入されます。タスクメタデータバージョン 3 エンドポイントに対してク
エリを実行すると、さまざまなタスクメタデータおよび Docker 統計 をタスクで利用できます。

タスクメタデータの有効化
タスクメタデータエンドポイント機能は、プラットフォームバージョン1.1.0以降を使用するFargate上
でホストされるAmazon ECS タスクに対してデフォルトで有効になります。詳細については、「AWS 
Fargateプラットフォームのバージョン (p. 49)」を参照してください。

タスクメタデータエンドポイントのパス
次の API エンドポイントをコンテナで使用できます。
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${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}

このパスはコンテナのメタデータ JSON を返します。
${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task

このパスはタスクのメタデータ JSON を返します。これには、タスクに関連付けられたすべてのコン
テナのコンテナ ID および名前のリストが含まれています。このエンドポイントのレスポンスの詳細に
ついては、「タスクメタデータ JSON レスポンス (p. 424)」を参照してください。

${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/stats

このパスは特定の Docker コンテナの Docker 統計 JSON を返します。返される各統計の詳細につい
ては、Docker API ドキュメントの「ContainerStats」を参照してください。

${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task/stats

このパスはタスクに関連付けられたすべてのコンテナの Docker 統計 JSON を返します。返される各
統計の詳細については、Docker API ドキュメントの「ContainerStats」を参照してください。

タスクメタデータ JSON レスポンス
次の情報が、タスクメタデータエンドポイント (${ECS_CONTAINER_METADATA_URI}/task) JSON レス
ポンスから返されます。

Cluster

タスクが属する Amazon ECS クラスターの Amazon リソースネーム (ARN)または短縮名。
TaskARN

コンテナが属しているタスクの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
Family

タスクの Amazon ECS タスク定義のファミリー。
Revision

タスクの Amazon ECS タスク定義のリビジョン。
DesiredStatus

Amazon ECSからのタスクの望ましいステータス。
KnownStatus

Amazon ECS からのタスクの既知のステータス。
Limits

タスクレベルで指定されたリソースの制限 (CPU やメモリなど)。リソースの制限が定義されていない
場合はこのパラメータは省略されます。

PullStartedAt

最初のコンテナイメージのプル開始時のタイムスタンプ。
PullStoppedAt

最後のコンテナイメージのプル終了時のタイムスタンプ。
AvailabilityZone

タスクがあるアベイラビリティーゾーン。
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Note

アベイラビリティーゾーンのメタデータは、プラットフォームバージョン 1.4 以降 (Linux) ま
たは 1.0.0 以降 (Windows) を使用する Fargate タスクでのみ使用できます。

Containers

タスクに関連付けられている各コンテナのコンテナメタデータのリスト。
DockerId

コンテナの Docker ID。
Name

タスク定義で指定されたコンテナの名前。
DockerName

Docker に提供されたコンテナの名前。Amazon ECSコンテナエージェントはコンテナに一意の名
前を生成し、同じタスク定義の複数のコピーが単一のインスタンスで実行される場合に名前の競
合を回避します。

Image

コンテナのイメージ。
ImageID

イメージの SHA-256 ダイジェスト。
Ports

コンテナに対して公開されている任意のポート。公開ポートがない場合はこのパラメータは省略
されます。

Labels

コンテナに適用された任意のラベル。ラベルが適用されていない場合はこのパラメータは省略さ
れます。

DesiredStatus

Amazon ECSからのコンテナの望ましいステータス。
KnownStatus

Amazon ECS からのコンテナの既知のステータス。
ExitCode

コンテナの終了コード。このパラメータは、コンテナが終了していない場合は省略されます。
Limits

コンテナレベルで指定されたリソースの制限 (CPU やメモリなど)。リソースの制限が定義されて
いない場合はこのパラメータは省略されます。

CreatedAt

コンテナ作成時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ作成されていない場合は
省略されます。

StartedAt

コンテナ起動時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ起動していない場合は省
略されます。

FinishedAt

コンテナ停止時のタイムスタンプ。このパラメータは、コンテナがまだ停止していない場合は省
略されます。
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Type

コンテナのタイプ。タスク定義で指定されているコンテナのタイプは NORMAL です。他のコンテ
ナタイプは無視してかまいません。これらはAmazon ECS コンテナエージェントによってプロビ
ジョニングされる内部タスクリソースで使用されます。

Networks

ネットワークモードや IP アドレスなど、コンテナのネットワーク情報。ネットワーク情報が定義
されていない場合はこのパラメータは省略されます。

ClockDrift

基準時刻とシステム時刻の違いに関する情報。これは、Linux オペレーティングシステムに適用され
ます。
ReferenceTime

クロック精度の基礎。Amazon ECS は、2021-09-07T16:57:44Z などの NTP を通じて協定世
界時 (UTC) の世界標準を使用しています。

ClockErrorBound

UTC へのオフセットとして定義されるクロックエラーの対策。この誤差は、基準時刻とシステム
時刻の差 (ミリ秒単位) です。

ClockSynchronizationStatus

最新のシステム時刻と基準時刻間の同期試行における成功状況を示します。

有効な値は SYNCHRONIZED および  NOT_SYNCHRONIZED です。
ExecutionStoppedAt

タスクの DesiredStatus が STOPPED に移行した時のタイムスタンプ。これは、必須コンテナが
STOPPED に移行したときに発生します。

タスクメタデータレスポンスの例
1 つのコンテナタスクの JSON レスポンスを次に示します。

{ 
  "Cluster": "default", 
  "TaskARN": "arn:aws:ecs:us-east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-
f63cb662a5d3", 
  "Family": "nginx", 
  "Revision": "5", 
  "DesiredStatus": "RUNNING", 
  "KnownStatus": "RUNNING", 
  "Containers": [ 
    { 
      "DockerId": "731a0d6a3b4210e2448339bc7015aaa79bfe4fa256384f4102db86ef94cbbc4c", 
      "Name": "~internal~ecs~pause", 
      "DockerName": "ecs-nginx-5-internalecspause-acc699c0cbf2d6d11700", 
      "Image": "amazon/amazon-ecs-pause:0.1.0", 
      "ImageID": "", 
      "Labels": { 
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default", 
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "~internal~ecs~pause", 
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5" 
      }, 
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      "DesiredStatus": "RESOURCES_PROVISIONED", 
      "KnownStatus": "RESOURCES_PROVISIONED", 
      "Limits": { 
        "CPU": 0, 
        "Memory": 0 
      }, 
      "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:08.366329616Z", 
      "StartedAt": "2018-02-01T20:55:09.058354915Z", 
      "Type": "CNI_PAUSE", 
      "Networks": [ 
        { 
          "NetworkMode": "awsvpc", 
          "IPv4Addresses": [ 
            "10.0.2.106" 
          ] 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "DockerId": "43481a6ce4842eec8fe72fc28500c6b52edcc0917f105b83379f88cac1ff3946", 
      "Name": "nginx-curl", 
      "DockerName": "ecs-nginx-5-nginx-curl-ccccb9f49db0dfe0d901", 
      "Image": "nrdlngr/nginx-curl", 
      "ImageID": "sha256:2e00ae64383cfc865ba0a2ba37f61b50a120d2d9378559dcd458dc0de47bc165", 
      "Labels": { 
        "com.amazonaws.ecs.cluster": "default", 
        "com.amazonaws.ecs.container-name": "nginx-curl", 
        "com.amazonaws.ecs.task-arn": "arn:aws:ecs:us-
east-2:012345678910:task/9781c248-0edd-4cdb-9a93-f63cb662a5d3", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-family": "nginx", 
        "com.amazonaws.ecs.task-definition-version": "5" 
      }, 
      "DesiredStatus": "RUNNING", 
      "KnownStatus": "RUNNING", 
      "Limits": { 
        "CPU": 512, 
        "Memory": 512 
      }, 
      "CreatedAt": "2018-02-01T20:55:10.554941919Z", 
      "StartedAt": "2018-02-01T20:55:11.064236631Z", 
      "Type": "NORMAL", 
      "Networks": [ 
        { 
          "NetworkMode": "awsvpc", 
          "IPv4Addresses": [ 
            "10.0.2.106" 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "PullStartedAt": "2018-02-01T20:55:09.372495529Z", 
  "PullStoppedAt": "2018-02-01T20:55:10.552018345Z", 
  "AvailabilityZone": "us-east-2b"
}
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コンテナエージェントのエンドポイ
ント

Important

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクを使用している場合は、
「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェン
トエンドポイント」を参照してください。

Amazon ECS コンテナエージェントは、ECS_AGENT_URI 環境変数を Amazon ECS タスクのコンテナに
自動的に挿入して、コンテナエージェント API エンドポイントとやり取りする方法を提供します。

これは、少なくともバージョン 1.65.0 の Amazon ECS コンテナエージェントを実行している Amazon 
EC2 Linux および Windows インスタンスで起動された Amazon ECS タスクに適用されます。

タスクスケールインプロテクションのエンドポイン
ト

Important

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクを使用している場合は、
「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS コンテナエージェン
トエンドポイント」を参照してください。

Amazon ECS タスクスケールイン保護を使用すると、Service Auto Scaling またはデプロイからのスケー
ルインイベントによってタスクが終了するのを防ぐことができます。タスクのスケールインプロテクショ
ンの状態は、タスクコンテナのアプリケーションコードで設定および取得できます。

Amazon ECS コンテナエージェントは、GetTaskProtection と UpdateTaskProtection の AWS API を使
用してタスクのスケールインプロテクションを提供します。障害理由のリストについては、「API failure 
reasons」(API 障害理由) を参照してください。

タスクスケールインプロテクションの詳細については、「タスクスケールイン保護 (p. 292)」を参照して
ください。

タスクスケールインプロテクションのエンドポイント
パス
コンテナでは、次のタスクスケールインプロテクションエンドポイントパスを使用できます:
$ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state

コンテナ内からこの URI への PUT リクエストにより、タスクのスケールイン プロテクションが設定され
ます。この URI への GET リクエストは、タスクの現在のプロテクションステータスを取得します。

タスクスケールインプロテクションエンドポイントの
要求
次のリクエストパラメータで、(${ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state}) エンドポイント
を使用してタスクスケールインプロテクションを設定できます。

428

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-container-agent-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-container-agent-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-container-agent-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-container-agent-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/service-auto-scaling.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/deployment-types.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/APIReference/API_GetTaskProtection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/APIReference/API_UpdateTaskProtection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/api_failures_messages.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/api_failures_messages.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
タスクスケールインプロテクショ

ンのエンドポイントレスポンス

保護
ProtectionEnabled

true を指定するとタスクに保護対象としてマークを付け、false を指定すると保護を解除して、タ
スクが終了できるようになります。

型: ブール

必須: はい
ExpiresInMinutes

protectionEnabled を true に設定する場合、expiresInMinutes パラメータを使用してタス
クを保護する必要がある期間を指定できます。最小 1 分から最大 2,880 分 (48 時間) まで指定できま
す。この期間中、Service Auto Scaling またはデプロイからのスケールインイベントによってタスクが
終了することはありません。この時間が経過すると、protectionEnabled パラメータは false に
リセットされます

時間を指定しない場合、タスクは自動的に 120 分 (2 時間) 保護されます。

型: 整数

必須: いいえ

次の例は、異なる継続時間を持つタスク保護を設定する方法を示します。

例 1

この例は、デフォルトの期間が 2 時間に設定されているタスクを保護する方法を示しています。

PUT $ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state -d  
'{"ProtectionEnabled":true}'

例 2

この例は、expiresInMinutes パラメータを使用してタスクを 60 分間保護する方法を示しています。

PUT $ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state -d  
'{"ProtectionEnabled":true,"ExpiresInMinutes":60}'

例 3

この例は、expiresInMinutes パラメータを使用してタスクを 24 時間保護する方法を示しています。

PUT $ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state -d  
'{"ProtectionEnabled":true,"ExpiresInMinutes":1440}'

タスクスケールインプロテクションのエンドポイント
レスポンス
次の情報が、タスクスケールインプロテクションエンドポイント (${ECS_AGENT_URI/task-
protection/v1/state}) JSON レスポンスから返されます。
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保護
ExpirationDate

タスクの保護が期限切れになるエポックタイム。タスクが保護されていない場合、この値は NULL に
なります。

ProtectionEnabled

タスクのプロテクションステータス。タスクのスケールインプロテクションが有効になっている場
合、値は true です。それ以外の場合は、false です。

TaskArn

コンテナが属しているタスクの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。

次の例は、保護されたタスクについて返される詳細を示しています。

GET $ECS_AGENT_URI/task-protection/v1/state

{ 
    "protection":{ 
        "ExpirationDate":"2022-10-06T02:29:16Z", 
        "ProtectionEnabled":true, 
        "TaskArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/1234567890abcdef0" 
    }
}

失敗
障害が発生すると、次の情報が返されます。

Arn

タスクの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
Detail

障害に関する詳細。
Reason

失敗の理由。

次の例は、保護されていないタスクについて返される詳細を示しています。

{ 
    "failure":{ 
        "Arn":"arn:aws:ecs:us-west-2:111122223333:task/1234567890abcdef0", 
        "Detail":null, 
        "Reason":"TASK_NOT_VALID" 
    }
}

エラー
例外が発生すると、次の情報が返されます。
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requestID

例外が発生する Amazon ECS API 呼び出しの AWS リクエスト ID。
Arn

タスクまたはサービスの完全な Amazon リソースネーム (ARN)。
Code

エラーコードです。
Message

エラーメッセージです。

Note

RequestError または RequestTimeout エラーが表示される場合は、ネットワークに問題
がある可能性があります。Amazon ECS の VPC エンドポイントを使用してみてください。

次の例は、エラーが発生したときに返される詳細を示したものです。

{ 
    "requestID":"12345-abc-6789-0123-abc", 
    "error":{ 
        "Arn":"arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0", 
        "Code":"AccessDeniedException", 
        "Message":"User: arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/my-ecs-task-
role/1234567890abcdef0 is not authorized to perform: ecs:GetTaskProtection on resource: 
 arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/test/1234567890abcdef0 because no identity-based 
 policy allows the ecs:GetTaskProtection action" 
    }     
}

ネットワークの問題や Amazon ECS コントロールプレーンがダウンしているなどの理由で Amazon ECS 
エージェントが Amazon ECS エンドポイントから応答を得られない場合、次のエラーが表示されます。

{ 
  "error": { 
    "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0", 
    "Code": "RequestCanceled", 
    "Message": "Timed out calling Amazon ECS Task Protection API" 
  }
}

Amazon ECS エージェントが Amazon ECS からスロットリング例外を受け取ると、次のエラーが表示さ
れます。

{ 
  "requestID": "12345-abc-6789-0123-abc", 
  "error": { 
    "Arn": "arn:aws:ecs:us-west-2:555555555555:task/my-cluster-name/1234567890abcdef0", 
    "Code": "ThrottlingException", 
    "Message": "Rate exceeded" 
  }
}
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Amazon ECS と統合された AWS の
サービス

Amazon ECS は、他の AWS のサービスと連携することで、ビジネスの課題に対する解決策が追加されま
す。このトピックで説明するサービスは、Amazon ECS を使用して機能を追加するか、タスクを実行する
ために Amazon ECS に使用されるかのいずれかです。

内容
• Amazon ECR を Amazon ECS で使用 (p. 432)
• AWS CloudFormation で Amazon ECS リソースを作成 (p. 433)
• Amazon ECS でApp Mesh を使用 (p. 439)

Amazon ECR を Amazon ECS で使用
はマネージド型 Amazon ECR AWSレジストリサービスです。お客様は一般的な Docker CLI を使用してイ
メージをプッシュ、プル、管理できます。Amazon ECR は、安全でスケーラブル、かつ信頼性の高いレジ
ストリを提供します。Amazon ECR は、AWSIAM を使用したリソースベースのアクセス許可を持つプラ
イベート Docker リポジトリをサポートしているため、特定のユーザーまたは Amazon EC2 インスタンス
がリポジトリやイメージにアクセスできるようにします。開発者は Docker CLI を使用してイメージを作成
および管理できます。

リポジトリを作成する方法、Amazon ECR からイメージをプッシュおよびプルする方法、リポジトリのア
クセス制御の設定方法の詳細についてはAmazon Elastic Container Registry User Guideを参照してくださ
い。

Amazon ECS での Amazon ECR イメージの使用
Amazon ECS で 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。

• コンテナインスタンスでは、バージョン 1.7.0 以上の Amazon ECSコンテナエージェントを使用する
必要があります。最新バージョンの Amazon ECS 最適化 AMI では、タスク定義の ECR イメージが
サポートされています。最新の Amazon ECS 最適化 AMI ID などの詳細については、Amazon Elastic 
Container Service Developer GuideのAmazon ECS Container Agent Versionsを参照してください。

• コンテナインスタンスで使用する Amazon ECS コンテナインスタンスロール(ecsInstanceRole) 
は、Amazon ECR に対する以下の IAM ポリシーアクセス権限が必要です。

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

コンテナインスタンスに AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role 管理ポリシーを使用すると、
ロールに適切なアクセス権限が付与されます。ロールが Amazon ECR をサポートすることを確認するに
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コンテナインスタンスの 
IAM ロール」を参照してください。

• ECS タスク定義で、ECR イメージにフルregistry/repository:tagネームを使用していること
を確認してください。例えば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-
app:latest です。

AWS CloudFormation で Amazon ECS リソースを
作成

Amazon ECS は AWS CloudFormation と統合されています。これは、ユーザーが定義したテンプレートで 
AWS リソースをモデル化してセットアップする際に使用できるサービスです。これにより、リソースと
インフラストラクチャの作成、管理に費やす時間を短縮できます。AWS CloudFormation を使用して、特
定の Amazon ECS クラスターなど、必要なすべての AWS リソースを説明するテンプレートを作成できま
す。次に、AWS CloudFormation はプロビジョニングと必要なリソースの設定を行います。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して Amazon ECS リソースを一貫して繰り返
しセットアップできます。リソースを一度記述すると、複数の AWS アカウント および AWS リージョン 
全体で同じリソースを再度プロビジョニングできます。

Amazon ECS と AWS CloudFormation テンプレート
Amazon ECS および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS 
CloudFormation テンプレートについて理解しておく必要があります。AWS CloudFormation テンプレー
トは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースを記述する JSON または YAML 
形式のテキストファイルです。JSON や YAML 形式に不慣れな方は、AWS CloudFormation Designer 
を使用することで AWS CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの AWS CloudFormationDesigner とはを参照してください。

Amazon ECS は、クラスター、タスク定義、サービス、タスクセットの作成を AWS CloudFormation で
サポートしています。以下の例では、AWS CLI を使用して、これらのテンプレートによってリソースを作
成する方法を説明しています。これらのリソースは、AWS CloudFormation コンソールを使用して作成す
ることもできます。AWS CloudFormation コンソールを使用してリソースを作成する方法の詳細について
は、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。

テンプレートの例
別のスタックを使用して Amazon ECS リソースを作成する
以下の例では、リソースごとに別のスタックを使用して Amazon ECS リソースを作成する方法を説明して
います。

Amazon ECSの タスク定義

以下のテンプレートを使用して、Fargate Linux タスクを作成できます。

JSON

 { 
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    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "taskdefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                    "containerDefinitions": [  
                       {  
                          "command": [ 
                             "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS 
 Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> 
 </head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> 
 <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon 
 ECS.</p> </div></body></html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground
\"" 
                          ], 
                          "entryPoint": [ 
                             "sh", 
                             "-c" 
                          ], 
                          "essential": true, 
                          "image": "httpd:2.4", 
                          "logConfiguration": {  
                             "logDriver": "awslogs", 
                             "options": {  
                                "awslogs-group" : "/ecs/fargate-task-definition", 
                                "awslogs-region": "us-east-1", 
                                "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                             } 
                          }, 
                          "name": "sample-fargate-app", 
                          "portMappings": [  
                             {  
                                "containerPort": 80, 
                                "hostPort": 80, 
                                "protocol": "tcp" 
                             } 
                          ] 
                       } 

                    ], 
                    "cpu":"256", 
                    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/
ecsTaskExecutionRole", 
                    "family": "fargate-task-definition-cfn", 
                    "memory":"512", 
                    "networkMode": "awsvpc", 
                    "requiresCompatibilities": [  
                        "FARGATE"  
                     ], 
                    "runtimePlatform": { 
                        "OperatingSystemFamily": "LINUX" 
                   } 
                 } 
                 
            } 
        } 
    }             

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  taskdefinition: 
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition' 
    Properties: 
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      containerDefinitions: 
        - command: 
            - >- 
              /bin/sh -c "echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
              App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: 
              #333;} </style> </head><body> <div 
              style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample 
              App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now 
              running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' >  
              /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground" 
          entryPoint: 
            - sh 
            - '-c' 
          essential: true 
          image: 'httpd:2.4' 
          logConfiguration: 
            logDriver: awslogs 
            options: 
              awslogs-group: /ecs/fargate-task-definition 
              awslogs-region: us-east-1 
              awslogs-stream-prefix: ecs 
          name: sample-fargate-app 
          portMappings: 
            - containerPort: 80 
              hostPort: 80 
              protocol: tcp 
      cpu: '256' 
      executionRoleArn: 'arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole' 
      family: fargate-task-definition-cfn 
      memory: '512' 
      networkMode: awsvpc 
      requiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      runtimePlatform: 
        OperatingSystemFamily: LINUX                

Amazon ECS クラスター

以下のテンプレートを使用して、空のクラスターを作成できます。

JSON

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "ECSCluster": { 
            "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
            "Properties": { 
                "ClusterName": "MyEmptyCluster" 
            } 
        } 
    }
}   

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: 'AWS::ECS::Cluster' 
    Properties: 
      ClusterName: MyEmptyCluster    

435



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
テンプレートの例

1 つのスタックに複数の Amazon ECS リソースを作成する
以下のサンプルテンプレートを使用して、1 つのスタックに複数の Amazon ECS リソースを作成できま
す。テンプレートは、CFNCluster という名前の Amazon ECS クラスターを作成します。クラスターに
は Linux Fargate タスク定義が含まれています。このテンプレートは、Fargate タスク定義を起動して維
持する、cfn-service という名前のサービスも作成します。このコマンドを使用する前に、サービスの
NetworkConfiguration のサブネットとセキュリティグループ ID がすべて、同じ VPC に属しているこ
とを確認します。

JSON

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "ECSCluster": { 
            "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
            "Properties": { 
                "ClusterName": "CFNCluster" 
            } 
        }, 
        "taskdefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "containerDefinitions": [ 
                    { 
                        "command": [ 
                            "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
 App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> 
 <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon 
 ECS.</p> </div></body></html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground
\"" 
                        ], 
                        "entryPoint": [ 
                            "sh", 
                            "-c" 
                        ], 
                        "essential": true, 
                        "image": "httpd:2.4", 
                        "logConfiguration": { 
                            "logDriver": "awslogs", 
                            "options": { 
                                "awslogs-group": "/ecs/fargate-task-definition", 
                                "awslogs-region": "us-east-1", 
                                "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                            } 
                        }, 
                        "name": "sample-fargate-app", 
                        "portMappings": [ 
                            { 
                                "containerPort": 80, 
                                "hostPort": 80, 
                                "protocol": "tcp" 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 
                "cpu": "256", 
                "executionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/
ecsTaskExecutionRole", 
                "family": "task-definition-cfn", 
                "memory": "512", 
                "networkMode": "awsvpc", 
                "requiresCompatibilities": [ 
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                    "FARGATE" 
                ], 
                "runtimePlatform": { 
                    "OperatingSystemFamily": "LINUX" 
                } 
            } 
        }, 
        "ECSService": { 
            "Type": "AWS::ECS::Service", 
            "Properties": { 
                "ServiceName": "cfn-service", 
                "Cluster": { 
                    "Ref": "ECSCluster" 
                }, 
                "DesiredCount": 1, 
                "LaunchType": "FARGATE", 
                "NetworkConfiguration": { 
                    "AwsvpcConfiguration": { 
                        "AssignPublicIp": "ENABLED", 
                        "SecurityGroups": [ 
                            "sg-abcdef01234567890" 
                        ], 
                        "Subnets": [ 
                            "subnet-abcdef01234567890" 
                        ] 
                    } 
                }, 
                "TaskDefinition": { 
                    "Ref": "taskdefinition" 
                } 
            } 
        } 
    }
}         

YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: 'AWS::ECS::Cluster' 
    Properties: 
      ClusterName: CFNCluster 
  taskdefinition: 
    Type: 'AWS::ECS::TaskDefinition' 
    Properties: 
      containerDefinitions: 
        - command: 
            - >- 
              /bin/sh -c "echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
              App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: 
              #333;} </style> </head><body> <div 
              style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample 
              App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now 
              running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></html>' >  
              /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground" 
          entryPoint: 
            - sh 
            - '-c' 
          essential: true 
          image: 'httpd:2.4' 
          logConfiguration: 
            logDriver: awslogs 
            options: 
              awslogs-group: /ecs/fargate-task-definition 

437



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
AWS CLI を使用してテンプレートからリソースを作成する

              awslogs-region: us-east-1 
              awslogs-stream-prefix: ecs 
          name: sample-fargate-app 
          portMappings: 
            - containerPort: 80 
              hostPort: 80 
              protocol: tcp 
      cpu: '256' 
      executionRoleArn: 'arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole' 
      family: task-definition-cfn 
      memory: '512' 
      networkMode: awsvpc 
      requiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      runtimePlatform: 
        OperatingSystemFamily: LINUX 
  ECSService: 
    Type: 'AWS::ECS::Service' 
    Properties: 
      ServiceName: cfn-service 
      Cluster: !Ref ECSCluster 
      DesiredCount: 1 
      LaunchType: FARGATE 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          SecurityGroups: 
            - sg-abcdef01234567890
          Subnets: 
            - subnet-abcdef01234567890
      TaskDefinition: !Ref taskdefinition

AWS CLI を使用してテンプレートからリソースを作
成する
以下のコマンドを実行すると、ecs-template-body.json という名前のテンプレート本文ファイルを使
用する、ecs-stack というスタックが作成されます。テンプレート本文ファイルが JSON または YAML 
形式であることを確認します。ファイルの場所は、--template-body パラメータで指定されます。この
場合、テンプレート本文ファイルは現在のディレクトリにあります。

aws cloudformation create-stack \ 
      --stack-name ecs-stack \ 
      --template-body file://ecs-template-body.json

リソースが正しく作成されていることを確認するには、Amazon ECS コンソールを確認するか、次のコマ
ンドを使用します。

• 次のコマンドを実行すると、すべてのタスク定義が一覧表示されます。

aws ecs list-task-definitions

• 次のコマンドを実行すると、すべてのクラスターが一覧表示されます。

aws ecs list-clusters

• 次のコマンドを実行すると、クラスター CFNCluster で定義されたすべてのサービスが一覧表示されま
す。CFNCluster を、サービスを作成するクラスター名に置換します。

aws ecs list-services \ 

438



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
AWS CloudFormation の詳細はこちら

      --cluster CFNCluster     

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド

Amazon ECS でApp Mesh を使用
App Mesh は、サービスのモニタリングとコントロールを容易にするサービスメッシュです。App Mesh 
は、サービスの通信方法を標準化し、エンドツーエンドの可視性を提供して、アプリケーションの高可
用性を確保するのに役立ちます。App Mesh を使用すると、アプリケーション内のすべてのサービスに
ついて一貫した可視性とネットワークトラフィックコントロールを実現できます。Amazon ECS で App 
Mesh の使用を開始するには、AWS App Mesh ユーザーガイドのGetting started with AWS App Meshおよ
び Amazon ECS のチュートリアルを完了する必要あります。このチュートリアルでは、App Mesh を使用
したい既存のサービスをAmazon ECS にデプロイすることをお勧めします。

Note

Fargate の Window コンテナにこの機能は利用できません。
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Amazon ECS のチュートリアル
以下のチュートリアルでは、Amazon ECS の使用時に一般的なタスクを実行する方法を示します。

トピック
• チュートリアル: クラスターのパブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ VPC を作成す

る (p. 440)
• チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Linux タスクでクラスターの作成 (p. 442)
• チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate Windows タスクでクラスターを作成 (p. 449)
• チュートリアル:サービス検出を使用して、サービスの作成 (p. 454)
• チュートリアル: Blue/Green デプロイを使用するサービスの作成 (p. 461)
• チュートリアル:Amazon ECS CloudWatch Events イベントについて聴く (p. 470)
• チュートリアル:タスク停止イベントに Amazon シンプル 通知サービス アラートを送信 (p. 472)
• チュートリアル: Windows コンテナ用に Amazon ECS に Fluent Bit をデプロイする (p. 475)

チュートリアル: クラスターのパブリックサブネッ
トとプライベートサブネットを持つ VPC を作成す
る

クラスターのコンテナインスタンスは、Amazon ECS サービスエンドポイントとの通信に外部ネットワー
クアクセスを必要とします。ただし、プライベートサブネットで実行するタスクとサービスがある場合が
あります。パブリックサブネットとプライベートサブネットの両方がある VPC を作成すると、パブリッ
クサブネットまたはプライベートサブネットでタスクやサービスを起動する柔軟性が得られます。プラ
イベートサブネット内のタスクとサービスは、NAT ゲートウェイ経由でインターネットにアクセスでき
ます。パブリックサブネットとプライベートサブネットの両方のサービスは、ロードバランサーを使用し
て、パブリックインターネットから引き続きアクセス可能にできます。

このチュートリアルでは、2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを持つ VPC の作
成を案内します。この VPC では、NAT ゲートウェイを介したインターネットアクセスが可能です。

ステップ 1: NAT ゲートウェイの Elastic IP アドレス
を選択する
NAT ゲートウェイでは、パブリックサブネットで Elastic IP アドレスが必要になりますが、VPC ウィザー
ドによって自動的には作成されません。VPC ウィザードを実行する前に Elastic IP アドレスを作成しま
す。

Elastic IP アドレスを作成するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [Elastic IPs] を選択します。
3. [Allocate new address] (新しいアドレスの割り当て)、[Allocate](割り当て)、[Close] (閉じる) の順に選

択します。
4. 新しく作成した Elastic IP アドレスの [Allocation ID] (割り当て ID) を書き留めます。これは後で VPC 

ウィザードで入力します。
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ステップ 2: VPC ウィザードを実行する

ステップ 2: VPC ウィザードを実行する
VPC ウィザードにより、ほとんどの VPC リソースが自動的に作成および設定されます。

VPC ウィザードを実行するには

1. 左のナビゲーションペインの [VPC Dashboard] (VPC ダッシュボード) を選択します。
2. [Launch VPC Wizard] (VPC ウィザードの開始)、[VPC with Public and Private Subnets] (パブリックと

プライベートサブネットを持つ VPC)、[Select] (選択) の順に選択します。
3. [VPC name] (VPC 名) に、VPC の一意の名前を入力します。
4. [Elastic IP Allocation ID] (Elastic IP 割り当て ID) で、前に作成した Elastic IP アドレス の ID を選択し

ます。
5. [Create VPC] (VPC の作成) を選択します。
6. ウィザードが終了したら、[OK] を選択します。VPC サブネットが作成されたアベイラビリティーゾー

ンを書き留めます。追加のサブネットは別のアベイラビリティーゾーンに作成します。

VPC ウィザードによって作成されたサブネットなど、デフォルト以外のサブネットは、自動割り当て
されたパブリック IPv4 アドレスではありません。Amazon ECSサービスエンドポイントと通信するに
は、パブリックサブネットで起動されたインスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てる必要が
あります。

サブネットのパブリック IPv4 のアドレス指定動作を変更するには

1. 左側のナビゲーションペインで [Subnets] (サブネット) を選択します。
2. VPC のパブリックサブネットを選択します。デフォルトでは、VPC ウィザードによって作成される

名前は [Public subnet (パブリックサブネット)] です。
3. [Actions] (アクション)、[Modify auto-assign IP settings] (自動割り当て IP 設定の変更) の順に選択しま

す。
4. [Enable auto-assign public IPv4 address] (パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする) 

チェックボックスをオンにし、[Save] (保存) を選択します。

ステップ 3: 追加のサブネットを作成する
ウィザードでは、1 つのパブリックサブネットと 1 つのプライベートサブネットを持つ VPC が 1 つのア
ベイラビリティーゾーンに作成されます。可用性を高めるため、別のアベイラビリティーゾーンに各サブ
ネットタイプを少なくとも 1 つ作成し、VPC が 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがってパブリック
サブネットとプライベートサブネットの両方を持つようにします。

追加のプライベートサブネットを作成するには

1. 左側のナビゲーションペインで [Subnets] (サブネット) を選択します。
2. [Create Subnet] (サブネットの作成) を選択します。
3. [Name tag] (名前タグ) にサブネットの名前を入力します (Private subnet など)。
4. [VPC] で、前の手順で作成した VPC を選択します。
5. [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) で、VPC の元のサブネットとは異なるアベイラビリ

ティーゾーンを選択します。
6. [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) に、有効な CIDR ブロックを入力します。たとえば、ウィ

ザードではデフォルトで 10.0.0.0/24 や 10.0.1.0/24 に CIDR ブロックが作成される場合、2 つ目のプ
ライベートサブネットに 10.0.3.0/24 を使用できます。
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7. [Yes, Create] (はい、作成する) を選択します。

追加のパブリックサブネットを作成するには

1. 左のナビゲーションペインで [Subnets] (サブネット)、[Create Subnet] (サブネットの作成) の順に選
択します。

2. [Name tag] (名前タグ) にサブネットの名前を入力します (Public subnet など)。
3. [VPC] で、前の手順で作成した VPC を選択します。
4. [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) で、前の手順で作成した同じアベイラビリティーゾー

ンを、追加のプライベートサブネットとして選択します。
5. [IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) に、有効な CIDR ブロックを入力します。たとえば、ウィ

ザードではデフォルトで 10.0.0.0/24 や 10.0.1.0/24 に CIDR ブロックが作成される場合、2 つ目のパ
ブリックサブネットに 10.0.2.0/24 を使用できます。

6. [Yes, Create] を選択します。
7. 先ほど作成したパブリックサブネットを選択し、[Route Table] (ルートテーブル)、[Edit] (編集) の順に

選択します。
8. デフォルトでは、メインルートテーブルが選択されています。他の使用可能なルートテーブルを選択

し、送信先 0.0.0.0/0 がインターネットゲートウェイ (igw-xxxxxxxx) にルーティングされるようにし
て、[Save] (保存) を選択します。

9. 2 つ目のパブリックサブネットを選択したままにし、[Subnet Actions] (サブネットのアクショ
ン)、[Modify auto-assign IP settings] (自動割り当てされた IP 設定の編集) の順に選択します。

10. [Enable auto-assign public IPv4 address] (パブリック IPv4 アドレスの自動割り当てを有効にする) を
選択し、[Save] (保存)、[Close] (閉じる) の順に選択します。

次のステップ
VPC を作成したら、以下に示す、次のステップを検討します。

• パブリックリソースおよびプライベートリソースでインバウンドネットワークアクセスが必要な場
合は、そのセキュリティグループを作成します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「Working with Security Groups」を参照してください。

• プライベートサブネットまたはパブリックサブネットで Amazon ECS クラスターを作成します。詳細に
ついては、「従来のコンソールを使用したクラスターの作成 (p. 518)」を参照してください。Amazon 
ECSコンソールでクラスター作成ウィザードを使用する場合、ユースケースに応じて、先ほど作成した 
VPC と、インスタンスを起動するパブリックサブネットまたはプライベートサブネットを指定できま
す。
• コンテナからインターネットに直接アクセス可能にするには、パブリックサブネットにインスタンス

を起動します。必ずコンテナインスタンスのセキュリティグループを適切に設定してください。
• コンテナからインターネットに直接アクセス可能にしない場合は、プライベートサブネットにインス

タンスを起動します。
• パブリックサブネットまたはプライベートサブネットのサービスにトラフィックをルーティングでき

るロードバランサーを、パブリックサブネットで作成します。詳細については、「サービスの負荷分
散 (p. 255)」を参照してください。

チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate 
Linux タスクでクラスターの作成

次のステップでは、AWS CLI を使って Amazon ECS でクラスターのセットアップ、タスク定義の登
録、Linux タスクの実行、その他の一般的なシナリオを実行するために役立ちます。最新バージョンの 
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前提条件

AWS CLI を使用していることを確認してください。最新バージョンにアップグレードする方法の詳細につ
いては、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 443)
• ステップ 1: クラスターを作成する (p. 443)
• ステップ 2: Linux タスク定義を登録 (p. 444)
• ステップ 3: タスク定義をリスト表示する (p. 445)
• ステップ 4: サービスを作成する (p. 445)
• ステップ 5: サービスをリスト表示する (p. 446)
• ステップ 6: 実行中のサービスを記述する (p. 446)
• ステップ 7: テスト (p. 447)
• ステップ 8: クリーンアップ (p. 449)

前提条件
このチュートリアルでは、以下の前提条件をすでに満たしているものとします。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。AWS CLI のインストールまた
はアップグレードの詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してく
ださい。

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」のステップを完了していること。
• AWS ユーザーに Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362) IAMポリシー例で指定され

ている必要なアクセス権限があること。
• VPC およびセキュリティグループが使用できるように作成されていること。このチュートリアル

は、Amazon ECR パブリックにホストされているコンテナ画像を使用するため、タスクではインター
ネットアクセスが必要になります。タスクでインターネットへのルートを設定するには、以下のいずれ
かのオプションを使用します。
• Elastic IP アドレスが割り当てられた NAT ゲートウェイでプライベートサブネットを使用する。
• パブリックサブネットを使用してタスクにパブリック IP アドレスを割り当てる。

詳細については、「the section called “仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してくださ
い。

セキュリティグループとルールの詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の
「VPC のデフォルト セキュリティ グループ」および「ルールの例」を参照してください。

• 任意: AWS CloudShell は、お客様が独自の EC2 インスタンスを作成する必要なく、コマンドラインを
提供するツールです。詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドの AWS CloudShell とはを参照
してください。

ステップ 1: クラスターを作成する
デフォルトでは、アカウントは default クラスターを受け取ります。

Note

お客様に提供される default クラスターを使用する利点は、後続のコマンドで --cluster
cluster_name オプションを指定する必要がないことです。デフォルト以外の独自のクラ
スターを作成する場合は、そのクラスターで使用する予定のコマンドごとに --cluster
cluster_name を指定する必要があります。

443

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#DefaultSecurityGroup
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#security-group-rule-examples
https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
ステップ 2: Linux タスク定義を登録

以下のコマンドを使用して、一意の名前を付けた独自のクラスターを作成します。

aws ecs create-cluster --cluster-name fargate-cluster

出力:

{ 
    "cluster": { 
        "status": "ACTIVE",  
        "statistics": [],  
        "clusterName": "fargate-cluster",  
        "registeredContainerInstancesCount": 0,  
        "pendingTasksCount": 0,  
        "runningTasksCount": 0,  
        "activeServicesCount": 0,  
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster" 
    }
}

ステップ 2: Linux タスク定義を登録
ECS クラスターでタスクを実行する前に、タスク定義を登録する必要があります。タスク定義とは、1 つ
にグループ化されたコンテナのリストです。以下の例は、Docker Hub でホストされている httpd コンテナ
イメージを使用して PHP ウェブアプリケーションを作成するシンプルなタスク定義です。使用できるタス
ク定義パラメータの詳細については、「Amazon ECSの タスク定義 (p. 66)」を参照してください。

{ 
    "family": "sample-fargate",  
    "networkMode": "awsvpc",  
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "fargate-app",  
            "image": "public.ecr.aws/docker/library/httpd:latest",  
            "portMappings": [ 
                { 
                    "containerPort": 80,  
                    "hostPort": 80,  
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ],  
            "essential": true,  
            "entryPoint": [ 
                "sh", 
  "-c" 
            ],  
            "command": [ 
                "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> 
 <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div 
 style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!
</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></
html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground\"" 
            ] 
        } 
    ],  
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ],  
    "cpu": "256",  
    "memory": "512"
}
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ステップ 3: タスク定義をリスト表示する

上の JSON 例は次の 2 通りの方法で AWS CLI に渡すことができます。1 番目はタスク定義 JSON をファ
イルとして保存し、--cli-input-json file://path_to_file.json オプションで渡すことができ
ます。2 番目は、以下の例のように、JSON の引用符をエスケープして JSON コンテナの定義をコマンド
ラインで渡すことができます。コマンドラインにコンテナ定義を渡す方法を選択した場合、追加で複数の
バージョンのタスクを相互に関連付けたままにする --family パラメータが必要です。

コンテナの定義に JSON ファイルを使用するには。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://$HOME/tasks/fargate-task.json

register-task-definition コマンドによって、タスク定義の登録が完了した後、その定義の説明が返されま
す。

ステップ 3: タスク定義をリスト表示する
list-task-definitions コマンドを使用して、いつでもアカウントのタスク定義をリスト表示できます。こ
のコマンドの出力は、run-task または start-task をコールするときに一緒に使用する、family 値および
revision 値を表示します。

aws ecs list-task-definitions

出力:

{ 
    "taskDefinitionArns": [ 
        "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-fargate:1" 
    ]
}

ステップ 4: サービスを作成する
アカウントのタスクを登録したら、クラスターに登録されたタスク用のサービスを作成することができま
す。この例では、sample-fargate:1 タスク定義の 1 つのインスタンスを使用して、クラスターで実行
されるサービスを作成します。このタスクにはインターネットへのルートが必要であり、そのために 2 つ
の方法のいずれかを使用します。1 つの方法は、パブリックサブネットに Elastic IP アドレスを持つ NAT 
ゲートウェイで構成されたプライベートサブネットを使用することです。もう 1 つの方法は、パブリック
サブネットを使用してパブリック IP アドレスをタスクに割り当てることです。両方の例を以下に示しま
す。

プライベートサブネットを使用した例。

aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234]}"

パブリックサブネットを使用した例。

aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234],assignPublicIp=ENABLED}"

create-service コマンドによって、タスク定義の登録が完了した後、その定義の説明が返されます。
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ステップ 5: サービスをリスト表示する

ステップ 5: サービスをリスト表示する
クラスターのサービスをリスト表示します。前のセクションで作成したサービスが表示されます。このコ
マンドでサービス名または完全 ARN を取得できます。これを後で説明するサービスに使用します。

aws ecs list-services --cluster fargate-cluster

出力:

{ 
    "serviceArns": [ 
        "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service" 
    ]
}

ステップ 6: 実行中のサービスを記述する
先に取得したサービス名を使用してタスクを記述し、サービスに関する詳細情報を取得します。

aws ecs describe-services --cluster fargate-cluster --services fargate-service

このコマンドが正常に実行されると、サービスの障害とサービスの説明が返されます。たとえば、サービ
スセクションでは、タスクの実行中または保留中のステータスなど、デプロイに関する情報が見つかり
ます。また、タスク定義、ネットワーク設定、タイムスタンプ付きのイベントに関する情報も見つかり
ます。障害セクションでは、呼び出しに関連する障害がある場合にその情報が見つかります。トラブル
シューティングについては、「サービスイベントメッセージ」を参照してください。サービスの説明取得
の詳細については、「サービスの説明取得」を参照してください。

{ 
    "services": [ 
        { 
            "status": "ACTIVE",  
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-
fargate:1",  
            "pendingCount": 2,  
            "launchType": "FARGATE",  
            "loadBalancers": [],  
            "roleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",  
            "placementConstraints": [],  
            "createdAt": 1510811361.128,  
            "desiredCount": 2,  
            "networkConfiguration": { 
                "awsvpcConfiguration": { 
                    "subnets": [ 
                        "subnet-abcd1234" 
                    ],  
                    "securityGroups": [ 
                        "sg-abcd1234" 
                    ],  
                    "assignPublicIp": "DISABLED" 
                } 
            },  
            "platformVersion": "LATEST",  
            "serviceName": "fargate-service",  
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster",  
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service",  
            "deploymentConfiguration": { 
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                "maximumPercent": 200,  
                "minimumHealthyPercent": 100 
            },  
            "deployments": [ 
                { 
                    "status": "PRIMARY",  
                    "networkConfiguration": { 
                        "awsvpcConfiguration": { 
                            "subnets": [ 
                                "subnet-abcd1234" 
                            ],  
                            "securityGroups": [ 
                                "sg-abcd1234" 
                            ],  
                            "assignPublicIp": "DISABLED" 
                        } 
                    },  
                    "pendingCount": 2,  
                    "launchType": "FARGATE",  
                    "createdAt": 1510811361.128,  
                    "desiredCount": 2,  
                    "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/
sample-fargate:1",  
                    "updatedAt": 1510811361.128,  
                    "platformVersion": "0.0.1",  
                    "id": "ecs-svc/9223370526043414679",  
                    "runningCount": 0 
                } 
            ],  
            "events": [ 
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 53c0de40-ea3b-489f-a352-623bf1235f08) (task d0aec985-901b-488f-9fb4-61b991b332a3).",  
                    "id": "92b8443e-67fb-4886-880c-07e73383ea83",  
                    "createdAt": 1510811841.408 
                },  
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 b4911bee-7203-4113-99d4-e89ba457c626) (task cc5853e3-6e2d-4678-8312-74f8a7d76474).",  
                    "id": "d85c6ec6-a693-43b3-904a-a997e1fc844d",  
                    "createdAt": 1510811601.938 
                },  
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 cba86182-52bf-42d7-9df8-b744699e6cfc) (task f4c1ad74-a5c6-4620-90cf-2aff118df5fc).",  
                    "id": "095703e1-0ca3-4379-a7c8-c0f1b8b95ace",  
                    "createdAt": 1510811364.691 
                } 
            ],  
            "runningCount": 0,  
            "placementStrategy": [] 
        } 
    ],  
    "failures": []
}

ステップ 7: テスト
タスクの Elastic Network Interface (ENI) を取得できるようにサービス内のタスクを記述します。

まず、タスク ARN を取得します。

aws ecs list-tasks --cluster fargate-cluster --service fargate-service
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出力にはタスク ARN が含まれます。

{ 
    "taskArns": [ 
         "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/service/EXAMPLE
    ]
}

タスクを記述して ENI ID を見つけます。tasks パラメータにはタスク ARN を使用します。

aws ecs describe-tasks --cluster fargate-cluster --tasks arn:aws:ecs:us-
east-1:123456789012:task/service/EXAMPLE

添付情報は出力にリストされます。

{ 
    "tasks": [ 
        { 
            "attachments": [ 
                { 
                    "id": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d5115029e9", 
                    "type": "ElasticNetworkInterface", 
                    "status": "ATTACHED", 
                    "details": [ 
                        { 
                            "name": "subnetId", 
                            "value": "subnetabcd1234" 
                        }, 
                        { 
                            "name": "networkInterfaceId", 
                            "value": "eni-0fa40520aeEXAMPLE" 
                        }, 
                    ] 
                }
…
}

パブリック IP アドレスを取得するには ENI を記述します。

aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-id   eni-0fa40520aeEXAMPLE

パブリック IP アドレスが出力に表示されます。

{ 
    "NetworkInterfaces": [ 
        { 
            "Association": { 
                "IpOwnerId": "amazon", 
                "PublicDnsName": "ec2-34-229-42-222.compute-1.amazonaws.com", 
                "PublicIp": "198.51.100.2" 
            },
…
}

ウェブブラウザにパブリック IP アドレスを入力すると、Amazon ECS のサンプルアプリケーションを表
示するウェブページが確認できます。
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ステップ 8: クリーンアップ
このチュートリアルが終了したら、未使用のリソースに対する料金が発生しないように、それに関連付け
られたリソースをクリーンアップする必要があります。

サービスを削除します。

aws ecs delete-service --cluster fargate-cluster --service fargate-service --force

クラスターを削除します。

aws ecs delete-cluster --cluster fargate-cluster

チュートリアル: AWS CLI を使用して Fargate 
Windows タスクでクラスターを作成

次のステップでは、AWS CLI を使って Amazon ECS でクラスターのセットアップ、タスク定義の登
録、Windows タスクの実行、その他の一般的なシナリオを実行するために役立ちます。最新バージョンの 
AWS CLI を使用していることを確認してください。最新バージョンにアップグレードする方法の詳細につ
いては、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 449)
• ステップ 1: クラスターを作成する (p. 450)
• ステップ 2: Windows タスク定義を登録する (p. 450)
• ステップ 3: タスク定義をリスト表示する (p. 451)
• ステップ 4: サービスを作成する (p. 452)
• ステップ 5: サービスをリスト表示する (p. 452)
• ステップ 6: 実行中のサービスを記述する (p. 452)
• ステップ 7: クリーンアップする (p. 454)

前提条件
このチュートリアルでは、以下の前提条件をすでに満たしているものとします。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。AWS CLI のインストールまた
はアップグレードの詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してく
ださい。

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」のステップを完了していること。
• AWS ユーザーに Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362) IAMポリシー例で指定され

ている必要なアクセス権限があること。
• VPC およびセキュリティグループが使用できるように作成されていること。このチュートリアルで

は、Docker Hub でホストされているコンテナイメージを使用するため、タスクではインターネットにア
クセスできる必要があります。タスクでインターネットへのルートを設定するには、以下のいずれかの
オプションを使用します。
• Elastic IP アドレスが割り当てられた NAT ゲートウェイでプライベートサブネットを使用する。
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• パブリックサブネットを使用してタスクにパブリック IP アドレスを割り当てる。

詳細については、「the section called “仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してくださ
い。

セキュリティグループとルールの詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の
「VPC のデフォルト セキュリティ グループ」および「ルールの例」を参照してください。

• 任意: AWS CloudShell は、お客様が独自の EC2 インスタンスを作成する必要なく、コマンドラインを
提供するツールです。詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドの AWS CloudShell とはを参照
してください。

ステップ 1: クラスターを作成する
デフォルトでは、アカウントは default クラスターを受け取ります。

Note

お客様に提供される default クラスターを使用する利点は、後続のコマンドで --cluster
cluster_name オプションを指定する必要がないことです。デフォルト以外の独自のクラ
スターを作成する場合は、そのクラスターで使用する予定のコマンドごとに --cluster
cluster_name を指定する必要があります。

以下のコマンドを使用して、一意の名前を付けた独自のクラスターを作成します。

aws ecs create-cluster --cluster-name fargate-cluster

出力:

{ 
    "cluster": { 
        "status": "ACTIVE",  
        "statistics": [],  
        "clusterName": "fargate-cluster",  
        "registeredContainerInstancesCount": 0,  
        "pendingTasksCount": 0,  
        "runningTasksCount": 0,  
        "activeServicesCount": 0,  
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster" 
    }
}

ステップ 2: Windows タスク定義を登録する
Amazon ECS クラスターに Windows タスクを実行する前に、タスク定義を登録する必要があります。タ
スク定義とは、1 つにグループ化されたコンテナのリストです。次の例では、ウェブアプリを作成する単
純なタスク定義です。使用できるタスク定義パラメータの詳細については、「Amazon ECSの タスク定
義 (p. 66)」を参照してください。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "command": [ 
                "New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -Value '<html> 
 <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-
color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon 
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 ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a 
 container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe w3svc" 
            ], 
            "entryPoint": [ 
                "powershell", 
                "-Command" 
            ], 
            "essential": true, 
            "cpu": 2048, 
            "memory": 4096,       
            "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-ltsc2019", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "/ecs/fargate-windows-task-definition", 
                    "awslogs-region": "us-east-1", 
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            }, 
            "name": "sample_windows_app", 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "containerPort": 80, 
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "memory": "4096", 
    "cpu": "2048", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "family": "windows-simple-iis-2019-core", 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE" 
    }, 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ]
}

上の JSON 例は次の 2 通りの方法で AWS CLI に渡すことができます。1 番目はタスク定義 JSON をファ
イルとして保存し、--cli-input-json file://path_to_file.json オプションで渡すことができ
ます。

コンテナの定義に JSON ファイルを使用するには。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://$HOME/tasks/fargate-task.json

register-task-definition コマンドによって、タスク定義の登録が完了した後、その定義の説明が返されま
す。

ステップ 3: タスク定義をリスト表示する
list-task-definitions コマンドを使用して、いつでもアカウントのタスク定義をリスト表示できます。こ
のコマンドの出力は、run-task または start-task をコールするときに一緒に使用する、family 値および
revision 値を表示します。

aws ecs list-task-definitions
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出力:

{ 
    "taskDefinitionArns": [ 
        "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-fargate-windows:1" 
    ]
}

ステップ 4: サービスを作成する
アカウントのタスクを登録したら、クラスターに登録されたタスク用のサービスを作成することができま
す。この例では、sample-fargate:1 タスク定義の 1 つのインスタンスを使用して、クラスターで実行
されるサービスを作成します。このタスクにはインターネットへのルートが必要であり、そのために 2 つ
の方法のいずれかを使用します。1 つの方法は、パブリックサブネットに Elastic IP アドレスを持つ NAT 
ゲートウェイで構成されたプライベートサブネットを使用することです。もう 1 つの方法は、パブリック
サブネットを使用してパブリック IP アドレスをタスクに割り当てることです。両方の例を以下に示しま
す。

プライベートサブネットを使用した例。

aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate-windows:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --
network-configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234]}"

パブリックサブネットを使用した例。

aws ecs create-service --cluster fargate-cluster --service-name fargate-service --
task-definition sample-fargate-windows:1 --desired-count 1 --launch-type "FARGATE" --
network-configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-abcd1234],securityGroups=[sg-
abcd1234],assignPublicIp=ENABLED}"

create-service コマンドによって、タスク定義の登録が完了した後、その定義の説明が返されます。

ステップ 5: サービスをリスト表示する
クラスターのサービスをリスト表示します。前のセクションで作成したサービスが表示されます。このコ
マンドでサービス名または完全 ARN を取得できます。これを後で説明するサービスに使用します。

aws ecs list-services --cluster fargate-cluster

出力:

{ 
    "serviceArns": [ 
        "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service" 
    ]
}

ステップ 6: 実行中のサービスを記述する
先に取得したサービス名を使用してタスクを記述し、サービスに関する詳細情報を取得します。
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aws ecs describe-services --cluster fargate-cluster --services fargate-service

このコマンドが正常に実行されると、サービスの障害とサービスの説明が返されます。たとえば、サービ
スセクションでは、タスクの実行中または保留中のステータスなど、デプロイに関する情報が見つかり
ます。また、タスク定義、ネットワーク設定、タイムスタンプ付きのイベントに関する情報も見つかり
ます。障害セクションでは、呼び出しに関連する障害がある場合にその情報が見つかります。トラブル
シューティングについては、「サービスイベントメッセージ」を参照してください。サービスの説明取得
の詳細については、「サービスの説明取得」を参照してください。

{ 
    "services": [ 
        { 
            "status": "ACTIVE",  
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/sample-
fargate-windows:1",  
            "pendingCount": 2,  
            "launchType": "FARGATE",  
            "loadBalancers": [],  
            "roleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",  
            "placementConstraints": [],  
            "createdAt": 1510811361.128,  
            "desiredCount": 2,  
            "networkConfiguration": { 
                "awsvpcConfiguration": { 
                    "subnets": [ 
                        "subnet-abcd1234" 
                    ],  
                    "securityGroups": [ 
                        "sg-abcd1234" 
                    ],  
                    "assignPublicIp": "DISABLED" 
                } 
            },  
            "platformVersion": "LATEST",  
            "serviceName": "fargate-service",  
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/fargate-cluster",  
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/fargate-service",  
            "deploymentConfiguration": { 
                "maximumPercent": 200,  
                "minimumHealthyPercent": 100 
            },  
            "deployments": [ 
                { 
                    "status": "PRIMARY",  
                    "networkConfiguration": { 
                        "awsvpcConfiguration": { 
                            "subnets": [ 
                                "subnet-abcd1234" 
                            ],  
                            "securityGroups": [ 
                                "sg-abcd1234" 
                            ],  
                            "assignPublicIp": "DISABLED" 
                        } 
                    },  
                    "pendingCount": 2,  
                    "launchType": "FARGATE",  
                    "createdAt": 1510811361.128,  
                    "desiredCount": 2,  
                    "taskDefinition": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/
sample-fargate-windows:1",  
                    "updatedAt": 1510811361.128,  

453

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-event-messages.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/APIReference/API_DescribeServices


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
ステップ 7: クリーンアップする

                    "platformVersion": "0.0.1",  
                    "id": "ecs-svc/9223370526043414679",  
                    "runningCount": 0 
                } 
            ],  
            "events": [ 
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 53c0de40-ea3b-489f-a352-623bf1235f08) (task d0aec985-901b-488f-9fb4-61b991b332a3).",  
                    "id": "92b8443e-67fb-4886-880c-07e73383ea83",  
                    "createdAt": 1510811841.408 
                },  
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 b4911bee-7203-4113-99d4-e89ba457c626) (task cc5853e3-6e2d-4678-8312-74f8a7d76474).",  
                    "id": "d85c6ec6-a693-43b3-904a-a997e1fc844d",  
                    "createdAt": 1510811601.938 
                },  
                { 
                    "message": "(service fargate-service) has started 2 tasks: (task 
 cba86182-52bf-42d7-9df8-b744699e6cfc) (task f4c1ad74-a5c6-4620-90cf-2aff118df5fc).",  
                    "id": "095703e1-0ca3-4379-a7c8-c0f1b8b95ace",  
                    "createdAt": 1510811364.691 
                } 
            ],  
            "runningCount": 0,  
            "placementStrategy": [] 
        } 
    ],  
    "failures": []
}

ステップ 7: クリーンアップする
このチュートリアルが終了したら、未使用のリソースに対する料金が発生しないように、それに関連付け
られたリソースをクリーンアップする必要があります。

サービスを削除します。

aws ecs delete-service --cluster fargate-cluster --service fargate-service --force

クラスターを削除します。

aws ecs delete-cluster --cluster fargate-cluster

チュートリアル:サービス検出を使用して、サービ
スの作成

サービス検出は、Amazon ECS コンソールのサービス作成ウィザードに統合されました。詳細について
は、「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作成 (p. 528)」を参照してください。

次のチュートリアルでは、AWS CLI でサービス検出を使用する Fargate タスクを含む ECS サービスを作
成する方法を説明します。

サービス検出をサポートする AWS リージョン のリストについては、「サービス検出 (p. 289)」を参照し
てください。
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前提条件

Fargate をサポートするリージョンの情報については、「the section called “AWS Fargate リージョ
ン” (p. 306)」 を参照してください。

前提条件
個のチュートリアルを開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。詳細については、「AWS 
Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」で説明されているステップが完了しまし
た。

• AWS ユーザーに Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362) IAMポリシー例で指定され
ている必要なアクセス権限があること。

• 少なくとも 1 つの VPC と 1 つのセキュリティグループを作成している。詳細については、「the 
section called “仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してください。

ステップ 1: AWS Cloud Map でサービス検出リソース
を作成する
サービス検出の名前空間およびサービス検出サービスを作成するには、次のステップに従います。

1. プライベート Cloud Map サービス検出の名前空間を作成します。この例では、tutorial と呼ばれる
名前空間を作成します。vpc-abcd1234 を、既存のいずれかの VPC の ID に置き換えます。

aws servicediscovery create-private-dns-namespace \ 
      --name tutorial \ 
      --vpc vpc-abcd1234

このコマンドの出力は次のとおりです。

{ 
    "OperationId": "h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e"
}

2. 前のステップの出力の OperationId を使用して、プライベート名前空間が正常に作成されたことを
確認します。名前空間 ID は後続のコマンドで使用するため、書き留めておきます。

aws servicediscovery get-operation \ 
      --operation-id h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e

出力は次のとおりです。

{ 
    "Operation": { 
        "Id": "h2qe3s6dxftvvt7riu6lfy2f6c3jlhf4-je6chs2e", 
        "Type": "CREATE_NAMESPACE", 
        "Status": "SUCCESS", 
        "CreateDate": 1519777852.502, 
        "UpdateDate": 1519777856.086, 
        "Targets": { 
            "NAMESPACE": "ns-uejictsjen2i4eeg"
        } 
    }
}
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3. 前のステップの出力からの NAMESPACE ID を使用して、サービス検出サービスを作成します。この例
では、myapplication という名前のサービスが作成されます。サービス ID と ARN は後続のコマン
ドで使用するため、書き留めておきます。

aws servicediscovery create-service \ 
      --name myapplication \ 
      --dns-config "NamespaceId="ns-
uejictsjen2i4eeg",DnsRecords=[{Type="A",TTL="300"}]" \ 
      --health-check-custom-config FailureThreshold=1

出力は次のとおりです。

{ 
    "Service": { 
        "Id": "srv-utcrh6wavdkggqtk", 
         "Arn": "arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:service/srv-
utcrh6wavdkggqtk", 
        "Name": "myapplication", 
        "DnsConfig": { 
            "NamespaceId": "ns-uejictsjen2i4eeg", 
            "DnsRecords": [ 
                { 
                    "Type": "A", 
                    "TTL": 300
                } 
            ] 
        }, 
        "HealthCheckCustomConfig": { 
            "FailureThreshold": 1
        }, 
        "CreatorRequestId": "e49a8797-b735-481b-a657-b74d1d6734eb" 
    }
}

ステップ 2: Amazon ECS リソースを作成する
Amazon ECS クラスター、タスク定義、サービスを作成するには、次のステップに従います。

1. Amazon ECS クラスターを作成します。この例では、tutorial という名前のクラスターを作成しま
す。

aws ecs create-cluster \ 
      --cluster-name tutorial

2. Fargate と互換性があり、awsvpc ネットワークモードを使用するタスク定義を登録します。以下の手
順に従います。

a. 次のタスク定義の内容で、fargate-task.json というファイルを作成します。

{ 
    "family": "tutorial-task-def", 
        "networkMode": "awsvpc", 
        "containerDefinitions": [ 
            { 
                "name": "sample-app", 
                "image": "httpd:2.4", 
                "portMappings": [ 
                    { 
                        "containerPort": 80, 
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                        "hostPort": 80, 
                        "protocol": "tcp" 
                    } 
                ], 
                "essential": true, 
                "entryPoint": [ 
                    "sh", 
                    "-c" 
                ], 
                "command": [ 
                    "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
 App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</
h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in 
 Amazon ECS.</p> </div></body></html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && 
 httpd-foreground\"" 
                ] 
            } 
        ], 
        "requiresCompatibilities": [ 
            "FARGATE" 
        ], 
        "cpu": "256", 
        "memory": "512"
}

b. fargate-task.json を使用してタスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition \ 
      --cli-input-json file://fargate-task.json

3. 次のステップに従って、ECS サービスを作成します。

a. 作成する ECS サービスの内容で、ecs-service-discovery.json という名前のファイルを作
成します。この例では、前のステップで作成したタスク定義を使用します。このタスク定義の例
では awsvpc ネットワークモードを使用しているため、awsvpcConfiguration が必要となり
ます。

ECS サービスを作成する際に、Fargate の起動タイプと、サービス検出をサポートする LATEST
プラットフォームのバージョンを指定します。AWS Cloud Map でサービス検出サービスが作
成される場合、registryArn は返される ARN です。securityGroups および subnets
は、Cloud Map 名前空間の作成に使用される VPC に属している必要があります。Amazon VPC 
コンソールからセキュリティグループとサブネット ID を取得できます。

{ 
    "cluster": "tutorial", 
    "serviceName": "ecs-service-discovery", 
    "taskDefinition": "tutorial-task-def", 
    "serviceRegistries": [ 
       { 
          "registryArn": 
 "arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:service/srv-utcrh6wavdkggqtk" 
       } 
    ], 
    "launchType": "FARGATE", 
    "platformVersion": "LATEST", 
    "networkConfiguration": { 
       "awsvpcConfiguration": { 
          "assignPublicIp": "ENABLED", 
          "securityGroups": [ "sg-abcd1234" ], 
          "subnets": [ "subnet-abcd1234" ] 
       } 
    }, 
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    "desiredCount": 1
}

b. ecs-service-discovery.json を使用して ECS サービスを作成します。

aws ecs create-service \ 
      --cli-input-json file://ecs-service-discovery.json 

ステップ 3: AWS Cloud Map でサービス検出を検証す
る
サービス検出情報をクエリして、すべてが正常に作成されたことを確認します。サービス検出を設定した
後、AWS Cloud Map API オペレーションを使用するか、VPC 内のインスタンスから dig を呼び出すこと
ができます。以下の手順に従います。

1. サービス検出サービス ID を使用して、サービス検出インスタンスを一覧表示します。リソースクリー
ンアップのインスタンス ID (太字でマーク) を書き留めます。

 aws servicediscovery list-instances \ 
       --service-id srv-utcrh6wavdkggqtk

出力は次のとおりです。

{ 
    "Instances": [ 
        { 
             "Id": "16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266", 
            "Attributes": { 
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.31.87.2" 
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80",  
                "AVAILABILITY_ZONE": "us-east-1a",  
                "REGION": "us-east-1",  
                "ECS_SERVICE_NAME": "ecs-service-discovery",  
                "ECS_CLUSTER_NAME": "tutorial",  
                "ECS_TASK_DEFINITION_FAMILY": "tutorial-task-def" 
            } 
        } 
    ]
}

2. サービス検出の名前空間、サービス、および ECS クラスター名などの追加パラメータを使用して、
サービス検出インスタンスに関する詳細をクエリします。

aws servicediscovery discover-instances \ 
      --namespace-name tutorial \ 
      --service-name myapplication \ 
      --query-parameters ECS_CLUSTER_NAME=tutorial

3. サービス検出サービス用に Route 53 ホストゾーンに作成された DNS レコードは、次の AWS CLI コ
マンドでクエリを実行できます。

a. 名前空間 ID を使用して、名前空間に関する情報を取得しますが、これには Route 53 ホストゾー
ン ID が含まれます。

aws servicediscovery \ 
      get-namespace --id ns-uejictsjen2i4eeg
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出力は次のとおりです。

{ 
    "Namespace": { 
        "Id": "ns-uejictsjen2i4eeg", 
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:region:aws_account_id:namespace/ns-
uejictsjen2i4eeg", 
        "Name": "tutorial", 
        "Type": "DNS_PRIVATE", 
        "Properties": { 
              "DnsProperties": { 
                "HostedZoneId": "Z35JQ4ZFDRYPLV" 
            }
        }, 
        "CreateDate": 1519777852.502, 
        "CreatorRequestId": "9049a1d5-25e4-4115-8625-96dbda9a6093" 
    }
}

b. 前のステップの Route 53 ホストゾーン ID (太字のテキストを参照) を使用して、ホストゾーンの
リソースレコードセットを取得します。

aws route53 list-resource-record-sets \ 
      --hosted-zone-id Z35JQ4ZFDRYPLV 

4. dig を使用して、VPC 内のインスタンスから DNS をクエリすることもできます。

dig +short myapplication.tutorial

ステップ 4: クリーンアップする
このチュートリアルが終了したら、未使用のリソースに対する料金が発生しないように、それに関連付け
られたリソースをクリーンアップします。以下の手順に従います。

1. 前に書き留めたサービス ID とインスタンス ID を使用して、サービス検出サービスインスタンスの登
録を解除します。

aws servicediscovery deregister-instance \ 
      --service-id srv-utcrh6wavdkggqtk \ 
      --instance-id 16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266

出力は次のとおりです。

{ 
    "OperationId": "xhu73bsertlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv"
}

2. 前のステップの出力の OperationId を使用して、サービス検出インスタンスが正常に登録解除され
たことを確認します。

aws servicediscovery get-operation \  
      --operation-id xhu73bsertlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv

{ 
  "Operation": { 
        "Id": "xhu73bsertlyffhm3faqi7kumsmx274n-jh0zimzv", 
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        "Type": "DEREGISTER_INSTANCE", 
        "Status": "SUCCESS", 
        "CreateDate": 1525984073.707, 
        "UpdateDate": 1525984076.426, 
        "Targets": { 
            "INSTANCE": "16becc26-8558-4af1-9fbd-f81be062a266", 
            "ROUTE_53_CHANGE_ID": "C5NSRG1J4I1FH", 
            "SERVICE": "srv-utcrh6wavdkggqtk" 
        } 
    }
}     

3. サービス ID を使用してサービス検出のサービスを削除します。

aws servicediscovery delete-service \  
      --id srv-utcrh6wavdkggqtk

4. 名前空間 ID を使用してサービス検出の名前空間を削除します。

aws servicediscovery delete-namespace \  
      --id ns-uejictsjen2i4eeg

出力は次のとおりです。

{ 
    "OperationId": "c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj"
}

5. 前のステップの出力の OperationId を使用して、サービス検出名前空間が正常に削除されたことを
確認します。

aws servicediscovery get-operation \  
      --operation-id c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj

出力は次のとおりです。

{ 
    "Operation": { 
        "Id": "c3ncqglftesw4ibgj5baz6ktaoh6cg4t-jh0ztysj", 
        "Type": "DELETE_NAMESPACE", 
        "Status": "SUCCESS", 
        "CreateDate": 1525984602.211, 
        "UpdateDate": 1525984602.558, 
        "Targets": { 
            "NAMESPACE": "ns-rymlehshst7hhukh", 
            "ROUTE_53_CHANGE_ID": "CJP2A2M86XW3O" 
        } 
    }
}

6. Amazon ECS サービスに必要な数を更新して 0 にします。次のステップでサービスを削除するには、
これを実行する必要があります。

aws ecs update-service \ 
      --cluster tutorial \ 
      --service ecs-service-discovery \ 
      --desired-count 0

7. Amazon ECS サービスを削除します。
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aws ecs delete-service \ 
      --cluster tutorial \ 
      --service ecs-service-discovery

8. Amazon ECS クラスターを削除します。

aws ecs delete-cluster \ 
      --cluster tutorial

チュートリアル: Blue/Green デプロイを使用する
サービスの作成

Amazon ECS では、Blue/Green デプロイがクラシック Amazon ECS コンソールのサービスの作成ウィ
ザードに統合されています。詳細については、「クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作
成 (p. 528)」を参照してください。

以下のチュートリアルでは、AWS CLI で Blue/Green デプロイタイプを使用する Fargate タスクを含
む、Amazon ECS サービスを作成する方法を示します。

Note

ブルー/グリーンデプロイを実行するためのサポートが AWS CloudFormation に追加されていま
す。詳細については、[AWS CloudFormationユーザーガイド]の[AWS CloudFormationを使用した 
CodeDeploy による Perform Amazon ECS Blue/Green デプロイの実行]を参照してください。

前提条件
このチュートリアルでは、以下の前提条件をすでに満たしているものとします。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。AWS CLI のインストールまた
はアップグレードの詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してく
ださい。

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」のステップを完了していること。
• AWS ユーザーに Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許可 (p. 362) IAMポリシー例で指定され

ている必要なアクセス権限があること。
• VPC およびセキュリティグループが使用できるように作成されていること。詳細については、「the 

section called “仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してください。
• Amazon ECS CodeDeploy IAM ロールが作成されます。詳細については、「Amazon ECS CodeDeploy 

IAM ロール (p. 393)」を参照してください。

ステップ 1: Application Load Balancer の作成
Blue/Green デプロイタイプを使用する Amazon ECS サービスは、Application Load Balancer または 
Network Load Balancer のいずれかを使用する必要があります。このチュートリアルでは、Application 
Load Balancer を使用します。

Application Load Balancer を作成するには

1. [ロードバランサーの作成]コマンドを使用して、Application Load Balancer を作成します。異なるアベ
イラビリティーゾーンにある 2 つのサブネット、およびセキュリティグループを指定します。
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aws elbv2 create-load-balancer \ 
     --name bluegreen-alb \ 
     --subnets subnet-abcd1234 subnet-abcd5678 \ 
     --security-groups sg-abcd1234 \ 
     --region us-east-1

出力には、次の形式でロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。

arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642

2. ターゲットグループを作成するには、create-target-group コマンドを使用します。このターゲットグ
ループは、サービスで設定されている元のタスクにトラフィックをルーティングします。

aws elbv2 create-target-group \ 
     --name bluegreentarget1 \ 
     --protocol HTTP \ 
     --port 80 \ 
     --target-type ip \ 
     --vpc-id vpc-abcd1234 \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でターゲットグループの ARN が含まれます。

arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4

3. ターゲットグループにリクエストを転送するデフォルトルールが関連付けられた、ロードバランサー
のリスナーを作成するには、create-listener コマンドを使用します。

aws elbv2 create-listener \ 
     --load-balancer-arn 
 arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642 \ 
     --protocol HTTP \ 
     --port 80 \ 
     --default-actions 
 Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4 \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でリスナーの ARN が含まれます。

arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4

ステップ 2: Amazon ECS クラスターを作成する
[create-cluster]コマンドを使用して、使用するtutorial-bluegreen-clusterという名前のクラスター
を作成します。

aws ecs create-cluster \ 
     --cluster-name tutorial-bluegreen-cluster \ 
     --region us-east-1
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出力には、以下の形式でクラスターの ARN が含まれます。

arn:aws:ecs:region:aws_account_id:cluster/tutorial-bluegreen-cluster

ステップ 3: タスク定義を登録する
登録-タスク-定義コマンドを使用して、Fargate と互換性のあるタスク定義を登録します。これに
は、awsvpc ネットワークモードを使用する必要があります。このチュートリアルで使用するタスク定義
の例を以下に示します。

まず、以下の内容で fargate-task.json というファイルを作成します。タスク実行ロールの ARN を使
用していることを確認します。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照
してください。

{ 
    "family": "tutorial-task-def", 
        "networkMode": "awsvpc", 
        "containerDefinitions": [ 
            { 
                "name": "sample-app", 
                "image": "httpd:2.4", 
                "portMappings": [ 
                    { 
                        "containerPort": 80, 
                        "hostPort": 80, 
                        "protocol": "tcp" 
                    } 
                ], 
                "essential": true, 
                "entryPoint": [ 
                    "sh", 
                    "-c" 
                ], 
                "command": [ 
                    "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> 
 <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div 
 style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!
</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon ECS.</p> </div></body></
html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-foreground\"" 
                ] 
            } 
        ], 
        "requiresCompatibilities": [ 
            "FARGATE" 
        ], 
        "cpu": "256", 
        "memory": "512", 
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsTaskExecutionRole"
}

次に、作成した fargate-task.json ファイルを使用して、タスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition \ 
     --cli-input-json file://fargate-task.json \ 
     --region us-east-1

ステップ 4: Amazon ECS サービスを作成する
サービスを作成するには、create-service コマンドを使用します。
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まず、以下の内容で service-bluegreen.json というファイルを作成します。

{ 
    "cluster": "tutorial-bluegreen-cluster", 
    "serviceName": "service-bluegreen", 
    "taskDefinition": "tutorial-task-def", 
    "loadBalancers": [ 
        { 
            "targetGroupArn": 
 "arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4", 
            "containerName": "sample-app", 
            "containerPort": 80 
        } 
    ], 
    "launchType": "FARGATE", 
    "schedulingStrategy": "REPLICA", 
    "deploymentController": { 
        "type": "CODE_DEPLOY" 
    }, 
    "platformVersion": "LATEST", 
    "networkConfiguration": { 
       "awsvpcConfiguration": { 
          "assignPublicIp": "ENABLED", 
          "securityGroups": [ "sg-abcd1234" ], 
          "subnets": [ "subnet-abcd1234", "subnet-abcd5678" ] 
       } 
    }, 
    "desiredCount": 1
}

次に、作成した service-bluegreen.json ファイルを使用してサービスを作成します。

aws ecs create-service \ 
     --cli-input-json file://service-bluegreen.json \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でサービスの ARN が含まれます。

arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen

ステップ 5: AWS CodeDeploy リソースを作成する
次のステップに従って、CodeDeploy アプリケーション、CodeDeploy デプロイグループのApplication 
Load Balancer ターゲットグループ、および CodeDeploy デプロイグループを作成します。

CodeDeploy リソースを作成するには

1. [アプリケーションの作成]コマンドを使用して、CodeDeploy アプリケーションを作成します。ECS コ
ンピューティングプラットフォームを指定します。

aws deploy create-application \ 
     --application-name tutorial-bluegreen-app \ 
     --compute-platform ECS \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でアプリケーションの ID が含まれます。

{ 
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    "applicationId": "b8e9c1ef-3048-424e-9174-885d7dc9dc11"
}

2. [ターゲットグループの作成]コマンドを使用して、CodeDeploy デプロイ グループの作成時に使用さ
れる 2 つ目のApplication Load Balancer ターゲットグループを作成します。

aws elbv2 create-target-group \ 
     --name bluegreentarget2 \ 
     --protocol HTTP \ 
     --port 80 \ 
     --target-type ip \ 
     --vpc-id "vpc-0b6dd82c67d8012a1" \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でターゲットグループの ARN が含まれます。

arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget2/708d384187a3cfdc

3. [デプロイ-グループの作成]コマンドを使用して CodeDeploy デプロイ グループを作成します。

まず、以下の内容で tutorial-deployment-group.json というファイルを作成します。この例で
は、作成したリソースを使用します。serviceRoleArn には、Amazon ECS CodeDeploy IAM ロー
ルの ARN を指定します。詳細については、「Amazon ECS CodeDeploy IAM ロール (p. 393)」を参照
してください。

{ 
   "applicationName": "tutorial-bluegreen-app", 
   "autoRollbackConfiguration": { 
      "enabled": true, 
      "events": [ "DEPLOYMENT_FAILURE" ] 
   }, 
   "blueGreenDeploymentConfiguration": { 
      "deploymentReadyOption": { 
         "actionOnTimeout": "CONTINUE_DEPLOYMENT", 
         "waitTimeInMinutes": 0 
      }, 
      "terminateBlueInstancesOnDeploymentSuccess": { 
         "action": "TERMINATE", 
         "terminationWaitTimeInMinutes": 5 
      } 
   }, 
   "deploymentGroupName": "tutorial-bluegreen-dg", 
   "deploymentStyle": { 
      "deploymentOption": "WITH_TRAFFIC_CONTROL", 
      "deploymentType": "BLUE_GREEN" 
   }, 
   "loadBalancerInfo": { 
      "targetGroupPairInfoList": [ 
        { 
          "targetGroups": [ 
             { 
                 "name": "bluegreentarget1" 
             }, 
             { 
                 "name": "bluegreentarget2" 
             } 
          ], 
          "prodTrafficRoute": { 
              "listenerArns": [ 
                  "arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:listener/
app/bluegreen-alb/e5ba62739c16e642/665750bec1b03bd4" 
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              ] 
          } 
        } 
      ] 
   }, 
   "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::aws_account_id:role/ecsCodeDeployRole", 
   "ecsServices": [ 
       { 
           "serviceName": "service-bluegreen", 
           "clusterName": "tutorial-bluegreen-cluster" 
       } 
   ]
}

次に、CodeDeploy デプロイ グループを作成します。

aws deploy create-deployment-group \ 
     --cli-input-json file://tutorial-deployment-group.json \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でデプロイグループの ID が含まれます。

{ 
    "deploymentGroupId": "6fd9bdc6-dc51-4af5-ba5a-0a4a72431c88"
}

ステップ 6: CodeDeploy デプロイを作成およびモニタ
リングする
以下のステップを従って、アプリケーション仕様ファイル (AppSpec ファイル) と CodeDeploy デプロイを
作成してアップロードします。

CodeDeploy デプロイを作成してモニタリングするには

1. 以下の手順を使用して、AppSpec ファイルを作成してアップロードします。

a. CodeDeploy デプロイグループの内容で appspec.yaml というファイルを作成します。この例で
は、チュートリアルの前半で作成したリソースを使用します。

version: 0.0
Resources: 
  - TargetService: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        TaskDefinition: "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:task-definition/first-
run-task-definition:7" 
        LoadBalancerInfo: 
          ContainerName: "sample-app" 
          ContainerPort: 80 
        PlatformVersion: "LATEST"

b. 「s3 mb」コマンドを使用して、AppSpec ファイルの Amazon S3 バケットを作成します。

aws s3 mb s3://tutorial-bluegreen-bucket

c. 「s3 cp」コマンドを使用して、AppSpec ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードしま
す。
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aws s3 cp ./appspec.yaml s3://tutorial-bluegreen-bucket/appspec.yaml

2. 以下のステップを使用して、CodeDeploy デプロイを作成します。

a. CodeDeploy デプロイの内容で create-deployment.json というファイルを作成します。この
例では、チュートリアルの前半で作成したリソースを使用します。

{ 
    "applicationName": "tutorial-bluegreen-app", 
    "deploymentGroupName": "tutorial-bluegreen-dg", 
    "revision": { 
        "revisionType": "S3", 
        "s3Location": { 
            "bucket": "tutorial-bluegreen-bucket", 
            "key": "appspec.yaml", 
            "bundleType": "YAML" 
        } 
    }
}

b. デプロイを作成するには、create-deployment コマンドを使用します。

aws deploy create-deployment \ 
     --cli-input-json file://create-deployment.json \ 
     --region us-east-1

出力には、以下の形式でデプロイの ID が含まれます。

{ 
    "deploymentId": "d-RPCR1U3TW"
}

c. デプロイの詳細を取得するには、get-deployment-target コマンドで、前の出力からの
deploymentId を指定します。

aws deploy get-deployment-target \ 
     --deployment-id "d-IMJU3A8TW" \ 
     --target-id tutorial-bluegreen-cluster:service-bluegreen \ 
     --region us-east-1

以下の出力に示しているように、ステータスが Succeeded になるまで、デプロイの詳細が取得
され続けます。

{ 
    "deploymentTarget": { 
        "deploymentTargetType": "ECSTarget", 
        "ecsTarget": { 
            "deploymentId": "d-RPCR1U3TW", 
            "targetId": "tutorial-bluegreen-cluster:service-bluegreen", 
            "targetArn": "arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-
bluegreen", 
            "lastUpdatedAt": 1543431490.226, 
            "lifecycleEvents": [ 
                { 
                    "lifecycleEventName": "BeforeInstall", 
                    "startTime": 1543431361.022, 
                    "endTime": 1543431361.433, 
                    "status": "Succeeded" 
                }, 
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                { 
                    "lifecycleEventName": "Install", 
                    "startTime": 1543431361.678, 
                    "endTime": 1543431485.275, 
                    "status": "Succeeded" 
                }, 
                { 
                    "lifecycleEventName": "AfterInstall", 
                    "startTime": 1543431485.52, 
                    "endTime": 1543431486.033, 
                    "status": "Succeeded" 
                }, 
                { 
                    "lifecycleEventName": "BeforeAllowTraffic", 
                    "startTime": 1543431486.838, 
                    "endTime": 1543431487.483, 
                    "status": "Succeeded" 
                }, 
                { 
                    "lifecycleEventName": "AllowTraffic", 
                    "startTime": 1543431487.748, 
                    "endTime": 1543431488.488, 
                    "status": "Succeeded" 
                }, 
                { 
                    "lifecycleEventName": "AfterAllowTraffic", 
                    "startTime": 1543431489.152, 
                    "endTime": 1543431489.885, 
                    "status": "Succeeded" 
                } 
            ], 
            "status": "Succeeded", 
            "taskSetsInfo": [ 
                { 
                    "identifer": "ecs-svc/9223370493425779968", 
                    "desiredCount": 1, 
                    "pendingCount": 0, 
                    "runningCount": 1, 
                    "status": "ACTIVE", 
                    "trafficWeight": 0.0, 
                    "targetGroup": { 
                        "name": "bluegreentarget1" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "identifer": "ecs-svc/9223370493423413672", 
                    "desiredCount": 1, 
                    "pendingCount": 0, 
                    "runningCount": 1, 
                    "status": "PRIMARY", 
                    "trafficWeight": 100.0, 
                    "targetGroup": { 
                        "name": "bluegreentarget2" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
}
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ステップ 7: クリーンアップする
このチュートリアルが終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないように、チュート
リアルに関連付けられたリソースをクリーンアップします。

チュートリアルに関連付けられたリソースのクリーンアップ

1. [デプロイグループの削除]コマンドを使用して、CodeDeploy デプロイグループを削除します。

aws deploy delete-deployment-group \ 
     --application-name tutorial-bluegreen-app \ 
     --deployment-group-name tutorial-bluegreen-dg \ 
     --region us-east-1

2. [アプリケーションの削除]コマンドを使用して、 CodeDeploy アプリケーションを削除します。

aws deploy delete-application \ 
     --application-name tutorial-bluegreen-app \ 
     --region us-east-1

3. [削除サービス]コマンドを使用して、Amazon ECS サービスを削除します。--force フラグを使用す
ると、タスクがゼロになっていなくてもサービスを削除できます。

aws ecs delete-service \ 
     --service arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-bluegreen \ 
     --force \ 
     --region us-east-1

4. [delete-cluster] コマンドを使用して、Amazon ECS クラスターを削除します。

aws ecs delete-cluster \ 
     --cluster tutorial-bluegreen-cluster \ 
     --region us-east-1

5. [s3 rm]コマンドを使用して、Amazon S3 バケットから AppSpec ファイルを削除します。

aws s3 rm s3://tutorial-bluegreen-bucket/appspec.yaml

6. [s3 rb]コマンドを使用して、 Amazon S3 バケットを削除します。

aws s3 rb s3://tutorial-bluegreen-bucket

7. [delete-load-balancer] コマンドを使用して、Application Load Balancerを削除します。

aws elbv2 delete-load-balancer \ 
     --load-balancer-arn 
 arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:loadbalancer/app/bluegreen-alb/
e5ba62739c16e642 \ 
     --region us-east-1

8. [delete-target-group]コマンドを使用して、2 つのApplication Load Balancer ターゲットグループを削
除します。

aws elbv2 delete-target-group \ 
     --target-group-arn 
 arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget1/209a844cd01825a4 \ 
     --region us-east-1
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aws elbv2 delete-target-group \ 
     --target-group-arn 
 arn:aws:elasticloadbalancing:region:aws_account_id:targetgroup/
bluegreentarget2/708d384187a3cfdc \ 
     --region us-east-1

チュートリアル:Amazon ECS CloudWatch Events 
イベントについて聴く

このチュートリアルでは、Amazon ECS タスクイベントを聴いて、 CloudWatch Logs ログストリームに
書き込むシンプルな AWS Lambda 関数を設定します。

前提条件: テストクラスターを設定する
イベントをキャプチャする実行中のクラスターがなければ、the section called “コンソールを使用した 
Fargate 起動タイプ用のクラスター作成” (p. 56) のステップに従ってクラスターを作成します。このチュー
トリアルの最後に、このクラスターでタスクを実行して Lambda 関数が正しく設定されていることをテス
トします。

ステップ 1: Lambda 関数を作成する
この手順では、Amazon ECS イベントストリームメッセージのターゲットとなるシンプルな Lambda 関数
を作成します。

1. AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
2. [関数の作成] を選択します。
3. [Author from scratch] 画面で、次の操作を行います。

a. [名前] に値を入力します。
b. [Runtime] (ランタイム) で、Python のバージョン (Python 3.9 など) を選択します。
c. [Role] で、[Create a new role with basic Lambda permissions] を選択します。

4. [Create function] を選択します。
5. [Function code] (関数コード) セクションで、以下の例に一致するようにサンプルコードを編集しま

す。

import json

def lambda_handler(event, context): 
    if event["source"] != "aws.ecs": 
       raise ValueError("Function only supports input from events with a source type 
 of: aws.ecs") 
        
    print('Here is the event:') 
    print(json.dumps(event))

これは、Amazon ECS から送信されたイベントを出力するシンプルな Python 3.9 関数です。すべ
てが正しく設定されると、このチュートリアルの最後に、この Lambda 関数に関連付けられている 
CloudWatch Logs ログストリームにイベントの詳細が表示されます。

6. [Save (保存)] を選択します。
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ステップ 2: イベントルールを登録する
次に、Amazon ECS クラスターから送信されるタスクイベントをキャプチャする CloudWatch Events イベ
ントルールを作成します。このルールでは、それが定義されているアカウント内のすべてのクラスターか
ら送信されるすべてのイベントがキャプチャされます。タスクメッセージ自体内に、イベントソースに関
する情報 (イベントソースがあるクラスターの情報など) が含まれており、この情報を使用してプログラム
でイベントをフィルタしてソートできます。

Note

AWS Management Console を使用してイベントルールを作成すると、コンソールが CloudWatch 
Eventsに Lambda 関数を呼び出す権限を付与するために必要な IAM 権限を自動的に追加しま
す。AWS CLI を使用してイベントルールを作成する場合は、この権限を明示的に付与する必要が
あります。詳細については、[Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド]の「イベントおよイベ
ントパターン」を参照してください。

Lambda 関数にイベントをルートするには

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、[Events]、[Rules]、[Create rule] の順に選択します。
3. [Event Source] で、イベントソースとして [ECS] を選択します。デフォルトでは、ルールはすべての 

Amazon ECS グループのすべての Amazon ECS イベントに適用されます。または、特定のイベント
や特定の Amazon ECS グループを選択することもできます。

4. [Targets] (ターゲット) に [Add target] (ターゲットの追加) を選択し、[Target type] (ターゲットの種類) 
に [Lambda function] (Lambda 関数) を選択したら、Lambda 関数を選択します。

5. [詳細の設定] を選択します。
6. [Rule definition] で、ルールの名前と説明を入力し、[Create rule] を選択します。

ステップ 3: タスク定義を作成する
タスク定義を作成します。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択します。
3. [Create new Task Definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new revision with JSON] (JSON で新

しいリビジョンを作成) の順に選択します。
4. 以下のタスク定義の例をコピーしてボックスに貼り付け、[Save (保存)] を選択します。

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "entryPoint": [ 
                "sh", 
                "-c" 
            ], 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "protocol": "tcp", 
                    "containerPort": 80 
                } 
            ], 
            "command": [ 
                "/bin/sh -c \"echo '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample 
 App</title> <style>body {margin-top: 40px; background-color: #333;} </style> </
head><body> <div style=color:white;text-align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> 
 <h2>Congratulations!</h2> <p>Your application is now running on a container in Amazon 
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 ECS.</p> </div></body></html>' >  /usr/local/apache2/htdocs/index.html && httpd-
foreground\"" 
            ], 
            "cpu": 10, 
            "memory": 300, 
            "image": "httpd:2.4", 
            "name": "simple-app" 
        } 
    ], 
    "family": "console-sample-app-static"
}

5. [Create] (作成) を選択します。

ステップ 4: ルールをテストする
最後に、Amazon ECS クラスターから送信されるタスクイベントをキャプチャする CloudWatch Events イ
ベントルールを作成します。このルールでは、それが定義されているアカウント内のすべてのクラスター
から送信されるすべてのイベントがキャプチャされます。タスクメッセージ自体内に、イベントソースに
関する情報 (イベントソースがあるクラスターの情報など) が含まれており、この情報を使用してプログラ
ムでイベントをフィルタしてソートできます。

ルールをテストするには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [Task definitions] (タスク定義) を選択します。
3. [console-sample-app-static] を選択し、[Deploy] (デプロイ)、[Run new task] (新しいタスクの実行) の

順に選択します。
4. [Cluster] (クラスター) で [default] (デフォルト) を選択し、[Deploy] (デプロイ) を選択します。
5. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
6. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ) を選択して Lambda 関数 (例えば、[/aws/lambda/] [my-

function ##)] のロググループを選択します。
7. イベントデータを表示するログ ストリーミングを選択します。

チュートリアル:タスク停止イベントに Amazon シ
ンプル 通知サービス アラートを送信

このチュートリアルでは、基本的なコンテナのいずれかの終了に伴ってタスクの実行が停止した場合に限
り、タスクイベントをキャプチャする Amazon EventBridge イベントルールを設定します。イベントは、
特定の stoppedReason プロパティを持つタスクイベントのみが、指定された Amazon SNS トピックに
送信します。

前提条件: テストクラスターを設定する
イベントをキャプチャする実行中のクラスターがなければ、従来のコンソールを使用したクラスターの
作成 (p. 518) のステップに従ってクラスターを作成します。このチュートリアルの最後に、このクラス
ターでタスクを実行し、 Amazon SNS トピックと EventBridge ルールが正しく設定されていることをテス
トします。

前提条件: Amazon SNS 用のアクセス許可の設定
EventBridge による Amazon SNS トピックへの公開を許可するには、aws sns get-topic-attributes コマン
ドと aws sns set-topic-attributes コマンドを使用します。
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アクセス許可を追加する方法については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の
「Amazon SNS のアクセス許可」を参照してください。

以下のアクセス許可を追加します。

{ 
  "Sid": "PublishEventsToMyTopic", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
     "Service": "events.amazonaws.com" 
  }, 
  "Action": "sns: Publish", 
  "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:TaskStoppedAlert",
}

ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成してサブス
クライブする
このチュートリアルでは、新しいイベントルールのイベントターゲットとして使用する Amazon SNS ト
ピックを設定します。

Amazon SNS トピックの作成とサブスクライブの方法については、「Amazon Simple Notification Service 
デベロッパーガイド」の「Amazon SNS の開始方法」を参照し、さらに、次の表から選択するオプション
を決定します。

オプション 値

タイプ スタンダード

名前 TaskStoppedAlert

プロトコル Email(メール)

エンドポイント 現在アクセスできる E メールア
ドレス

ステップ 2: イベントルールを登録する
次に、コンテナが停止されたタスクについてのみ、タスク停止時のイベントをキャプチャするイベント
ルールを登録します。

Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブする方法については、Amazon EventBridge デベロッ
パーガイドの「Amazon EventBridge でルールを作成する」を参照し、次の表を使用して、選択するオプ
ションを決定します。

オプション 値

[Rule type] (ルールタイプ) イベントパターンを持つルール

イベントソース AWS イベントまたは 
EventBridge パートナーイベント

イベントパターン カスタムパターン (JSON エディ
ター)
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オプション 値

イベントパターン
{ 
   "source":[ 
      "aws.ecs" 
   ], 
   "detail-type":[ 
      "ECS Task State 
 Change" 
   ], 
   "detail":{ 
      "lastStatus":[ 
         "STOPPED" 
      ], 
      "stoppedReason":[ 
         "Essential 
 container in task exited" 
      ] 
   }
}

[Target type (ターゲットタイプ)] AWS サービス

ターゲット SNS トピック

トピック TaskStoppedAlert (ステップ 1 で
作成したトピック)

ステップ 3: ルールをテストする
開始直後に終了するタスクを実行して、ルールが機能していることを確認します。イベントルールが正し
く設定されていれば、数分以内にイベントテキストが記載されたメールメッセージが届きます。ルールの
要件を満たす既存のタスク定義がある場合は、それを使用してタスクを実行します。そうでない場合は、
次の手順に従って Fargate タスク定義を登録し、その定義を使用してタスクを実行します。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition with JSON] (JSON 

で新しいタスク定義を作成) の順に選択します。
4. JSON エディタボックスで、JSON ファイルを編集し、

次をエディターにコピーします。

{ 
   "containerDefinitions":[ 
      { 
         "command":[ 
            "sh", 
            "-c", 
            "sleep 5" 
         ], 
         "essential":true, 
         "image":"amazonlinux:2", 
         "name":"test-sleep" 
      } 
   ], 
   "cpu":"256", 
   "executionRoleArn":"arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
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   "family":"fargate-task-definition", 
   "memory":"512", 
   "networkMode":"awsvpc", 
   "requiresCompatibilities":[ 
      "FARGATE" 
   ]
}

5. [Create] (作成) を選択します。

コンソールからタスクを実行するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. [クラスター] ページで、前提条件の下で作成したクラスターを選択します。
3. Tasksタブで、Run new taskを選択します。
4. Application type(アプリケーションの種類)で、Task(タスク)を選択します。
5. [タスク定義] で、[fargate-task-definition] を選択します。
6. [Desired tasks] (必要なタスク) で、起動するタスクの数を入力します。
7. [Create] (作成) を選択します。

チュートリアル: Windows コンテナ用に Amazon 
ECS に Fluent Bit をデプロイする

Fluent Bit とは、さまざまなオペレーティングシステムでサポートされている高速で柔軟なログプロ
セッサおよびルーターです。Amazon CloudWatch Logs、Kinesis Data Firehose Amazon S3、Amazon 
OpenSearch Service など、さまざまな AWS の宛先にログをルーティングするために使用できま
す。Fluent Bit は、Datadog、Splunk、カスタム HTTP サーバーなどの一般的なパートナーソリューション
をサポートしています。Fluent Bit の詳細については、Fluent Bit  のウェブサイトを参照してください。

AWS for Fluent Bit イメージは、高可用性を実現するためにほとんどのリージョンの Amazon ECR 公
開ギャラリーと Amazon ECR リポジトリの両方の Amazon ECR で利用できます。この詳細について
は、GitHub ウェブサイトの「 aws-for-fluent-bit 」を参照してください。

このチュートリアルでは、Amazon ECS で実行されている Windows インスタンスに Fluent Bit コンテナ
をデプロイし、Windows タスクによって生成されたログを Amazon CloudWatch にストリーミングして集
中型ロギングを実現する方法について説明します。

このチュートリアルでは、次のようなアプローチを使用します。

• Fluent Bit は、デーモンスケジューリングストラテジーを備えたサービスとして実行されます。この戦略
により、Fluent Bit の 1 つのインスタンスが常にクラスター内のコンテナインスタンス上で実行されるよ
うになります。
• 転送入力プラグインを使用して、ポート 24224 でリッスンします。
• Docker ランタイムがこの公開ポートを使用して Fluent Bit にログを送信できるように、ポート 24224 

をホストに公開します。
• Fluent Bit がログレコードを指定された宛先に送信できるようにする設定があります。

• fluentd ロギングドライバーを使用して、その他すべての Amazon ECS タスクコンテナを起動します。
詳細については、Docker ドキュメントのウェブサイトの「Fluentd ロギングドライバー」を参照してく
ださい。
• Docker は、ホスト名前空間内のローカルホスト上の TCP ソケット 24224 に接続します。
• Amazon ECS エージェントは、クラスター名、タスク定義ファミリー名、タスク定義リビジョン番

号、タスク ARN、およびコンテナ名を含むラベルをコンテナに追加します。fluentd docker ロギング

475

https://console.aws.amazon.com/ecs/v2
https://www.datadoghq.com/
https://www.splunk.com/
https://fluentbit.io/
https://github.com/aws/aws-for-fluent-bit
https://docs.docker.com/config/containers/logging/fluentd/


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
チュートリアル: Windows コンテナ用に 

Amazon ECS に Fluent Bit をデプロイする

ドライバーの labels オプションを使用して、同じ情報がログレコードに追加されます。詳細について
は、Docker ドキュメントのウェブサイトの「ラベル、labels-regex、env、env、env-regex」を参照し
てください。

• fluentd ロギングドライバーの async オプションは true に設定されているため、Fluent Bit コン
テナを再起動すると、docker は Fluent Bit コンテナが再起動されるまでログをバッファー処理しま
す。fluentd-buffer-limit オプションを設定することで、バッファー制限を増やすことができます。詳細
については、Docker ドキュメントのウェブサイトの「fluentd-buffer-limit」を参照してください。

ワークフローは次のとおりです。

• Fluent Bit コンテナは、ホストに公開されているポート 24224 で起動してリッスンします。
• Fluent Bit では、タスク定義で指定されたタスク IAM ロール認証情報を使用します。
• 同じインスタンスで起動された他のタスクは、fluentd docker ロギングドライバーを使用してポート 

24224 にある Fluent Bit コンテナに接続します。
• アプリケーションコンテナがログを生成すると、docker ランタイムはそれらのレコードにタグを付け、

ラベルに指定されたメタデータを追加して、ホスト名前空間のポート 24224 に転送します。
• Fluent Bit はホスト名前空間に公開されているため、ポート 24224 でログレコードを受信します。
• Fluent Bit は内部処理を実行し、指定されたとおりにログをルーティングします。

このチュートリアルでは、以下を行うデフォルトの CloudWatch Fluent Bit 設定を使用します。

• 各クラスターとタスク定義ファミリーごとに新しいロググループを作成します。
• 新しいタスクが開始されるたびに、上記で生成されたロググループのタスクコンテナごとに新しいログ

ストリームを作成します。各ストリームは、コンテナが属しているタスク ID でマークされます。
• クラスター名、タスク ARN、タスクコンテナ名、タスク定義ファミリー、タスク定義リビジョン番号な

どのを含むメタデータを各ログエントリに追加します。

例えば、conatiner_1 と container_2 のある task_1 および container_3 のある task_2 の場
合、CloudWatch ログストリームは次のようになります。
• /aws/ecs/windows.ecs_task_1

task-out.TASK_ID.container_1

task-out.TASK_ID.container_2
• /aws/ecs/windows.ecs_task_2

task-out.TASK_ID.container_3

ステップ
• 前提条件 (p. 477)
• ステップ 1: IAM アクセスロールを作成する (p. 477)
• ステップ 2: Amazon ECS Windows コンテナインスタンスを作成する (p. 478)
• ステップ 3: Fluent Bit の設定 (p. 478)
• ステップ 4: ログを CloudWatch にルーティングする Windows Fluent Bit タスク定義を登録す

る (p. 480)
• ステップ 5: デーモンスケジューリング戦略を使用して ecs-windows-fluent-bit タスク定義を Amazon 

ECS サービスとして実行する (p. 481)
• ステップ 6: ログを生成する Windows タスク定義を登録する (p. 482)
• ステップ 7: windows-app-task タスク定義を実行する (p. 483)
• ステップ 8: CloudWatch でログを確認する (p. 483)
• ステップ 9: クリーンアップする。 (p. 484)
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前提条件
このチュートリアルでは、以下の前提条件が完了済みであることを前提としています。

• AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていること。詳細については、「AWS 
Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• aws-for-fluent-bit コンテナイメージは、次の Windows オペレーティングシステムで使用できま
す。
• Windows Server 2019 Core
• Windows Server 2019 Full
• Windows Server 2022 Core
• Windows Server 2022 Full

• 「Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4)」のステップを完了していること。
• クラスターがあります。このチュートリアルでは、クラスター名は [FluentBit-Cluster] です。
• EC2 インスタンスを起動するパブリックサブネットを持つ VPC があります。デフォルトの VPC を使

用できます。Amazon CloudWatch エンドポイントがサブネットに到達できるようにするプライベー
トサブネットを使用することもできます。Amazon CloudWatch エンドポイントの詳細については、
「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon CloudWatch のエンドポイントとクォータ」を参照してくだ
さい。Amazon VPC ウィザードを使用して VPC を作成する方法の詳細については、「the section called 
“仮想プライベートクラウドを作成する” (p. 5)」を参照してください。

ステップ 1: IAM アクセスロールを作成する
Amazon ECS の IAM ロールを作成します。

1. 「ecsInstanceRole」という名前の Amazon ECS コンテナインスタンスロールを作成します。詳細に
ついては、「Amazon ECS コンテナインスタンス IAM ロール」を参照してください。

2. fluentTaskRole と名付けられた Fluent Bit タスク用の IAM ロールを作成します。詳細について
は、「the section called “タスク IAM ロール” (p. 387)」を参照してください。

この IAM ロールで付与される IAM 許可は、タスクコンテナによって引き受けられます。Fluent Bit が 
CloudWatch にログを送信できるようにするには、タスク IAM ロールに次の権限をアタッチする必要
があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "logs:CreateLogStream", 
            "logs:CreateLogGroup", 
            "logs:DescribeLogStreams", 
            "logs:PutLogEvents" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    } 
    ]
}

3. ロールへのポリシーの付与

a. 上記の内容を、fluent-bit-policy.json という名前のファイルに保存します。
b. fluentTaskRole IAM ロールにインラインポリシーをアタッチするには、次のコマンドを実行

します。

477

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/cw_region.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/instance_IAM_role.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
ステップ 2: Amazon ECS Windows 
コンテナインスタンスを作成する

aws iam put-role-policy --role-name fluentTaskRole --policy-name fluentTaskPolicy 
 --policy-document file://fluent-bit-policy.json

ステップ 2: Amazon ECS Windows コンテナインスタ
ンスを作成する
Amazon ECS Windows コンテナインスタンスを作成します。

Amazon ECS インスタンスを作成するには

1. aws ssm get-parameters コマンドを使用して、VPC をホストするリージョン用の AMI ID を取得
します。詳細については、「Amazon ECS に最適化された AMI メタデータを取得する」を参照してく
ださい。

2. Amazon EC2 コンソールを使用して、インスタンスを起動します。

a. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
b. 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。
c. EC2 ダッシュボードから、[Launch Instance] を選択します。
d. [Name (名前)] に一意の名前を入力します。
e. [Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ 

(Amazon マシンイメージ)) で、最初の手順で取得した AMI を選択します。
f. [Instance type (インスタンスタイプ)] として [t3.xlarge] を選択します。
g. [Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) には、キーペアを選択します。
h. [Network settings] (ネットワーク設定) にある [Security group] (セキュリティグループ) には、既

存のセキュリティグループを選択することも、新しいセキュリティグループを作成することもで
きます。

i. [Network settings] (ネットワーク設定) の [Auto-assign Public IP] (パブリック IP の自動割り当て) 
で、[Enable] (有効にする) を選択します。

j. [Advanced details] (高度な詳細) で、[IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイル) とし
て [ecsInstanceRole] を選択します。

k. 次のユーザーデータを使用して、Amazon ECS コンテナインスタンスを設定します。[Advanced 
Details] (詳細情報) にある [User data] (ユーザーデータ) フィールドに以下のスクリプトを貼り付
け、cluster_name をクラスターの名前に置き換えます。

<powershell>
Import-Module ECSTools
Initialize-ECSAgent -Cluster cluster-name -EnableTaskENI -EnableTaskIAMRole -
LoggingDrivers '["awslogs","fluentd"]'
</powershell>

l. 準備ができたら、確認フィールドを選択してから、[Launch Instances] を選択します。
m. 確認ページは、インスタンスが起動中であることを通知します。[View Instances] (インスタンス

を表示) を選択して確認ページを閉じ、コンソールに戻ります。

ステップ 3: Fluent Bit の設定
AWS に用意されている次のデフォルト設定を使用すると、すぐに開始できます。

• Amazon CloudWatch。「Fluent Bit 公式マニュアル」にある Amazon CloudWatch 用 Fluent Bit プラグイ
ンをベースにしています。
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または、AWS で提供されている他のデフォルト設定を使用することもできます。詳細については、aws-
for-fluent-bit Github ウェブサイトの「Windows イメージのエントリポイントのオーバーライド」を
参照してください。

デフォルトの Amazon CloudWatch Fluent Bit 設定を以下に示します。

以下の変数を置き換えます。

• region を、Amazon CloudWatch ログを送信したいリージョンで置き換えます。

[SERVICE] 
    Flush               5 
    Log_Level           info 
    Daemon              off

[INPUT] 
    Name                forward 
    Listen              0.0.0.0 
    Port                24224 
    Buffer_Chunk_Size   1M 
    Buffer_Max_Size     6M 
    Tag_Prefix          ecs.

# Amazon ECS agent adds the following log keys as labels to the docker container.
# We would use fluentd logging driver to add these to log record while sending it to Fluent 
 Bit.
[FILTER] 
    Name                modify 
    Match               ecs.* 
    Rename              com.amazonaws.ecs.cluster ecs_cluster 
    Rename              com.amazonaws.ecs.container-name ecs_container_name 
    Rename              com.amazonaws.ecs.task-arn ecs_task_arn 
    Rename              com.amazonaws.ecs.task-definition-family ecs_task_definition_family 
    Rename              com.amazonaws.ecs.task-definition-version 
 ecs_task_definition_version

[FILTER] 
    Name                rewrite_tag 
    Match               ecs.* 
    Rule                $ecs_task_arn ^([a-z-:0-9]+)/([a-zA-Z0-9-_]+)/([a-z0-9]+)$  out.$3.
$ecs_container_name false 
    Emitter_Name        re_emitted

[OUTPUT] 
    Name                cloudwatch_logs 
    Match               out.* 
    region               region
    log_group_name      fallback-group 
    log_group_template  /aws/ecs/$ecs_cluster.$ecs_task_definition_family 
    log_stream_prefix   task- 
    auto_create_group   On

Fluent Bit に入るすべてのログには、ユーザーが指定したタグが付いているか、指定しない場合は自動的に
生成されます。タグを使用して、さまざまなログをさまざまな宛先にルーティングできます。追加情報に
ついては、「Fluent Bit 公式マニュアル」の「タグ」を参照してください。

前述の Fluent Bit 設定には次のプロパティがあります。

• 転送入力プラグインは TCP ポート 24224 で受信トラフィックをリッスンします。
• ポートで受信した各ログエントリにはタグがあり、転送入力プラグインはこれを変更してレコードのプ

レフィックスに ecs. 文字列を付けます。
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• Fluent Bit の内部パイプラインは、Match regex を使用してログエントリをルーティングし、フィルター
を変更します。このフィルターは、ログレコード JSON のキーを Fluent Bit が使用できる形式に置き換
えます。

• 変更されたログエントリは、その後 rewrite_tag フィルターによって使用されます。このフィルターは、
ログレコードのタグを out.TASK_ID。CONTAINER_NAME 形式に変更します。

• 新しいタグは、CloudWatch 出力プラグインの log_group_template オプションおよび
log_stream_prefix オプションを使用して前述のようにロググループとストリームを作成する出力 
cloudwatch_logs プラグインにルーティングされます。追加情報については、「Fluent Bit 公式マニュア
ル」の「設定パラメータ」を参照してください。

ステップ 4: ログを CloudWatch にルーティングする 
Windows Fluent Bit タスク定義を登録する
ログを CloudWatch にルーティングする Windows Fluent Bit タスク定義を登録します。

Note

このタスク定義では、Fluent Bit コンテナポート 24224 をホストポート 24224 に公開します。外
部からのアクセスを防ぐため、EC2 インスタンスのセキュリティグループでこのポートが開いて
いないことを確認してください。

タスク定義を登録するには

1. 次の内容で、fluent-bit.json という名前のファイルを作成します。

以下の変数を置き換えます。

• task-iam-role。タスク IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
• region。タスクが実行されるリージョンに置き換えます。

{ 
  "family": "ecs-windows-fluent-bit", 
  "taskRoleArn": "task-iam-role", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "fluent-bit", 
      "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:windowsservercore-
latest", 
      "cpu": 512, 
      "portMappings": [ 
        { 
          "hostPort": 24224, 
          "containerPort": 24224, 
          "protocol": "tcp" 
        } 
      ], 
      "entryPoint": [ 
        "Powershell", 
        "-Command" 
      ], 
      "command": [ 
        "C:\\entrypoint.ps1 -ConfigFile C:\\ecs_windows_forward_daemon\
\cloudwatch.conf" 
      ], 
      "environment": [ 
        { 
          "name": "AWS_REGION", 
          "value": "region" 
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        } 
      ], 
      "memory": 512, 
      "essential": true, 
      "logConfiguration": { 
        "logDriver": "awslogs", 
        "options": { 
          "awslogs-group": "/ecs/fluent-bit-logs", 
          "awslogs-region": "region", 
          "awslogs-stream-prefix": "flb", 
          "awslogs-create-group": "true" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "memory": "512", 
  "cpu": "512"
}

2. 次のコマンドを実行して、タスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://fluent-bit.json --
region region

list-task-definitions コマンドを実行して、アカウントのタスク定義をリスト表示できます。
出力には、run-task または start-task と一緒に使用できるファミリーとリビジョンの値が表示
されます。

ステップ 5: デーモンスケジューリング戦略を使用
して ecs-windows-fluent-bit タスク定義を 
Amazon ECS サービスとして実行する
アカウントのタスク定義を登録したら、クラスターでタスクを実行できます。このチュートリアルで
は、FluentBit-cluster クラスターで ecs-windows-fluent-bit:1 タスク定義のインスタンス
を 1 つ実行します。デーモンスケジューリング戦略を使用するサービスでタスクを実行することによ
り、Fluent Bit の単一インスタンスが常に各コンテナインスタンスで実行されます。

タスクを実行するには

1. 以下のコマンドを実行して、ecs-windows-fluent-bit:1 タスク定義 (前のステップで登録済み) 
をサービスとして起動します。

Note

このタスク定義は awslogs ロギングドライバーを使用するため、コンテナインスタンスに
は必要な権限が必要です。

以下の変数を置き換えます。

• region。サービスが実行されるリージョンに置き換えます。

aws ecs create-service \ 
    --cluster FluentBit-cluster \ 
    --service-name FluentBitForwardDaemonService \ 
    --task-definition ecs-windows-fluent-bit:1 \ 
    --launch-type EC2 \ 
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    --scheduling-strategy DAEMON \ 
    --region region

2. 次のコマンドを実行して、タスクを一覧表示します。

以下の変数を置き換えます。

• region。サービスタスクが実行されるリージョンに置き換えます。

aws ecs list-tasks --cluster FluentBit-cluster --region region

ステップ 6: ログを生成する Windows タスク定義を登
録する
ログを生成するタスク定義を登録します。このタスク定義では、1 秒ごとに増分数を stdout に書き込む 
Windows コンテナイメージをデプロイします。

タスク定義では、Fluent Bit プラグインがリッスンするポート 24224 に接続する fluentd ロギングドライ
バーを使用します。Amazon ECS エージェントは、クラスター名、タスク ARN、タスク定義ファミリー
名、タスク定義リビジョン番号、タスクコンテナ名などを含むタグのある各 Amazon ECS コンテナにラベ
ルを付けます。これらのキー値ラベルは Fluent Bit に渡されます。

Note

このタスクは、default ネットワークモードを使用します。ただし、タスクで awsvpc ネット
ワークモードを使用することもできます。

タスク定義を登録するには

1. 次の内容で、windows-app-task.json という名前のファイルを作成します。

{ 
  "family": "windows-app-task", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "sample-container", 
      "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019", 
      "cpu": 512, 
      "memory": 512, 
      "essential": true, 
      "entryPoint": [ 
        "Powershell", 
        "-Command" 
      ], 
      "command": [ 
        "$count=1;while(1) { Write-Host $count; sleep 1; $count=$count+1;}" 
      ], 
      "logConfiguration": { 
        "logDriver": "fluentd", 
        "options": { 
          "fluentd-address": "localhost:24224", 
          "tag": "{{ index .ContainerLabels \"com.amazonaws.ecs.task-definition-family
\" }}", 
          "fluentd-async": "true", 
          "labels": "com.amazonaws.ecs.cluster,com.amazonaws.ecs.container-
name,com.amazonaws.ecs.task-arn,com.amazonaws.ecs.task-definition-
family,com.amazonaws.ecs.task-definition-version" 
        } 
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      } 
    } 
  ], 
  "memory": "512", 
  "cpu": "512"
}

2. 次のコマンドを実行して、タスク定義を登録します。

以下の変数を置き換えます。

• region。タスクが実行されるリージョンに置き換えます。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://windows-app-task.json --
region region

list-task-definitions コマンドを実行して、アカウントのタスク定義をリスト表示できます。
出力には、run-task または start-task と一緒に使用できるファミリーとリビジョンの値が表示
されます。

ステップ 7: windows-app-task タスク定義を実行す
る
windows-app-task タスク定義を登録したら、FluentBit-cluster クラスターで実行します。

タスクを実行するには

1. 前の手順で登録した windows-app-task:1 タスク定義を実行します。

以下の変数を置き換えます。

• region。タスクが実行されるリージョンに置き換えます。

aws ecs run-task --cluster FluentBit-cluster --task-definition windows-app-task:1 --
count 2 --region region

2. 次のコマンドを実行して、タスクを一覧表示します。

aws ecs list-tasks --cluster FluentBit-cluster

ステップ 8: CloudWatch でログを確認する
Fluent Bit の設定を確認するには、CloudWatch コンソールで次のロググループを確認します。

• /ecs/fluent-bit-logs - これは、コンテナインスタンスで実行されている Fluent Bit デーモンコン
テナに対応するロググループです。

• /aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task - これは、FluentBit-cluster クラスター
内の windows-app-task タスク定義ファミリーで起動されたすべてのタスクに対応するロググループ
です。

task-out.FIRST_TASK_ID.sample-container - このログストリームには、sample-container タス
クコンテナ内のタスクの最初のインスタンスによって生成されたすべてのログが含まれます。
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task-out.SECOND_TASK_ID.sample-container - このログストリームには、sample-container タ
スクコンテナ内のタスクの 2 番目のインスタンスによって生成されたすべてのログが含まれます。

task-out.TASK_ID.sample-container ログストリームには次のようなフィールドがあります。

{ 
    "source": "stdout", 
    "ecs_task_arn": "arn:aws:ecs:region:0123456789012:task/FluentBit-cluster/13EXAMPLE", 
    "container_name": "/ecs-windows-app-task-1-sample-container-cEXAMPLE", 
    "ecs_cluster": "FluentBit-cluster", 
    "ecs_container_name": "sample-container", 
    "ecs_task_definition_version": "1", 
    "container_id": "61f5e6EXAMPLE", 
    "log": "10", 
    "ecs_task_definition_family": "windows-app-task"
}

Fluent Bit 設定を検証するには

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、[Log groups] (ロググループ) を選択します。Fluent Bit をコンテナにデプロ

イしたリージョンにいることを確認してください。

AWS リージョンのロググループのリストは、以下のように表示されます。

• /ecs/fluent-bit-logs
• /aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task

これらのロググループが表示される場合、Fluent Bit のセットアップは検証済みです。

ステップ 9: クリーンアップする。
このチュートリアルが終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないように、チュート
リアルに関連付けられたリソースをクリーンアップします。

チュートリアルリソースをクリーンアップするには

1. windows-simple-task タスクおよび ecs-fluent-bit タスクを停止します。詳細については、
「the section called “新しいコンソールを使用してタスクを停止する” (p. 206)」を参照してください。

2. 次のコマンドを実行して、/ecs/fluent-bit-logs ロググループを削除します。ロググループの削
除に関する詳細については、「AWS Command Line Interface リファレンス」の「delete-log-group」
を参照してください。

aws logs delete-log-group --log-group-name /ecs/fluent-bit-logs
aws logs delete-log-group --log-group-name /aws/ecs/FluentBit-cluster.windows-app-task

3. 次のコマンドを実行して、インスタンスを停止します。

aws ec2 terminate-instances --instance-ids instance-id

4. 次のコマンドを実行して、IAM ロールを削除します。

aws iam delete-role --role-name ecsInstanceRole
aws iam delete-role --role-name fluentTaskRole
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5. 次のコマンドを実行して、Amazon ECS クラスターを削除します。

aws ecs delete-cluster --cluster FluentBit-cluster

485



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
デバッグ用にAmazon ECS Exec を使用

Amazon ECS トラブルシューティン
グ

ロードバランサー、タスク、サービス、またはコンテナインスタンスの問題のトラブルシューティングが
必要な場合があります。この章は、Amazon ECS コンソールで Amazon ECS コンテナエージェント、コ
ンテナインスタンス上の Docker デーモン、サービスイベントログから診断情報を見つけるのに役立ちま
す。

トピック
• デバッグ用にAmazon ECS Exec を使用 (p. 486)
• 停止されたタスクでのエラーの確認 (p. 495)
• 停止したタスクのエラーコード (p. 497)
• CannotPullContainer task errors (p. 499)
• サービスイベントメッセージ (p. 501)
• 指定された CPU またはメモリの値が無効 (p. 504)
• サービスロードバランサーのトラブルシューティング (p. 505)
• サービスの Auto Scaling のトラブルシューティング (p. 506)
• AWS Fargate スロットリングのクォータ (p. 507)
• API の失敗の理由 (p. 508)

デバッグ用にAmazon ECS Exec を使用
Amazon ECS Exec を使用すれば、最初にホストコンテナのオペレーティングシステムとやり取りした
り、インバウンドポートを開いたり、SSH キーを管理したりすることなく、コンテナと直接やり取りでき
ます。ECS Exec を使用して、Amazon EC2 インスタンスまたは AWS Fargate で実行されているコンテナ
でコマンドを実行したり、シェルを取得したりできます。これにより、診断情報を収集し、エラーを迅速
にトラブルシューティングすることが容易になります。たとえば、開発コンテキストでは、ECS を使用し
て、コンテナ内のさまざまなプロセスと簡単にやり取りし、アプリケーションのトラブルシューティング
を行うことができます。また、実稼働シナリオでは、これを使用して、コンテナへのブレークグラスアク
セスを行って問題をデバッグできます。

Amazon ECS API、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS、SDK、または AWS Copilot CLI か
ら ECS Exec を使用して、実行中の Linux または Windows コンテナでコマンドを実行できます。ECS 
Exec の使用方法と AWS コパイロットCLI を使用した動画チュートリアルの詳細については、コパイロッ
ト Github のドキュメントを参照してください。

ECS Exec を使用すれば、より厳格なアクセスコントロールポリシーを維持し、コンテナアクセスを監査
することもできます。この機能を選択的に有効にすることで、コマンドを実行できるユーザーと、それら
のコマンドを実行できるタスクを制御できます。各コマンドとその出力のログを使用して、ECS Exec を
使って実行されたタスクを監査したり、CloudTrail を使ってコンテナにアクセスしたユーザーを監査した
りできます。

アーキテクチャ
ECS Exec は、AWS Systems Manager (SSM) セッションマネージャーを使用して実行中のコンテナとの
接続を確立し、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して実行中のコンテナで実行
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中のコマンドへのアクセスを制御します。これは、必要な SSM Agent バイナリをコンテナにバインドマ
ウントすることによって実現されます。Amazon ECS または AWS Fargate エージェントは、アプリケー
ションコードと一緒にコンテナ内で SSM コアエージェントをスタートする責任があります。詳細につい
ては、 Systems Manager のセッションマネージャーを参照してください。

AWS CloudTrail を使用してコンテナにアクセスしたユーザーを監査し、各コマンド (およびその出力) を 
Amazon S3 または Amazon CloudWatch Logs に記録できます。独自の暗号化キーを使用してローカルク
ライアントとコンテナ間のデータを暗号化するには、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを
指定する必要があります。

ECS Exec を使用するための考慮事項
このトピックでは、ECS Exec の使用に関する次の側面に精通している必要があります:

• ECS Exec は、AWS Fargate、外部インスタンス (ECS Anywhere)、Amazon EC2 でホストされる Linux 
コンテナ、次の Windows Amazon ECS に最適化された AMI (コンテナ エージェントのバージョン 1.56
以降) に対応しています。
• Amazon ECS に最適化された Windows Server 2022 Full AMI
• Amazon ECS に最適化された Windows Server 2022 Core AMI
• Amazon ECS に最適化された Windows Server 2019 Full AMI
• Amazon ECS に最適化された Windows Server 2019 Core AMI
• Amazon ECS に最適化された Windows Server 20H2 Core AMI

• ECS は現在、AWS Management Console を使用してサポートされていません。
• ECS Exec は現在、Auto Scaling グループのキャパシティープロバイダーを使用して起動されたタスク

に対応していません。
• Amazon ECS にインターフェイス Amazon VPC エンドポイントを使用している場合、Systems 

Manager セッションマネージャーのインターフェイス Amazon VPC 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、「ECS Exec 機能を使用する場合は、Systems Manager Session Manager 
VPC エンドポイントを作成します (p. 411)」を参照してください。

• Amazon ECS にインターフェイス Amazon VPC エンドポイントを使用していて、暗号化に AWS KMS 
key を使用している場合には、AWS KMS key 用のインターフェイス Amazon 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、 「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の
「VPC エンドポイントを介した AWS KMS key への接続」を参照してください。

• 既存のタスクに対して ECS Exec をオンにすることはできません。新しいタスクに対してのみオンにで
きます。

• ユーザーが ECS Exec を使用してコンテナ上でコマンドを実行すると、これらのコマンドは root ユー
ザーとして実行されます。コンテナにユーザー ID を指定しても、SSM エージェントとその子プロセス
は root として実行されます。

• ECS Exec セッションのアイドルタイムアウト時間は 20 分です。この値は変更できません。
• SSM エージェントは、必要なディレクトリやファイルを作成するために、コンテナのファイルシステ

ムに書き込みができる必要があります。したがって、readonlyRootFilesystemタスク定義パラメー
タ、またはその他の方法を使ってルートファイルシステムを読み取り専用にすることは、サポートされ
ません。

• ユーザーは、コンテナコンテキスト内で使用可能なすべてのコマンドを実行できます。一部の操作 (コ
ンテナのメインプロセスの終了、コマンドエージェントの終了、依存関係の削除) によって、孤立プロ
セスとゾンビプロセスが発生する可能性があります。ゾンビプロセスをクリーンアップするには、タス
ク定義に initProcessEnabled フラグを追加することをお勧めします。

• execute-commandアクション外部の SSM セッションを開始することは可能ですが、これにより、
セッションはログに記録されず、セッション制限に対してカウントされません。IAM ポリシーを使用し
た ssm:start-session操作を拒否して、このアクセスを制限することをお勧めします。詳細について
は、「[Start Session (セッション開始)] 操作へのアクセス制限 (p. 494)」を参照してください。
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• ECS Exec は一部の CPU とメモリを使用します。タスク定義で CPU とメモリリソースの割り当てを指
定する場合は、この点を考慮する必要があります。

• AWS CLI バージョン 1.22.3 以降、または AWS CLI バージョン 2.3.6 以降を使用する必要がありま
す。AWS CLI をアップデートする情報については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドバー
ジョン 2 の「AWS CLI の最新バージョンのインストールまたはアップデート」を参照してください。

• run-task を使用して非同期配置 (インスタンスなしでタスクを起動) でマネージドスケーリングを使用
するクラスターでタスクを起動する場合、ECS Exec を使用できません。

• Microsoft Nano Server コンテナに対して ECS Exec を実行することはできません。Nano Server コンテ
ナの詳細については、Docker ウェブサイトの「Nano Server」を参照してください。

ECS Exec を使用するための前提条件
ECS Exec の使用を開始する前に、次の操作が完了していることを確認してください。

• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS CLI」を参照してください。
• AWS CLI のセッションマネージャープラグインをインストールします。詳細については、に セッショ

ン マネージャー プラグインのインストールAWS CLI を参照してください。
• ECS Exec には、タスクが Amazon EC2 でホストされているか AWS Fargate でホストされているかに

応じて、バージョン要件があります:
• Amazon EC2 を使用している場合は、2021 年 1 月 20 日以降にリリースされた Amazon ECS 最適化 

AMI を、エージェントバージョン 1.50.2 以上で使用する必要があります。詳細については、Amazon 
ECS 最適化 AMI を参照してください。

• AWS Fargate を使用している場合、プラットフォームバージョン 1.4.0 以上 (Linux) または 1.0.0
(Windows) を使用する必要があります。詳細については、の「AWS Fargateプラットフォームバー
ジョン」を参照してください。

ECS Exec の使用
ECS Exec に必要な IAM アクセス許可
ECS Exec 機能には、マネージド型 SSM エージェント (execute-command エージェント) と SSM サー
ビス間の通信に必要なアクセス許可をコンテナに付与するためのタスク IAM ロール ロールが必要です。詳
細については、「Amazon ECS タスクの IAM ロール」を参照してください。次のアクセス許可をタスク 
IAM ロールに追加し、タスク定義にタスク IAM ロールを含める必要があります。詳細については、「IAM 
ポリシーの追加と削除」を参照してください。

タスク IAM ロールに次のポリシーを使用して、必要な SSM アクセス許可を追加します。タスク IAM ロー
ルの詳細については、「the section called “タスク IAM ロール” (p. 387)」を参照してください。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
            "ssmmessages:CreateControlChannel", 
            "ssmmessages:CreateDataChannel", 
            "ssmmessages:OpenControlChannel", 
            "ssmmessages:OpenDataChannel" 
       ], 
      "Resource": "*" 
      } 
   ]
}
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オプションのタスク定義の変更
タスク定義パラメーター initProcessEnabled を true に設定すると、コンテナ内で init プロセスが開
始され、見つかったゾンビ SSM Agent の子プロセスがすべて削除されます。以下に例を示します。

{ 
    "taskRoleArn": "ecsTaskRole", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "EC2", 
        "FARGATE" 
    ], 
    "executionRoleArn": "ecsTaskExecutionRole", 
    "memory": ".5 gb", 
    "cpu": ".25 vcpu", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "amazon-linux", 
            "image": "amazonlinux:latest", 
            "essential": true, 
            "command": ["sleep","3600"], 
            "linuxParameters": { 
                 "initProcessEnabled": true
            } 
        } 
    ], 
    "family": "ecs-exec-task"
}

タスクとサービスに対する ECS Exec をオンにする
次の AWS CLI コマンド:(create-service、update-service、start-task、または run-task) の
いずれかを使用するときに、--enable-execute-command フラグを指定することにより、サービスお
よびスタンドアロンタスクの ECS Exec 機能をオンにすることができます。

例えば、次のコマンドを実行すると、ECS Exec 機能が新しく作成されたサービスに対してオンになりま
す。サービス作成の詳細については、create-service を参照してください。

aws ecs create-service \ 
    --cluster cluster-name \ 
    --task-definition task-definition-name \ 
    --enable-execute-command \ 
    --service-name service-name \ 
    --desired-count 1

タスクに対して ECS Exec をオンにしたら、次のコマンドを実行して、タスクが使用可能な状態である
ことを確認できます。ExecuteCommandAgent の lastStatus プロパティが RUNNING として表示さ
れ、enableExecuteCommand プロパティが true に設定されている場合、タスクの準備が整います。

aws ecs describe-tasks \ 
    --cluster cluster-name \ 
    --tasks task-id

以下の出力スニペットは、表示される可能性があるものの例です。

{ 
    "tasks": [ 
        { 
            ... 
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            "containers": [ 
                { 
                    ... 
                    "managedAgents": [ 
                        { 
                            "lastStartedAt": "2021-03-01T14:49:44.574000-06:00", 
                            "name": "ExecuteCommandAgent", 
                            "lastStatus": "RUNNING" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            ... 
            "enableExecuteCommand": true, 
            ... 
        } 
    ]
}

ECS Exec を使用してコマンド実行
ExecuteCommandAgent が実行されていることを確認したら、以下のコマンドを使用してコンテナ上
でインタラクティブシェルを開くことができます。タスクに複数のコンテナが含まれている場合は、--
containerフラグを使うコンテナ名を指定する必要があります。Amazon ECS はインタラクティブセッ
ションの開始のみをサポートするため、--interactiveフラグを使用する必要があります。

次のコマンドでは、task-idのidを使ったタスクで、#####という名前のコンテナに対して、インタラク
ティブな /bin/sh コマンドを実行します。

aws ecs execute-command --cluster cluster-name \ 
    --task task-id \ 
    --container container-name \ 
    --interactive \ 
    --command "/bin/sh"

ECS Exec を使用するログ記録と監査
タスクとサービスでのログと監査をオンにする
Amazon ECS は、タスク定義で構成されている awslogs ログドライバーを使用してログを CloudWatch 
Logs に送信することにより、ECS Exec を使用して実行されるログコマンドのデフォルト設定を提供しま
す。カスタム構成を提供する場合、AWS CLI は create-cluster コマンドと update-cluster コマン
ドの両方に対して --configuration フラグをサポートします。また、コマンドログを Amazon S3 また
は CloudWatch Logs に正しくアップロードするには、コンテナイメージで script と cat をインストー
ルする必要があるため、ご注意ください。クラスター作成の詳細については、create-cluster を参照してく
ださい。

Note

この設定では、execute-command セッションのログ記録のみを処理します。アプリケーション
のログには影響しません。

以下の例では、サービスを作成し、出力を cloudwatch-log-group-name という名前の CloudWatch 
Logs LogGroup と s3-bucket-name という名前の Amazon S3 バケットに記録します。

CloudWatchEncryptionEnabledオプションをtrueに設定した場合、ロググループの暗号化にAWS 
KMSカスタマーマネージドキーを使用する必要があります。ロググループを暗号化する方法については、
「Amazon CloudWatch Logsユーザーガイド」のAWS Key Management Serviceを使用してCloudWatch 
Logsのログデータを暗号化するを参照してください。
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aws ecs create-cluster \ 
    --cluster-name cluster-name \ 
    --configuration executeCommandConfiguration="{ \ 
        kmsKeyId=string, \ 
        logging=OVERRIDE, \ 
        logConfiguration={ \ 
            cloudWatchLogGroupName=cloudwatch-log-group-name, \ 
            cloudWatchEncryptionEnabled=true, \ 
            s3BucketName=s3-bucket-name, \ 
            s3EncryptionEnabled=true, \ 
            s3KeyPrefix=demo \ 
        } \ 
    }"

logging プロパティにより、ECS Exec のログ機能の動作が決まります:

• NONE: ログ記録はオフ状態です
• DEFAULT: ログは構成済みの awslogs ドライバーに送信されます (ドライバーが構成されていない場

合、ログは保存されません)
• OVERRIDE:ログは、提供された Amazon CloudWatch Logs LogGroup、Amazon S3 バケット、またはそ

の両方に送信されます。

Amazon CloudWatch Logs または Amazon S3 ロギングに必要な 
IAM アクセス許可
ログ記録を有効にするには、 タスク定義で参照されるAmazon ECSタスクロールに追加のアクセス許可が
必要です。これらの追加アクセス許可は、ポリシーとしてタスクロールに追加することが可能です。ログ
を Amazon CloudWatch Logs または Amazon S3 のどちらに送信するかによって異なります。

Amazon CloudWatch Logs

次のポリシー例では、Amazon CloudWatch Logs について必須のアクセス許可を追加しています。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
               "logs:CreateLogStream", 
               "logs:DescribeLogStreams", 
               "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:/aws/ecs/cloudwatch-
log-group-name:*" 
        } 
   ]
}

Amazon S3

次のインラインポリシー例では、Amazon S3 について必須のアクセス許可を追加しています。
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
               "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "s3:GetEncryptionConfiguration" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:s3:::s3-bucket-name" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::s3-bucket-name/*" 
        } 
    ] 
   }

独自のAWS KMS key (KMS キー ) を使用した暗号化に必要な 
IAM アクセス許可
デフォルトでは、ローカルクライアントとコンテナ間で転送されるデータは、AWS が提供する TLS 1.2 暗
号化を使用します。独自の KMS キー を使用してデータをさらに暗号化するには、KMS キー を作成し、
タスク IAM ロールに kms:Decrypt アクセス権限を追加する必要があります。このアクセス許可は、デー
タを復号化するためにコンテナによって使用されます。KMS キーの 作成の詳細については、キーを作成
する を参照してください。

AWS KMS アクセス許可を必要とするタスク IAM ロールに次のインリングポリシーを追加します。詳細に
ついては、「ECS Exec に必要な IAM アクセス許可 (p. 488)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": "kms-key-arn" 
        } 
    ]
}

独自の KMS キー を使用してデータを暗号化するには、execute-command アクションを使用するユー
ザーまたはグループに kms:GenerateDataKey アクセス許可が付与されている必要があります。

以下のユーザーまたはグループのポリシー例では、独自の KMS キー を使用するために必要なアクセス許
可が含まれています。KMS キーのAmazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "kms-key-arn" 
        } 
    ]
}

IAM ポリシーを使用して ECS Exec へのアクセスを制
限する
次の IAM ポリシー条件キーの 1 つ以上を使用して、execute-command API アクションへのユーザーアク
セスを制限できます。

• aws:ResourceTag/clusterTagKey
• ecs:ResourceTag/clusterTagKey
• aws:ResourceTag/taskTagKey
• ecs:ResourceTag/taskTagKey
• ecs:container-name
• ecs:cluster
• ecs:task
• ecs:enable-execute-command

以下の IAM ポリシーの例では、ユーザーは environment キーと development 値を持つタグのあるタ
スク内で実行されているコンテナと、cluster-nameという名前のクラスターでコマンドを実行できま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:ExecuteCommand", 
                "ecs:DescribeTasks" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:region:aws-account-id:task/cluster-name/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ecs:ResourceTag/environment": "development" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の IAM ポリシーの例では、コンテナ名が production-app の場合、ユーザーは execute-command
API を使用できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ecs:ExecuteCommand" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {                     
                    "ecs:container-name": "production-app" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の IAM ポリシーを使用するユーザーは、ECS Exec がオフ状態の場合にのみタスクを起動できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:CreateService", 
                "ecs:UpdateService" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {                     
                    "ecs:enable-execute-command": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

execute-command API 操作には、リクエスト内のタスクとクラスターリソースのみが含まれる
ため、クラスタータグとタスクタグのみが評価されます。

IAM ポリシー条件キーの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Elastic コンテナ
サービス 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。

[Start Session (セッション開始)] 操作へのアクセス制限
ECS Exec の外部コンテナで SSM セッションを開始することは可能ですが、セッションがログに記録され
ない可能性があります。ECS Exec 以外で開始されたセッションも、セッションクォータに対してカウン
トされません。IAM ポリシーを使用して Amazon ECS タスクに対する ssm:start-session アクション
を直接拒否することで、このアクセスを制限することをお勧めします。使用されているタグに基づいて、
すべての Amazon ECS タスクまたは特定のタスクへのアクセスを拒否できます。

以下は、指定されたクラスター名を持つすべてのリージョンのタスクに対する ssm:start-sessionアク
ション へのアクセスを拒否する IAM ポリシーの例です。オプションで、cluster-name にワイルドカー
ドを含めることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ssm:StartSession", 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:111122223333:task/cluster-name/*" 
        } 
    ]
}

以下は、タグキー Task-Tag-Key とタグ値 Exec-Task でタグ付けされたすべてのリージョンのリソー
スに対する ssm:start-session アクションへのアクセスを拒否する IAM ポリシーの例です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ssm:StartSession", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Task-Tag-Key": "Exec-Task" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ECS Exec に関する問題のトラブルシューティング
ECS Exec の使用時にエラーが発生する理由を診断するトラブルシューティングに関する注意事項を以下
に示します。

Amazon ECS Execチェッカーを使用して検証する
Amazon ECS Exec チェッカー スクリプトを使用すると、Amazon ECS クラスターとタスクが ECS Exec 
機能を使用するための前提条件を満たしていることを確認および検証できます。Exec チェッカースクリプ
トは、AWS CLI 環境およびクラスターを両方認証して、お客様に代わってさまざまな API を呼び出して 
ECS Exec のタスクの準備が整います。このツールには、AWS CLIの最新バージョンとjqが利用可能であ
ることが必要です。詳細については、GitHub で「Amazon ECS Exec チェッカー」を参照してください。

execute-command 呼び出し時のエラー
The execute command failed エラーが発生した場合は、以下の原因が考えられます。

• タスクに必要なアクセス許可がありません。タスクの起動に使用されるタスク定義にタスク IAM のロー
ルが定義されていること、およびロールに必要なアクセス許可があることを確認します。詳細について
は、「ECS Exec に必要な IAM アクセス許可 (p. 488)」を参照してください。

• SSM エージェントがインストールまたは実行されていません
• Amazon ECS のインターフェイス Amazon VPC エンドポイントがありますが、システムマネージャー

セッションマネージャー用のものはありません

停止されたタスクでのエラーの確認
タスクの開始に問題がある場合、アプリケーションエラーまたは設定エラーのためにタスクが停止してい
る可能性があります。たとえば、タスクを実行するとタスクが PENDING ステータスを表示して消えると
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します。停止されたタスクを表示し、エラーメッセージを検査することで、Amazon ECS コンソールでこ
のような停止されたタスクでのエラーを表示できます。

タスク定義で awslogs ログドライバーを使用している場合、Amazon CloudWatch Logs に書き込まれる
アプリケーションログは、停止したタスクが表示されている限り、Amazon ECS コンソールの [Logs] (ロ
グ) タブに表示されます。

タスクが Amazon ECS サービスによって作成された場合、Amazon ECS がサービスを維持するために
行うアクションはサービスイベントで公開されます。イベントは、AWS Management Console、AWS 
CLI、AWS SDK、Amazon ECS API または SDK と API を使用するツールで表示できます。これらのイベ
ントには、タスク内のコンテナの実行が停止したり、Elastic Load Balancing によるヘルスチェックに何度
も失敗したりしたことが原因で、Amazon ECS が停止してタスクが置き換えられることが含まれます。詳
細については、「サービスイベントメッセージ (p. 501)」を参照してください。

Important

停止されたタスクは Amazon ECS コンソール、AWS CLI、および AWS SDK に、タスクが停止
されてから少なくとも 1 時間は表示されます。その後、停止したタスクの詳細は期限切れにな
り、Amazon ECS では利用できなくなります。
また Amazon ECS は、タスク状態変更イベントを Amazon EventBridge に送信します。イベント
ブリッジではイベントを見ることはできません。代わりに、Amazon CloudWatch Logs などの他
の永続ストレージにイベントを送信するルールを作成します。ストレージを使用して、Amazon 
ECS コンソールで期限切れになって表示されなくなったタスクの詳細を見ることができます。詳
細については、「タスク状態変更イベント (p. 324)」を参照してください。
Amazon ECS イベントを Amazon CloudWatch Logs にアーカイブする EventBridge 設定のサンプ
ルについては、GitHub ウェブサイトの「CloudWatch Logs 内の ECS 停止タスク」を参照してく
ださい。

停止されたタスクでエラーを確認するには、次の手順に従います。

Console

AWS Management Console

次の手順に従って、新しい AWS Management Console を使用して停止されたタスクにエラーがない
かどうかを見ることができます。

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
4. [Cluster: name] (クラスター: 名前) ページで、[Tasks] (タスク) タブを選択します。
5. 停止したタスクを選択して検査します。
6. [Status] (ステータス) セクションで、[Stopped reason] (停止理由) フィールドを検査してタスクが

停止された理由を確認します。

AWS CLI

1. クラスターで停止したタスクを一覧表示します。出力には、タスクの Amazon リソースネーム 
(ARN) が含まれますが、この名前は、タスクを説明するものである必要があります。

aws ecs list-tasks \ 
     --cluster cluster_name \ 
     --desired-status STOPPED \ 
     --region us-west-2

2. 停止したタスクを記述して、レスポンスで stoppedReason を取得します。

aws ecs describe-tasks \ 
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     --cluster cluster_name \ 
     --tasks arn:aws:ecs:us-west-2:account_id:task/cluster_name/task_ID \ 
     --region us-west-2

その他のリソース
次のページでは、エラーコードに関する追加情報が記載されています。

• Amazon ECS タスクが停止するのはなぜですか
• 停止したタスクのエラーコード

停止したタスクのエラーコード
Fargate タスクが予期せず停止したときに表示される可能性があるエラーメッセージを以下に示します。
エラーメッセージはコンテナエージェントから返されます。プレフィックスは、タスクで使用しているプ
ラットフォームバージョンに応じて異なります。

停止したタスクのエラーメッセージを AWS Management Console で確認する方法については、「停止さ
れたタスクでのエラーの確認 (p. 495)」を参照してください。

ContainerRuntimeTimeoutError, DockerTimeoutError (Linux プラットフォームバージョン 1.3.0 
以前)

このエラーは、タイムアウト期間内にコンテナが RUNNINGまたはSTOPPEDのどちらかの状態に移行
できなかった場合に発生します。理由とタイムアウト値は、エラーメッセージに表示されます。

例: ContainerRuntimeTimeoutError: Could not transition to running; timed out 
after waiting 1m: <reason>

CannotStartContainerError

このエラーは、コンテナをスタートできない場合に発生します。

例: CannotStartContainerError: failed to get container status: <reason>
CannotStopContainerError

このエラーは、コンテナを停止できない場合に発生します。

例: CannotStopContainerError: failed sending SIGTERM to container: <reason>
CannotInspectContainerError

このエラーは、コンテナエージェントがコンテナランタイムを通してコンテナを説明できない場合に
発生します。

プラットフォームバージョン 1.3 以前を使用している場合、ECS エージェントは Docker から理由を
返します。

プラットフォームバージョン 1.4 以降の 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使用し
ている場合、Fargate エージェントは containerd から理由を返します。

例: CannotInspectContainerError: <reason>
ResourceInitializationError

このエラーは、Fargateタスクのコンテナエージェントが、コンテナの起動に必要なリソースの作成や
ブートストラップに失敗した場合、あるいはタスクが属している場合に発生します。

このエラーの一般的な原因は、DNS 解像度が有効になっていない VPC の使用です。
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このエラーは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使
用している場合のみに発生します。

例: ResourceInitializationError: failed to initialize logging driver:
<reason>

CannotPullContainerError

このエラーは、タスク定義に指定されているコンテナイメージをエージェントがプルできない場合に
発生します。詳細については、「CannotPullContainer task errors (p. 499)」を参照してください。

例: CannotPullContainerError: <reason>
CannotCreateVolumeError

このエラーは、エージェントがタスク定義に指定されているボリュームマウントを作成できない場合
に発生します。

このエラーは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使
用している場合のみに発生します。

例: CannotCreateVolumeError: <reason>
ContainerRuntimeError

このエラーは、エージェントが containerd がランタイム固有のオペレーションに関する予期しない
エラーを受け取った場合に発生します。このエラーは通常、エージェントや containerd ランタイム
の内部障害によって発生します。

このエラーは、プラットフォームバージョン 1.4.0 以降 (Linux) または 1.0.0 以降 (Windows) を使
用している場合のみに発生します。

例: ContainerRuntimeError: failed to create container IO set: <reason>
OutOfMemoryError

このエラーは、タスク定義で割り当てられているよりも多くのメモリをコンテナ内のプロセスで消費
しているためにコンテナが終了したときに発生します。

例: OutOfMemoryError: container killed due to memory usage
InternalError

このエラーは、エージェントが予期しないランタイム関連でない内部エラーを検出した場合に発生し
ます。

このエラーは、プラットフォームバージョン 1.4 以降を使用している場合にのみ発生します。

例: InternalError: <reason>
TaskFailedToStart

このエラーは、ENI アタッチメントが要求されたときに発生します。Amazon EC2 は ENI のプロ
ビジョニングを非同期で処理します。プロビジョニングプロセスには時間がかかります。Amazon 
ECS では、待ち時間が長かったり、エラーが報告されない場合に備えてタイムアウトを設けていま
す。ENI がプロビジョニングされても、レポートは障害タイムアウト後に Amazon ECS に送られる場
合があります。この場合、Amazon ECS は使用中の ENI で報告されたタスク障害を確認します。

例: InternalError: <reason>
TaskFailedToStart

このエラーは、インスタンスをホストするサブネットに十分な IP アドレスがない場合に発生します。
利用可能な IP アドレスの数は、サブネットの詳細ページ、または describe-subnets を使用して確
認できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「サブネットを表示する」を参照
してください。
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例: Unexpected EC2 error while attempting to Create Network 
Interface with public IP assignment enabled in subnet 'subnet-id': 
InsufficientFreeAddressesInSubnet

CannotPullContainer task errors
次のエラーは、タスクの作成時に指定されたコンテナイメージが取得できないことを示します。

Note

1.4 Fargate プラットフォームバージョンでは、長いエラーメッセージが切り捨てられます。

接続タイムアウト

Fargate タスクが起動すると、その Elastic Network Interface はコンテナイメージを取得するために
インターネットへのルートを必要とします。タスクを起動する際に次のようなエラーが発生した場合
は、インターネットへのルートが存在していないことが原因です。

CannotPullContainerError: API error (500): Get https://111122223333.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection"

この問題を解決するには、以下ができます。
• パブリックサブネットのタスクでは、タスクの起動時に [Auto-assign public IP] (自動割り当てパ

ブリック IP)を [ENABLED] (有効)に指定する必要があります。詳細については、「クラシック 
Amazon ECS コンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する方法 (p. 525)」を参照して
ください。

• プライベートサブネットのタスクでは、タスク起動時に [Auto-assign public IP] (自動割り当てパブ
リック IP) を [DISABLED] (無効) に指定し、VPC の NAT ゲートウェイを設定してリクエストをイ
ンターネットにルートします。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の NAT ゲートウェ
イ を参照してください。

コンテキストがキャンセルされました

このエラーの一般的な原因は、タスクが使用している VPC にコンテナイメージを Amazon ECR から
取得するルートがないためです。

イメージが見つかりません

コンテナの定義で Amazon ECR イメージを指定する場合、ECR リポジトリの完全 URI を、そのリポ
ジトリのイメージ名とともに使用する必要があります。リポジトリまたはイメージが見つからない場
合、以下のエラーが表示されます。

CannotPullContainerError: API error (404): repository 111122223333.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/<repo>/<image> not found

この問題を解決するには、リポジトリ URI とイメージ名を確認します。また、タスク実行 IAM ロール
を使用して適切なアクセスがセットアップされていることを確認します。タスクの実行ロールの詳細
については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

Amazon ECR エンドポイントの接続に関する問題

Amazon ECR イメージを取得しようとしたときに、Amazon ECR エンドポイントに対する適切なア
クセス許可がない場合は、次のようなエラーが表示されます。

CannotPullContainerError: API error

この問題を解決するには、Amazon ECS が Amazon ECR エンドポイントと通信する必要がありま
す。この問題を解決する方法については、AWS Support ウェブサイトの「Amazon ECS の Amazon 
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ECR エラー「CannotPullContainerError: API error」を解決する方法を教えてください」を参照してく
ださい。

ディスク容量の不足

コンテナイメージのプル時にコンテナインスタンスのルートボリュームにディスク容量が不足してい
る場合、次のようなエラーが表示されます。

CannotPullContainerError: write /var/lib/docker/tmp/GetImageBlob111111111: no space 
 left on device

この問題を解決するには、ディスク容量を解放します。

Amazon ECS 最適化 AMI を使用している場合は、次のコマンドを使用してファイルシステムで 20 個
の最大ファイルを取得できます。

du -Sh / | sort -rh | head -20

出力例:

5.7G    /var/lib/docker/
containers/50501b5f4cbf90b406e0ca60bf4e6d4ec8f773a6c1d2b451ed8e0195418ad0d2
1.2G    /var/log/ecs
594M    /var/lib/docker/devicemapper/mnt/
c8e3010e36ce4c089bf286a623699f5233097ca126ebd5a700af023a5127633d/rootfs/data/logs
...

場合によっては、前述の例と同様、実行中のコンテナによってルートボリュームが入力される可能性
があります。コンテナが max-size 制限のないデフォルトの json-file ログドライバーを使用して
いる場合、ログファイルが使用されているスペースの大半を占めている可能性があります。docker 
ps コマンドを使用して、上記の出力からコンテナ ID にディレクトリ名をマッピングすることによっ
て、どのコンテナが容量を使用しているかを確認します。例:

CONTAINER ID   IMAGE                            COMMAND             CREATED             
 STATUS              PORTS                            NAMES
50501b5f4cbf   amazon/amazon-ecs-agent:latest   "/agent"            4 days ago          
 Up 4 days                                            ecs-agent

デフォルトでは、json-file ログドライバーを使用する場合、Docker はすべてのコンテナの標準出
力 (および標準エラー) をキャプチャし、JSON 形式を使用してファイルに書き込みます。ログドライ
バーオプションとして max-size を設定できます。これにより、ログファイルの容量が大きくなりす
ぎるのを防ぐことができます。詳細については、Docker ドキュメントの「ロギングドライバーの設
定」を参照してください。

このオプションの使用方法を示すコンテナ定義のスニペットを次に示します。

{ 
    "log-driver": "json-file", 
    "log-opts": { 
        "max-size": "256m" 
    }
}

コンテナログのディスク容量が大きすぎる場合、awslogs ログドライバーを使用することもできま
す。awslogs ログドライバーがログを CloudWatch に送信します。これによりコンテナインスタンス
のコンテナログに使用されるディスク容量が解放されます。詳細については、「awslogs ログドライ
バーを使用する (p. 136)」を参照してください。
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Docker Hub のレート制限

次のエラーのいずれかが表示された場合は、Docker Hub のレート制限に達している可能性がありま
す。

ERROR: toomanyrequests: Too Many Requests.

You have reached your pull rate limit. You may increase the limit by authenticating and 
 upgrading: https://www.docker.com/increase-rate-limits.

Docker Hub のレート制限の詳細については、[Understanding Docker Hub rate limiting] (Docker ハブの
レート制限を理解する) を参照してください。

Docker Hub のレート制限を上げ、コンテナインスタンスの Docker プルを認証する必要がある場合
は、Amazon Elastic コンテナサービス デベロッパーガイドのコンテナインスタンスのプライベートレ
ジストリの認証を参照してください。

イメージのコピーに失敗しました

タスクを起動する際に次のようなエラーが発生した場合は、イメージへのアクセスが存在しないこと
が原因です。

CannotPullContainerError: ref pull has been retried 1 time(s): failed to copy: 
 httpReaderSeeker: failed open: unexpected status code

この問題を解決するには、以下ができます。
• Fargate タスクについては、Fargate Amazon ECSタスクの「cannotpullcontainererror」エラーの解

決方法を参照してください。
• その他のタスクについては、Amazon ECS タスクの「cannotpullcontainererror」エラーの解決方

法を参照してください。

停止エラーの詳細については、「Amazon 伸縮性コンテナサービスユーザーガイドAWS Fargate」の「停
止したタスクのエラーコード」を参照してください。

サービスイベントメッセージ
サービスの問題をトラブルシューティングする際、最初に診断情報を確認する必要があるのは、サー
ビスイベントログです。サービスイベントは、DescribeServices API、AWS CLI、または AWS 
Management Console を使って表示できます。

Amazon ECS API を使用して、サービスイベントメッセージを表示する場合、サービススケジューラから
のイベントのみが返されます。これには、最新のタスク配置とインスタンスの健全性イベントが含まれま
す。ただし、Amazon ECS コンソールには、次のソースからのサービスイベントが表示されます。

• Amazon ECS サービススケジューラからのタスク配置およびインスタンスのヘルスイベント。これらの
イベントには、service (service-name) のプレフィックスがついています。トラブルシューティング
に役立つよう、このイベントビューには最新 100 件のイベントのみが表示され、重複したイベントメッ
セージは原因が解決されるか、6 時間が経過するまで省略されます。6 時間以内に原因が解決されない
場合、その原因に関する別のサービスイベントメッセージが表示されます。

• サービス Auto Scaling イベント。これらのイベントには、Message というプレフィックスが付きます。
最新 10 件のスケーリングイベントが表示されます。これらのイベントは、サービスが アプリケーショ
ン Auto Scaling スケーリングポリシーで構成されている場合にのみ発生します。

現在のサービスイベントメッセージを表示するには、次の手順を実行します。
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New console

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、クラスターを選択します。
4. 検査するサービスを選択します。
5. [Events] (イベント) で [Deployments and events] (デプロイとイベント) を選択し、メッセージを

表示します。

AWS CLI

指定したサービスのサービスイベントメッセージを表示するには、describe-service コマンドを使用し
ます。

次の AWS CLI 例では、default クラスター内の service-name サービスが記述されます。ここに
は、最新のサービスイベントメッセージが表示されます。

aws ecs describe-services \ 
    --cluster default \ 
    --services service-name \ 
    --region us-west-2

サービスイベントメッセージ
以下は、Amazon ECS コンソールで確認できる可能性があるサービスイベントメッセージの例です。

サービス (service-name) は、一貫してタスクを正常に開始できません。

このサービスには、連続して試行された後開始に失敗したタスクがあります。この時点で、サービススケ
ジューラによって再試行間隔が段階的に増加し始めます。タスクの起動に失敗している理由をトラブル
シューティングする必要があります。詳細については、「サービスの調整ロジック (p. 295)」を参照して
ください。

更新されたタスク定義などでサービスが更新された後、サービススケジューラは正常な動作を再開しま
す。

サービス (service-name) オペレーションは抑制されています。後で再試行しま
す。

このサービスは、API スロットルの制限により、これ以上のタスクを起動できません。サービススケ
ジューラが追加のタスクを起動できるようになると、再開します。

API レート制限クォータの引き上げをリクエストするには、[AWS Support Center (センター)]の ページ
を開き、必要に応じてサインインし、[Create case (ケースを作成する)] を選択します。[Service Limit 
increase] (サービス制限の緩和) を選択します。フォームに入力して送信します。

サービス (service-name) は、サービスデプロイメント構成のため、デプロイメ
ント中にタスクを停止または開始できませんでした。minimumHealthyPercent ま
たは maximumPercent の値を更新してから、もう一度試してください。

このサービスは、デプロイメント構成であるため、サービスのデプロイメント中にタスクを停止または開
始できません。デプロイメント設定は、サービスの作成時に定義される minimumHealthyPercent 値と
maximumPercent 値で構成されますが、既存のサービスから更新することもできます。
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minimumHealthyPercent は、デプロイメント中またはコンテナインスタンスがドレインしているとき
に、サービスに対して実行する必要があるタスク数の下限を、サービスに必要なタスク数の割合 (%) とし
て表します。この値は切り上げられます。たとえば、最小正常率が 50 で、必要なタスク数が 4 の場合、
スケジューラは 2 つの新しいタスクを開始する前に既存のタスクを 2 つ停止できます。同様に、最小正常
率が 75% で、必要なタスク数が 2 の場合、結果の値も 2 であるため、スケジューラはタスクを停止でき
ません。

maximumPercent は、デプロイメント中またはコンテナインスタンスがドレインしているときに、サー
ビスに対して実行する必要があるタスク数の上限を、サービスに必要なタスク数の割合 (%) として表しま
す。この値は切り捨てられます。例えば、最大パーセンテージが 200 で、目的のタスク数が 4 の場合、
スケジューラは既存のタスクを 4 つ停止する前に 4 つの新しいタスクを開始できます。同様に、最大比率
が 125 で、必要なタスク数が 3 の場合、結果の値も 3 であるため、スケジューラはタスクを開始できませ
ん。

最小正常率または最大正常率を設定するときは、デプロイメントがトリガーされたときにスケジューラが 
1 つ以上のタスクを停止または開始できることを確認する必要があります。

サービス [service-name(####-#)] がタスクを配置できませんでした。理由: 
同時に実行できるタスク数の上限に達しました
エラーの原因となったリソースに対して、クォータの引き上げをリクエストすることができます。詳細に
ついては、「the section called “Service Quotas” (p. 302)」を参照してください。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。

サービス [service-name(####-#)] がタスクを配置できませんでした。理由: 
内部エラー。
あるサブネットがサポートされていないアベイラビリティーゾーンにあるため、サービスはタスクを開始
できません。

サポートされた Fargate リージョンおよびアベイラビリティーゾーンの情報については、the section 
called “AWS Fargate リージョン” (p. 306) を参照してください。

サブネットのアベイラビリティーゾーンを確認する方法については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「サブネットの確認」を参照してください。

サービス [service-name(####-#)] がタスクを配置できませんでした。理由:リ
クエストされた CPU 構成が制限を超えています。
エラーの原因となったリソースに対して、クォータの引き上げをリクエストすることができます。詳細に
ついては、「the section called “Service Quotas” (p. 302)」を参照してください。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。

サービス [service-name(####-#)] がタスクを配置できませんでした。理由:リ
クエストされたメモリ構成が制限を超えています。
エラーの原因となったリソースに対して、クォータの引き上げをリクエストすることができます。詳細に
ついては、「the section called “Service Quotas” (p. 302)」を参照してください。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。

サービス [service-name(####-#)] がタスクを配置できませんでした。理由: 
同時に実行できる vCPU の上限数に達しました
AWS Fargate は、タスク数ベースのクォータから vCPU ベースのクォータに移行しています。
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Fargate の vCPU ベースのクォータの引き上げをリクエストできます。詳細については、「the section 
called “Service Quotas” (p. 302)」を参照してください。Fargate 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。

タスクセット (taskSet-ID) がスケールインできなかったため、サービス 
(service-name) は定常状態に到達できませんでした。理由: 保護されているタ
スクの数が、必要なタスク数を超えています。

サービスに、必要なタスク数よりも多くの保護タスクがあります。次のいずれかを行うことができます。

• 現在のタスクの保護が期限切れになり、タスクを終了できるようになるまでお待ちください。
• どのタスクを停止できるかを決定します。次に、protectionEnabled オプションで
UpdateTaskProtection API を使用し false に設定して、これらのタスクの保護を解除します。

• サービスの必要なタスク数を増やして、保護されているタスクの数よりも多くします。

指定された CPU またはメモリの値が無効
Amazon ECS API または AWS CLI を使用してタスク定義を登録する場合、無効なcpuまたはmemory値を
指定すると、以下のエラーが返されます。

An error occurred (ClientException) when calling the RegisterTaskDefinition operation: 
 Invalid 'cpu' setting for task. For more information, see the Troubleshooting section of 
 the Amazon ECS Developer Guide.

Note

Terraformを使用すると、以下のエラーが返される可能性があります。

Error: ClientException: No Fargate configuration exists for given values.

この問題を解決するには、タスク定義でタスクの CPU とメモリにサポートされている値を指定する必要
があります。cpu 値はタスク定義では CPU ユニットまたは vCPU で表現できますが、タスク定義の登録
時に CPU ユニットを示す整数に変換されます。memory 値はタスク定義では MiB または GB で表現でき
ますが、タスク定義の登録時に MiB を示す整数に変換されます。

requiresCompatibilitiesパラメータのみをEC2指定するタスク定義では、サポートされる CPU 値
は、128CPU 単位 (0.125vCPUs) と10240CPU 単位 (10vCPUs)の間です。メモリ値は整数である必要が
あり、制限は使用する Amazon EC2 インスタンスの使用可能なメモリの量に依ります。

requiresCompatibilitiesパラメーター (EC2も指定されている場合でも)を指定しているFARGATEタ
スク定義では、次の表のいずれかの値を使用する必要があります。この値により CPU およびメモリパラ
メータでサポートされる値の範囲が決まります。

Fargate でホストされるタスクの場合、次の表に有効な CPU とメモリの組み合わせを示します。

CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

256 (.25 vCPU) 512 MiB、1 GB、2 GB Linux

512 (.5 vCPU) 1 GB、2 GB、3 GB、4 GB Linux
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CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

1,024 (1 vCPU) 2 GB、3 GB、4 GB、5 GB、6 
GB、7 GB、8 GB

Linux、Windows

2,048 (2 vCPU) 4 GB ～ 16 GB (1 GB のインクリ
メント)

Linux、Windows

4,096 (4 vCPU) 8 GB ～ 30 GB (1 GB のインクリ
メント)

Linux、Windows

8192 (8 vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要で
す。

16 GB～60 GB (4 GB のインクリ
メント)

Linux

16384 (16vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要で
す。

32 GB～120 GB (8 GB のインク
リメント)

Linux

Amazon EC2 でホストされているタスクの場合、サポートされているタスクの CPU 値は 128 CPU ユニッ
ト (0.125 vCPU) ～ 10240 CPU ユニット (10 vCPU) です。

Note

タスクレベル CPU およびメモリのパラメータは Windows コンテナでは無視されます。

サービスロードバランサーのトラブルシューティン
グ

Amazon ECS サービスは、Elastic Load Balancing のロードバランサーにタスクを登録することができま
す。ロードバランサーの設定エラーは、タスクが停止された一般的な原因です。ロードバランサーを使用
するサービスによって停止されたタスクが開始された場合は、以下の原因が考えられます。

コンテナインスタンスのセキュリティグループ

コンテナがコンテナインスタンスのポート 80 にマッピングされている場合、コンテナインスタンス
のセキュリティグループでは、ロードバランサーのヘルスチェックに合格するように、ポート 80 上
の受信トラフィックを許可する必要があります。

Elastic Load Balancingロードバランサーは、すべてのアベイラビリティーゾーンに設定されているわけで
はありません。

リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンを使用するように、または少なくとも、コンテナ
インスタンスが存在するすべてのアベイラビリティーゾーンを使用するように、ロードバランサーが
設定されている必要があります。サービスでロードバランサーを使用し、ロードバランサーを使用す
るように設定されていないアベイラビリティーゾーンにあるコンテナインスタンスでタスクが開始さ
れると、そのタスクはヘルスチェックに合格せず、キルされます。
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Elastic Load Balancing ロードバランサー ヘルスチェックが誤った設定になっている

ロードバランサーのヘルスチェックパラメータが過度に制限されているか、存在しないリソースを指
している可能性があります。コンテナインスタンスが異常であると判断されると、そのコンテナイン
スタンスはロードバランサーから削除されます。以下のパラメータがサービスロードバランサーに対
して正しく設定されていることを確認してください。
ping ポート

ロードバランサーのヘルスチェックの [Ping Port (ping ポート)] 値は、ロードバランサーが正常
であるかどうかを判断するために確認するコンテナインスタンス上のポートです。このポート
の設定が正しくないと、多くの場合、ロードバランサーからコンテナインスタンスが登録解除さ
れます。このポートは、ヘルスチェックで使用しているサービスのタスク定義内のコンテナで
hostPort 値を使用するように設定する必要があります。

ping パス

この値はよく index.html に設定されることがありますが、サービスがそのリクエストに応答し
ない場合、ヘルスチェックは失敗します。コンテナに index.html ファイルがない場合は、これ
を / に設定して、コンテナインスタンスのベース URL をターゲットにすることができます。

応答タイムアウト

これは、コンテナがヘルスチェック ping に対する応答を返す必要のある時間です。この値が応答
に必要な時間よりも短い場合、ヘルスチェックは失敗します。

ヘルスチェック間隔

これは、ヘルスチェック ping 間の時間です。ヘルスチェックの間隔が短くなるほど、コンテナイ
ンスタンスが [Unhealthy Threshold (非正常のしきい値)] に達するのが速くなります。

非正常のしきい値

これは、コンテナインスタンスが異常と見なされるまでに、ヘルスチェックが失敗できる回数で
す。異常と見なされるまでのしきい値が 2、ヘルスチェックの間隔が 30 秒の場合、コンテナイン
スタンスが異常と見なされるまでに、タスクはヘルスチェック ping に 60 秒間応答します。異常
と見なされるまでのしきい値を増やすか、ヘルスチェックの間隔を長くすると、タスクが ping に
応答する時間が長くなります。

サービス servicename を更新できません: タスク定義でロードバランサーのコンテナ名またはポートが
変更されました

サービスでロードバランサーを使用する場合、サービスの作成時に定義したロードバランサー設定は
変更できません。サービスのタスク定義を更新する場合、サービスの作成時に指定したコンテナ名と
コンテナポートは、タスク定義のままにしておく必要があります。

コンテナ名、またはサービスロードバランサー設定に関連付けられたコンテナポートを変更するに
は、新しいサービスを作成する必要があります。

同時に実行できるタスク数の上限に達しました。

新しいアカウントの場合、クォータがサービスクォータよりも低くなることがあります。Service 
Quotas コンソールでは、アカウントのサービスクォータを表示できます。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「クォータ引き上げリクエスト」を参照してくだ
さい。

サービスの Auto Scaling のトラブルシューティン
グ

Amazon ECS デプロイの進行中、Application Auto Scaling はスケールインプロセスをオフにします。この
プロセスは、デプロイの完了後に再開されます。ただし、スケールアウトプロセスは、中断しない限り、
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デプロイ中に引き続き発生します。詳細については、「Application Auto Scaling のスケーリングの中断と
再開」を参照してください。

AWS Fargate スロットリングのクォータ
AWS Fargate は、リージョンごとに各 AWS アカウントのトークンバケットアルゴリズムを使用し
て、Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドの起動レートをクォータ (以前は制限と呼ばれていまし
た) に制限します。このアルゴリズムでは、アカウントには、特定の数のトークンを保持するバケットが
あります。バケット内のトークンの数は、特定の秒におけるレートクォータを表します。各カスタマー
アカウントには、タスクとポッドのトークンバケットがあり、カスタマーアカウントが起動したタスクと
ポッドの数に応じて枯渇していきます。このトークンバケットは、定期的により多くのリクエストを行う
ことができるバケットの最大値と、必要に応じて一定数のリクエストを維持できるリフィルレートを持ち
ます。　

たとえば、Fargate カスタマーアカウントのタスクとポッドトークンのバケットサイズは 100 トーク
ンで、リフィルレートは毎秒 20 トークンです。したがって、カスタマーアカウントごとに最大 100 の 
Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドをすぐに起動できます。持続的な起動レートは、1 秒あたり 
20 の Amazon ECS タスクと Amazon EKS ポッドです。

アクション バケット最大容量 (また
はバーストレート)

バケット補充率 (または
持続率)

オンデマンドの Amazon ECS タスクおよび 
Amazon EKS ポッドの Fargate リソースレート
クォータ1 (p. 507)

100 20

スポット Amazon ECS タスクの Fargate リソース
レートクォータ

100 20

1Amazon EKS ポッドのみを起動するアカウントのバーストレートは 20 で、Amazon EKS プラットフォー
ムバージョンで呼び出されるプラットフォームバージョンを使用する場合、1 秒あたりの持続的なポッド
起動レートは 20 です。

RunTask API のスロットリング
さらに、Fargate は Amazon ECS RunTask API を使用したタスクの起動時に、別のクォータを使用して
リクエストレートを制限します。Fargate は、リージョンごとに、各 AWS アカウントの Amazon ECS
RunTask API リクエストを制限します。各リクエストは、バケットから 1 つのトークンが削除されます。
これは、サービスのパフォーマンスを向上し、Fargate のすべてのお客様に平等にご利用いただくために
行います。API コールは、呼び出し元が Amazon Elastic Container Service コンソール、コマンドライン
ツール、サードパーティーアプリケーションのどれであるかに関係なく、リクエストクォータの対象とな
ります。Amazon ECS RunTask API への呼び出しのレートクォータは毎秒 20 コール (バーストおよび持
続的) です。ただし、この API を呼び出すたびに、最大 10 のタスクを起動できます。つまり、この API 
に 10 回の呼び出しを行い、各呼び出しで 10 のタスクを起動するように要求することで、1 秒で 100 の
タスクを起動できます。同様に、この API に 20 回の呼び出しを行い、各呼び出しで 5 つのタスクを起動
するように要求することもできます。Amazon ECS RunTask APIの API スロットリングの詳細について
は、Amazon ECS API リファレンスの「API request throttling」(API リクエストスロットリング) を参照し
てください。

実際には、タスクやポッドの起動レートは、ダウンロードおよび解凍するコンテナイメージ、ヘルス
チェック、タスクやポッドをロードバランサーに登録するなどの統合を有効にする他の考慮事項にも依存
します。お客様が有効にした機能により、上記のクォータに比べるとタスクとポッドの起動レートにばら
つきが見られます。

507

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-suspend-resume-scaling.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-suspend-resume-scaling.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Token_bucket
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/platform-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/platform-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/APIReference/request-throttling.html


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
レートクォータを調整する

レートクォータを調整する
AWS アカウントの Fargate レートスロットリングクォータの増加をリクエストできます。クォータの調整
をリクエストするには、AWS Support センターまでお問い合わせください。

API の失敗の理由
Amazon ECS API、コンソール、または AWS CLI でトリガーした API アクションが failures エラー
メッセージを表示して終了した場合、以下が原因のトラブルシューティングに役立つことがあります。失
敗すると、その理由と、その失敗に関連付けられたリソースの Amazon リソースネーム (ARN) が返されま
す。

多くのリソースはリージョン固有であるため、コンソールを使用するときは、リソースに正しいリージョ
ンを設定してください。AWS CLI コマンドを使用するときは、AWS CLI コマンドが --region region
パラメータで正しいリージョンに送信されるようにします。

Failureデータ型の構造の詳細については、「Amazon Elastic Container サービス API リファレンス」の
[Failure(失敗)]を参照してください。

次の内容は、API コマンド実行時に受信する場合がある障害メッセージの例です。

API アクション [失敗] の理由または [停止] の理由 原因

DescribeClusters MISSING 指定されたクラスターは見つか
りませんでした。クラスター名
が正しく入力されているか確認
します。

DescribeServices MISSING 指定されたサービスは見つかり
ませんでした。正しいクラス
ターまたはリージョンが指定さ
れていること、サービス ARN ま
たはサービス名が有効であるこ
とを確認します。

DescribeTasks MISSING 指定されたタスクは見つかりま
せんでした。正しいクラスター
またはリージョンが指定されて
おり、タスク ARN または ID の
両方が有効であることを確認し
ます。

MISSING 指定されたタスクは見つかりま
せんでした。クラスター名また
は ARN、タスク ARN または 
ID が有効であることを確認しま
す。

GetTaskProtection

TASK_NOT_VALID 指定されたタスクが Amazon 
ECS サービスの一部ではありま
せん。保護できるのは Amazon 
ECS サービスの管理対象タスク
だけです。タスク ARN または ID 
を確認して、もう一度お試しく
ださい。
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API アクション [失敗] の理由または [停止] の理由 原因

DEPLOYMENT_BLOCKED 1 つ以上の保護されたタスクが原
因で、サービスのデプロイが安
定した状態にならないため、タ
スク保護を設定できません。既
存のタスクに対するタスク保護
の設定を解除するか、タスク保
護の有効期限が切れるまでお待
ちください。

MISSING 指定されたタスクは見つかりま
せんでした。クラスター名また
は ARN、タスク ARN または 
ID が有効であることを確認しま
す。

UpdateTaskProtection

TASK_NOT_VALID 指定されたタスクが Amazon 
ECS サービスの一部ではありま
せん。保護できるのは Amazon 
ECS サービスの管理対象タスク
だけです。タスク ARN または ID 
を確認して、もう一度お試しく
ださい。

Note

ここで説明した障害シナリオの他に、API は例外が原因となって障害が発生し、エラー応答が発
生することもあります。このような例外のリストについては、「一般的なエラー」を参照してく
ださい。
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クラシック Amazon Elastic Container 
Service コンソール

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

Amazon ECS リソースは、クラシックコンソールを使用しても設定できます。

Amazon ECS のクラシックコンソールを使用した
開始方法

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

次のガイドは、Amazon ECS および AWS Fargate でコンテナを実行するための一般的なタスクを完了す
るため、クラシック AWS Management Console 入門について説明します。

内容
• AWS Fargate で Linux コンテナを使用したクラシックコンソールの開始方法 (p. 510)
• AWS Fargate で Windows コンテナを使用して、クラシック Amazon ECS コンソールで開始す

る (p. 514)

AWS Fargate で Linux コンテナを使用したクラシック
コンソールの開始方法

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細に
ついては、「the section called “AWS Fargate で Linux コンテナを使う場合のコンソールの使用方
法” (p. 23)」を参照してください。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービス
で、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことができます。AWS Fargate でサービスや
タスクを起動して、Amazon ECS 管理のサーバーレスインフラストラクチャにあるコンテナをホストする
ことができます。Amazon ECS Fargateでの広範囲な 概要については、AWS Fargateとは? (p. 1)を参照し
てください。

タスクに Fargate 起動タイプを使用して、AWS Fargate で Amazon ECS を開始します。Amazon ECS 
が AWS Fargateをサポートするリージョンでは、クラシック Amazon ECS の初回実行ウィザード
は、Fargate 起動タイプ使用してAmazon ECSを開始するプロセスをガイドします。ウィザードはクラス
ター作成のオプションを提供し、サンプルのウェブアプリケーションを起動します。Amazon ECS で起動
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する Docker イメージがすでにある場合は、代わりにそのイメージを使用してタスク定義を作成し、クラ
スターに使用することもできます。

AWS Fargateで Amazon ECSの使用を開始するには、以下のステップを完了します。

前提条件
開始する前に、Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4) のステップを完了したこと、お
よび AWS ユーザーに AdministratorAccess または Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許
可 (p. 362) の IAM ポリシー例で指定されている必要なアクセス権限があることを確認します。

初回実行ウィザードは、Fargate タスクに必要なタスク実行 IAM ロールを自動的に作成しようとします。
初回実行のエクスペリエンスがこの IAM ロールを作成できるようにするには、次のいずれかがtrueである
必要があります。

• ユーザーが管理者権限を持っていることが必要です。詳細については、「Amazon ECS を使用するよう
にセットアップする (p. 4)」を参照してください。

• ユーザーがサービスロールを作成するための IAM 権限を持っていることが必要です。詳細については、
「AWS 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。

• 管理者権限を持つユーザーは、タスク実行ロールを手動で作成することにより、使用するアカウントで
有効にできます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してくださ
い。

ステップ 1: タスク定義を作成する
タスク定義はアプリケーションの設計図のようなものです。Amazon ECS でタスクを起動するたびに、タ
スク定義を指定します。サービスは、コンテナに使用する Docker イメージ、タスクで使用するコンテナ
の数、各コンテナのリソース割り当てを認識します。

1. https://console.aws.amazon.com/ecs/home#/firstRun で、クラシックコンソールの初回実行ウィザー
ドを開きます。

2. ナビゲーションバーから、[米国東部 (バージニア北部)] リージョンを選択します。
Note

Fargate を使用して Amazon ECS をサポートするすべてのリージョンでこれらのステップを
使用して、この初回実行ウィザードを完了できます。詳細については、「Fargate 起動タイ
プ (p. 120)」を参照してください。

3. コンテナ定義パラメータを設定します。

[Container definition (コンテナの定義)] で、初回実行ウィザードがコンソールの sample-
app、nginx および tomcat-webserver のコンテナの定義とともに事前ロードされます。オプショ
ンで、コンテナの名前を変更するか、コンテナで使用されるリソース (CPU ユニットやメモリ制限) を
確認して編集できます。そのためには、[Edit] (編集) を選択し、表示される値を編集します。詳細につ
いては、「コンテナ定義 (p. 93)」を参照してください。

Note

コンテナの定義に Amazon ECR イメージを使用している場合、Amazon ECR イメー
ジには完全な registry/repository:tag 名前付けを使用してください。例え
ば、aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/my-web-app:latest で
す。

4. [Task definition (タスク定義)] で、初回実行ウィザードが、事前ロードされたコンテナの定義ととも
に使用するタスク定義を定義します。オプションで、タスク定義を変更し、タスクで使用されるリ
ソース ([Task memory] (タスクメモリ) や [Task CPU] (タスク CPU) の値) を編集できます。そのため
には、[Edit] (編集) を選択し、表示される値を編集します。詳細については、「タスク定義パラメー
タ (p. 89)」を参照してください。
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初回実行ウィザードで作成されるタスク定義は、単純化のために単一コンテナに限定されています。
後で Amazon ECS コンソールで、後で複数コンテナタスク定義を作成できます。

5. [Next] (次へ) をクリックします。

ステップ 2: サービスを設定する
ウィザードのこのセクションでは、タスク定義から作成された Amazon ECS サービスを設定する方法を選
択します。サービスはクラスターのタスク定義のコピーを指定数分起動し、維持します。[ Amazon ECSサ
ンプル] アプリケーションは、無限に実行されるウェブベースの Hello World スタイルのアプリケーション
です。これをサービスとして実行すると、タスクに異常があったり予期せずに停止した場合は再起動しま
す。

初回実行ウィザードがサービス定義とともに事前ロードされ、コンソールに定義された sample-app-
service サービスが表示されます。オプションで、サービスの名前を変更するか、詳細を確認して編集で
きます。そのためには、[Edit] を選択し、次の手順を実行します。

1. [Service name] フィールドで、サービスの名前を選択します。
2. [Number of desired tasks (必要なタスクの数)] フィールドに、指定したタスク定義で起動するタスクの

数を入力します。
3. [セキュリティグループ] フィールドで、許可するインバウンドトラフィックの IPv4 アドレスの範囲

を、CIDR ブロック表記で指定します。例えば、203.0.113.0/24 です。
4. (オプション) サービスでApplication Load Balancerを使用するように選択できます。ロードバランサー

を使用するように設定されたサービスからタスクを起動すると、タスクがロードバランサーに登録さ
れます。ロードバランサーからのトラフィックがロードバランサー内のインスタンス間で分散されま
す。詳細については、「Application Load Balancer の概要」を参照してください。

Important

Application Load Balancers が AWS リソースに存在する間、コストが発生します。詳細につ
いては、「Application Load Balancer の料金」を参照してください。

次のステップを完了して、サービスでロードバランサーを使用します。

• [Container to load balance (負荷分散用のコンテナ)] セクションで、[Load balancer listener port 
(ロードバランサーリスナーポート)] を選択します。ここでのデフォルト値は、サンプルアプリ
ケーション用にセットアップされていますが、ロードバランサー用に異なるリスナーオプション
を設定できます。詳細については、「サービスの負荷分散 (p. 255)」を参照してください。

5. サービスの設定を確認し、[Save]、[Next] の順にクリックします。

ステップ 3: クラスターを設定する
ウィザードのこのセクションでは、クラスターに名前を付けます。それにより、Amazon ECS がネット
ワーキングおよび IAM 設定を代わりに行います。

1. [Cluster name] フィールドで、クラスターの名前を選択します。
2. [Next] をクリックして次に進みます。

ステップ 4: 確認
1. タスク定義、タスク設定、およびクラスター設定を確認して、[作成] をクリックすると完了です。[作

成ステータス] ページに進みます。このページでは、起動ステータスが示されます。プロセスの各ス
テップについて説明します (Auto Scaling グループの作成および入力が完了するまでには数分かかるこ
とがあります)。
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2. 起動が完了したら、[View service (サービスの表示)] を選択します。

ステップ 5: サービスを表示する
[Amazon ECS sample] (Amazon ECS サンプル) アプリケーションなど、サービスがウェブベースのアプリ
ケーションである場合 、ウェブブラウザでそのコンテナを表示できます。

1. [Service: [service-name]] (サービス：サービス名) ページで、[Tasks] (タスク) タブを選択します。
2. サービスで、タスクの一覧からタスクを選択します。
3. [Network] セクションで、タスクの [ENI Id] を選択します。Amazon EC2 コンソールに移動し、[IPv4 

Public IP] (IPv4 パブリック IP) アドレスを含む、タスクに関連付けられたネットワークインターフェ
イスの詳細を表示できます。

4. ウェブブラウザに [IPv4 Public IP] (IPv4 パブリック IP) アドレスを入力すると、[Amazon ECS 
sample] (Amazon ECS サンプル) アプリケーションを表示するウェブページが確認できます。

ステップ 6: クリーンアップする
Amazon ECS クラスターの使用が終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないよう、
それに関連付けられたリソースをクリーンアップする必要があります。

タスク、サービス、クラスター、コンテナインスタンスなど、一部の Amazon ECS リソースは、Amazon 
ECS コンソールを使用してクリーンアップします。Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing 
ロードバランサー、Auto Scaling グループなど他のリソースは、Amazon EC2 コンソールで手動でクリー
ンアップするか、それを作成した AWS CloudFormation スタックを削除することでクリーンアップする必
要があります。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
4. [Delete Cluster] を選択します。確認プロンプトで、delete me (削除) と入力し、 [Delete (削除)]を選択

します。クラスターを削除すると、Auto Scaling グループ、VPC、ロードバランサーなどを含むクラ
スターで作成された関連リソースがクリーンアップされます。
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AWS Fargate で Windows コンテナを使用して、クラ
シック Amazon ECS コンソールで開始する
現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細に
ついては、「the section called “AWS Fargate で Windows コンテナを使う場合のコンソールの使用方
法” (p. 26)」を参照してください。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービス
で、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことができます。AWS Fargate でサービスや
タスクを起動して、Amazon ECS 管理のサーバーレスインフラストラクチャにあるコンテナをホストする
ことができます。Amazon ECS Fargateでの広範囲な 概要については、AWS Fargateとは? (p. 1)を参照し
てください。

タスクに Fargate 起動タイプを使用して、AWS Fargate で Amazon ECS を開始します。Amazon ECS が 
AWS Fargateをサポートするリージョンでは、Amazon ECS 初回実行ウィザードで、Fargate 起動タイプ
使用してAmazon ECSを開始するためのプロセスをガイドします。ウィザードはクラスター作成のオプ
ションを提供し、サンプルのウェブアプリケーションを起動します。Amazon ECS で起動する Docker イ
メージがすでにある場合は、代わりにそのイメージを使用してタスク定義を作成し、クラスターに使用す
ることもできます。

前提条件
開始する前に、Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4) のステップを完了したこと、お
よび AWS ユーザーに AdministratorAccess または Amazon ECS 初回実行ウィザードのアクセス許
可 (p. 362) の IAM ポリシー例で指定されている必要なアクセス権限があることを確認します。

初回実行ウィザードは、Fargate タスクに必要なタスク実行 IAM ロールを自動的に作成しようとします。
初回実行のエクスペリエンスがこの IAM ロールを作成できるようにするには、次のいずれかがtrueである
必要があります。

• ユーザーが管理者権限を持っていることが必要です。詳細については、「Amazon ECS を使用するよう
にセットアップする (p. 4)」を参照してください。

• ユーザーがサービスロールを作成するための IAM 権限を持っていることが必要です。詳細については、
「AWS 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。

• 管理者権限を持つユーザーは、タスク実行ロールを手動で作成することにより、使用するアカウントで
有効にできます。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してくださ
い。

ステップ 1: クラスターを作成する
windows と呼ばれる新しいクラスターを作成できます。

AWS Management Console を使用してクラスターを作成するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] ページで、[Create Cluster] を選択します。
4. [Networking only] (ネットワークのみ)、[Next step] (次のステップ) の順に選択します。
5. [Cluster name] に、クラスターの名前を入力します (この例では、クラスターの名前は windows で

す)。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。
6. [Networking] (ネットワーク) セクションで、コンテナインスタンスを起動する VPC を設定します。デ

フォルトでは、クラスター作成ウィザードで作成される新しい VPC には、異なるアベイラビリティー
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ゾーンの 2 つのサブネットと、ポート 80 でインターネットに開かれているセキュリティグループが
設定されます。HTTP サービスには、この基本的な設定で十分です。ただし、これらの設定は以下の
サブステップに従って変更できます。

a. [CreateVPC] (VPC の作成) を選択して、新しい VPC を作成します。
b. (オプション) 新しい VPC の作成を選択した場合は、[CIDR Block] で VPC の CIDR ブロックを入

力します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネット」を参照してく
ださい。

c. [Subnet 1] (サブネット 1) および [Subnet 2] (サブネット 2) で、各サブネットの CIDR 範囲を入力
します。

7. 左タグセクションでは、クラスターに関連付ける各タグのキーと値を指定します。詳細については、
「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

8. [ CloudWatch コンテナインサイト] セクションで、クラスターの コンテナ インサイト を有効に
するかどうかを選択します。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイ
ト (p. 333)」を参照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

Note

Windows コンテナインスタンスがクラスターに登録されるまでには最大 15 分かかる場合が
あります。

ステップ 2: Windows タスク定義を登録する
Amazon ECS クラスターで Windows コンテナを実行する前に、タスク定義を登録する必要があります。
次のタスク定義の例では、mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis コンテナイメージを使用
してコンテナインスタンスのポート 8080 でシンプルなウェブページを表示します。

AWS Management Console を使用してサンプルタスク定義を登録するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[タスク定義] を選択します。
3. [Task Definitions] ページで、[Create new Task Definition] を選択します。
4. [Select launch type compatibilities] (起動タイプの互換性の選択) ページで、[Fargate]、[Next step] (次

のステップ) の順に選択します。
5. ページの末尾までスクロールし、[Configure via JSON] を選択します。
6. 以下のサンプルタスク定義 JSON をテキスト領域に貼り付け (その領域にあらかじめ入力されている 

JSON を置き換え)、[Save] を選択します。

operatingSystemFamily に、以下のいずれかを使用します。

• WINDOWS_SERVER_2019_FULL
• WINDOWS_SERVER_2019_CORE
• WINDOWS_SERVER_2022_FULL
• WINDOWS_SERVER_2022_CORE

{ 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "command": [ 
                "New-Item -Path C:\\inetpub\\wwwroot\\index.html -Type file -Value 
 '<html> <head> <title>Amazon ECS Sample App</title> <style>body {margin-top: 
 40px; background-color: #333;} </style> </head><body> <div style=color:white;text-
align:center> <h1>Amazon ECS Sample App</h1> <h2>Congratulations!</h2> <p>Your 
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 application is now running on a container in Amazon ECS.</p>'; C:\\ServiceMonitor.exe 
 w3svc" 
            ], 
            "entryPoint": [ 
                "powershell", 
                "-Command" 
            ], 
            "essential": true, 
            "cpu": 2048, 
            "memory": 4096,       
            "image": "mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-
ltsc2019", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                    "awslogs-group": "/ecs/fargate-windows-task-definition", 
                    "awslogs-region": "us-east-1", 
                    "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            }, 
            "name": "sample_windows_app", 
            "portMappings": [ 
                { 
                    "hostPort": 80, 
                    "containerPort": 80, 
                    "protocol": "tcp" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "memory": "4096", 
    "cpu": "2048", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "family": "windows-simple-iis-2019-core", 
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/ecsTaskExecutionRole", 
    "runtimePlatform": { 
        "operatingSystemFamily": "WINDOWS_SERVER_2019_CORE" 
    }, 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ]
}

7. 情報を確認し、[Create] (作成) を選択します。

AWS CLI を使用してサンプルタスク定義を登録するには

1. windows_fargate_sample_app.json という名前のファイルを作成します。
2. このファイルを任意のテキストエディタで開き、上のサンプルの JSON を追加して保存します。
3. AWS CLI を使用し、次のコマンドを実行して Amazon ECS にタスク定義を登録します。

Note

Windows クラスターがあるリージョンと同じリージョンを使うように AWS CLI が設定され
ていることを確認します。そうでない場合は、--region your_cluster_region オプ
ションをコマンドに追加します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json 
 file://windows_fargate_sample_app.json
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ステップ 3: タスク定義を使用してサービスを作成する
タスク定義を登録したら、それを使用してクラスターにタスクを配置できます。次の手順では、タスク定
義を使用してサービスを作成し、クラスターに 1 つのタスクを配置します。

コンソールを使用してタスク定義からサービスを作成するには

1. [Task Definition: windows_fargate_sample_app] (タスク定義: windows_fargate_sample_app) 登録確認
ページで、[Actions] (アクション)、[Create Service] (サービスの作成) の順に選択します。

2. [Create Service] ページで、以下の情報を入力し、[Create service] を選択します。

• 起動タイプ: Fargate
• [Platform operating system] (プラットフォームオペレーティングシステム):
WINDOWS_SERVER_2019_FULL、WINDOWS_SERVER_2019_CORE、WINDOWS_SERVER_2022_FULL、
または WINDOWS_SERVER_2022_CORE

• Cluster: windows
• [Service name:] (サービス名:) windows_fargate_sample_app
• [Service type] (サービスタイプ): REPLICA
• Number of tasks: 1
• デプロイタイプ: ローリング更新

AWS CLI でタスク定義からサービスを作成するには

• AWS CLI で、次のコマンドを実行してサービスを作成します。

aws ecs create-service --cluster windows --task-definition windows-simple-iis --
desired-count 1 --service-name windows_fargate_sample_app

ステップ 4: サービスを表示する
サービスによってクラスターでタスクが起動されたら、サービスを表示し、ブラウザで IIS テストページ
を開いてコンテナが実行中であることを確認できます。

Note

コンテナインスタンスで Windows コンテナベースレイヤーをダウンロードして抽出するまでに最
大 15 分かかる場合があります。

サービスを表示するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. [Clusters] ページで、[windows] クラスターを選択します。
3. [Services] (サービス) タブで、[windows_fargate_sample_app] サービスを選択します。
4. [Service: windows_fargate_sample_app] ページで、サービス内のタスクのタスク ID を選択します。
5. [Task] ページで、windows_fargate コンテナを展開してその情報を表示します。
6. コンテナの [Network bindings] で、[External Link] の IP アドレスとポートの組み合わせのリンクを確

認します。そのリンクを選択してブラウザで IIS テストページを開きます。
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ステップ 5: クリーンアップ
Amazon ECS クラスターの使用が終了したら、使用していないリソースに対する料金が発生しないよう、
それに関連付けられたリソースをクリーンアップする必要があります。

タスク、サービス、クラスター、コンテナインスタンスなど、一部の Amazon ECS リソースは、Amazon 
ECS コンソールを使用してクリーンアップします。Amazon EC2 インスタンス、Elastic Load Balancing 
ロードバランサー、Auto Scaling グループなど他のリソースは、Amazon EC2 コンソールで手動でクリー
ンアップするか、それを作成した AWS CloudFormation スタックを削除することでクリーンアップする必
要があります。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
4. [Delete Cluster] を選択します。確認プロンプトで、delete me (削除) と入力し、 [Delete (削除)]を選択

します。クラスターを削除すると、Auto Scaling グループ、VPC、ロードバランサーなどを含むクラ
スターで作成された関連リソースがクリーンアップされます。

クラシック Amazon ECS コンソールでのクラス
ター管理

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

Amazon ECS クラスターリソースの実行は、クラシックコンソールを使用しても設定できます。

トピック
• 従来のコンソールを使用したクラスターの作成 (p. 518)
• クラシックコンソールを使用してクラスターを削除するには (p. 519)

従来のコンソールを使用したクラスターの作成

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラスター作成” (p. 56)」を
参照してください。
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このトピックで説明しているように、クラシック AWS Management Console を使用して Amazon ECS 
クラスターを作成できます。開始する前に、Amazon ECS を使用するようにセットアップする (p. 4) のス
テップを完了するようにしてください。

このコンソールクラスター作成ウィザードでは、AWS CloudFormationスタックを作成することで Amazon 
ECS クラスターに必要なリソースを簡単に作成できます。また、いくつかの一般的なクラスター設定オ
プションをカスタマイズできます。ただし、このウィザードでは、一部のリソースオプションをカスタマ
イズすることはできません。このウィザードでサポートされない要件がある場合には、https://github.com/ 
awslabs/ecs-refarch-cloudformation のリファレンスアーキテクチャの使用を検討します。

基になるクラスターリソースをウィザードで作成した後に直接追加または変更すると、クラスターを削
除しようとしたときにエラーが発生することがあります。AWS CloudFormation はこれをスタックドリ
フトと呼んでいます。既存のAWS CloudFormationスタックでのドリフトの検出の詳細については、AWS 
CloudFormationユーザーガイドの「CloudFormation スタック全体のドリフトの検出」を参照してくださ
い 。

クラスターを作成するには (AWS Management Console)

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] ページで、[Create Cluster] を選択します。
5. [Select cluster compatibility (クラスターの互換性を選択)] で、[Networking only (ネットワークのみ)]、

[Next Step (次のステップ)] の順に選択します。

Important

FARGATE および FARGATE_SPOT キャパシティープロバイダーは、クラスターに自動的に関
連付けられます。詳細については、「AWS Fargate キャパシティープロバイダー (p. 62)」を
参照してください。

6. [Configure cluster (クラスターの設定)] ページで、[クラスター名] に入力します。最大 255 文字の英字 
(大文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。

7. [Networking] (ネットワーク) セクションで、クラスター用の VPC を設定します。デフォルト設定をそ
のまま使用するか、以下のステップに従ってこれらの設定を変更することもできます。

a. (オプション) 新しい VPC を作成することを選択した場合は、[CIDR Block] (CIDR ブロック) で 
VPC の CIDR ブロックを選択します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC 
とサブネット」を参照してください。

b. [Subnets] (サブネット) で、VPC に使用するサブネットを選択します。デフォルト設定をそのま
ま使用するか、またはニーズを満たすように変更できます。

8. [CloudWatch Container Insights] セクションで、クラスターの Container Insights を有効にするかどう
かを選択します。詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)」を参
照してください。

9. [Create] (作成) を選択します。

クラシックコンソールを使用してクラスターを削除す
るには

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したクラスター削除” (p. 58)」を参照してください。
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クラスターの使用を終了する場合は、クラスターを削除できます。クラスターを削除すると、INACTIVE
状態に移行します。INACTIVE ステータスのクラスターは、一定期間アカウント内で検出可能なままにな
る場合があります。ただし、この動作は今後変更される可能性があるため、INACTIVE クラスターの永続
化に頼るべきではありません。

Amazon ECS コンソールでクラスターを削除すると、同時に削除される関連付けられたリソースは、クラ
スターの作成方法によって異なります。この条件については、以下の手順のステップ 5 で説明します。

クラスターが AWS Management Console を使用して作成された場合は、クラスターの削除時にクラス
ター用に作成された AWS CloudFormation スタックも削除されます。基になるクラスターリソースを追加
または変更すると、クラスターを削除する際にエラーが発生することがあります。AWS CloudFormation 
は、これをスタックドリフトと呼んでいます。既存のAWS CloudFormationスタックでのドリフトの検出
の詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「AWS CloudFormationスタック全体のドリフ
トの検出」を参照してください。

クラシックコンソールを使用してクラスターを削除するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) 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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、削除するクラスターを選択します。
5. ページの右上で、[Delete Cluster (クラスターを削除)] を選択します。確認プロンプトが表示されま

す。
6. 確認ボックスに[削除]と入力してください。

クラシック Amazon ECS コンソールでのタスク定
義管理

Amazon ECS タスク定義の実行は、クラシックコンソールを使用しても設定できます。

トピック
• クラシックコンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 520)
• クラシックコンソールを使用したタスク定義の更新 (p. 523)
• タスク定義のリビジョンから登録解除するには (p. 524)

クラシックコンソールを使用したタスク定義の作成
現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したタスク定義の作成” (p. 73)」を参照してください。

Important

Amazon ECS で、タスク定義を作成するための新しいコンソールエクスペリエンスが利用可能に
なりました。詳細については、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を参照してく
ださい。
新しいコンソールを使用して、WINDOWS_SERVER_2022_FULL を備えた Fargate または
WINDOWS_SERVER_2022_CORE オペレーティングシステムで Windows コンテナのタスク定義を
作成する必要があります。

Docker コンテナを Amazon ECS で実行する際には、タスク定義を作成しておく必要があります。タスク
定義を作成してあると、これを、複数のコンテナとデータボリュームを定義するために使用できます。タ
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スク定義で使用できるパラメータの詳細については、「タスク定義パラメータ (p. 89)」を参照してくださ
い。

新しいタスク定義を作成するには (クラシック Amazon ECS コンソール)

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Task Definitions (タスク定義)]、[Create new Task Definition (新しいタスク

定義の作成)] の順に選択します。
3. [Select launch type compatibilities (起動タイプの互換性の選択)] ページで、[FARGATE]、[Next step 

(次のステップ)] の順に選択します。
4. (オプション) JSON 形式のタスク定義の場合は、以下のステップを実行します。

a. [Configure task and container definitions] (タスクとコンテナ定義の設定) ページで、ページの下部
までスクロールし、[Configure via JSON] (JSON による設定) を選択します。

b. JSON 形式のタスク定義をテキスト領域に貼り付け、[Save] を選択します。
c. 情報を確認し、[Create] (作成) を選択します。

ページの末尾までスクロールし、[Configure via JSON] を選択します。
5. [Task Definition Name (タスク定義名)] に、タスク定義の名前を入力します。最大 255 文字の英字 (大

文字と小文字)、数字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。
6. [Operating system family] (オペレーティングシステムファミリ) を使用する場合、タスクが実行される

コンテナオペレーティングシステムを選択します。
7. [Task execution IAM role] で、タスク実行ロールを選択するか、[Create new role (新しいロールの作

成)] を選択してコンソールで自動的に作成します。詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM 
ロール (p. 382)」を参照してください。

8. [Task size] で、[Task memory (GB)] および [Task CPU (vCPU)] の値を選択します。次の表では、有効
な組み合わせを示しています。

CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

256 (.25 vCPU) 512 MiB、1 GB、2 GB Linux

512 (.5 vCPU) 1 GB、2 GB、3 GB、4 GB Linux

1,024 (1 vCPU) 2 GB、3 GB、4 GB、5 GB、6 
GB、7 GB、8 GB

Linux、Windows

2,048 (2 vCPU) 4 GB ～ 16 GB (1 GB のインク
リメント)

Linux、Windows

4,096 (4 vCPU) 8 GB ～ 30 GB (1 GB のインク
リメント)

Linux、Windows

8192 (8 vCPU)

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

16 GB～60 GB (4 GB のインク
リメント)

Linux

16384 (16vCPU) 32 GB～120 GB (8 GB のイン
クリメント)

Linux
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CPU の値 メモリの値 AWS Fargate でサポートされる
オペレーティングシステム

Note

このオプションには 
Linux プラットフォー
ム 1.4.0 以降が必要
です。

9. タスク定義内のコンテナごとに、以下の手順を実行します:

a. [Add container] を選択します。
b. コンテナの定義で使用するために、必須のフィールドとオプションのフィールドに入力します。

その他のコンテナの定義パラメータは、[Advanced container configuration] (詳細コンテナ設定) メ
ニューより設定できます。詳細については、「タスク定義パラメータ (p. 89)」を参照してくださ
い。

c. [追加] を選択して、タスク定義にコンテナを追加します。
10. (オプション) [Service Integration (サービス統合)] で、 App Mesh 統合のパラメータを設定するには、

[Enable App Mesh integration (App Mesh 統合を有効にする)] を選択し、次の手順を実行します。

a. メッシュ名には、使用する既存の App Mesh Service メッシュを選択します。メッシュがリスト
に表示されない場合は、最初にメッシュを作成する必要があります。詳細については、AWS App 
Mesh ユーザーガイドの「サービスメッシュ」を参照してください。

Note

Fargate の Windows コンテナでこの機能は使用できません。
b. [App Mesh endpoints] (App Mesh エンドポイント) に、以下のいずれかのオプションを選択しま

す。

• [Virtual node (仮想ノード)] — 次の情報を入力または選択します。
• [Application container name (アプリケーションコンテナ名)] で、 App Mesh 統合に使用する

コンテナ名を選択します。このコンテナは、タスク定義内ですでに定義されている必要があ
ります。

• [Virtual node name (仮想ノード名)] で 既存のApp Mesh 仮想ノードの名前を選択します。仮
想ノードがリストに表示されていない場合は、最初に作成する必要があります。詳細につい
ては、AWS App Meshユーザーガイドの仮想仮想ノードを参照してください。

• [Virtual node port (仮想ノードポート)] には、App Mesh の仮想ノードで設定されたリスナー
ポートが事前に入力されます。

• [Virtual gateway (仮想ゲートウェイ)] — 次の情報を入力または選択します。
• [Virtual gateway name] (仮想ゲートウェイ名) で、使用する既存の App Mesh 仮想ゲートウェ

イを選択します。仮想ゲートウェイがリストに表示されていない場合は、最初に作成する
必要があります。詳細については、AWS App Mesh ユーザーユーザーガイド の 「Virtual 
gateways (ゲートウェイ)」を参照してください。

• [Virtual gateway port (仮想ゲートウェイポート)] — App Mesh の仮想ゲートウェイで設定さ
れたリスナーポートが事前に入力されます。

c. [Envoy image] (Envoy イメージ) で、me-south-1 および ap-east-1 を除くすべてのリージョ
ンに「840364872350.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-appmesh-envoy:v1.15.1.0-
prod」を入力します。me-south-1 us-west-2 ap-east-1は###を除く任意のリージョンに
置き換えることができます。アプリケーションがこれらのリージョンのいずれかにある場合
は、840364872350をお住まいのリージョンに適した値に変更する必要があります。詳細につい
ては、AWS App Mesh ユーザーガイドの「Envoy イメージ」を参照してください。

d. [適用]、[確認] の順に選択します。これにより、タスク定義に対する新しい Envoy プロキシコン
テナと、それをサポートする設定が追加されます。[Virtual node] (仮想ノード) を選択した場合、
次のステップのために App Mesh プロキシ設定が自動入力されます。[Virtual gateway (仮想ゲー
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トウェイ)] を選択すると、プロキシ設定は無効になります。これは、仮想ゲートウェイには使用
されないためです。

11. (オプション) サービス統合の仮想ノードを選択すると、プロキシ設定で、事前に入力されたすべて
の値を確認します。これらのフィールドの詳細については、[Update services (サービスの更新)] の
「JSON」タブを参照してください。

12. (オプション) [Log Router Integration (ログルーターの統合)] では、カスタムログルーティング設定を
追加できます。FireLens 統合を有効にするを選択して、以下の操作を実行します。

Note

Fargate の Windows コンテナでこの機能は使用できません。

a. [Type] (タイプ) で、使用するログルーターのタイプを選択します。
b. [Image] (イメージ) に、ログルーターコンテナのイメージ URI を入力します。ログルータータ

イプで fluentbit を選択した場合、[Image] (イメージ) フィールドでは、Fluent Bit イメージ
に対して AWS が自動入力されます。詳細については、「Fluent Bit イメージに AWS を使用す
る (p. 144)」を参照してください。

c. [Apply (適用)] を選択します。これにより、log_router という名前のタスク定義に新しいログ
ルーターコンテナが作成され、サポートする設定を適用します。ログルーター統合フィールドを
変更する場合は、FireLens コンテナを更新するために [Apply (適用)] をもう一度選択します。

13. (オプション) タスクのデータボリュームを定義するには、[Add volume] (ボリュームの追加) を選択し
ます。詳細については、「タスクでのデータボリュームの使用 (p. 123)」を参照してください。

• [Name (名前)] に、ボリュームの名前を入力します。最大 255 文字の英字 (大文字と小文字)、数
字、ハイフン、アンダースコアを使用できます。

14. [Tags (タグ)] セクションで、タスク定義に関連付ける各タグのキーと値を指定します。詳細について
は、「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

15. [Create] (作成) を選択します。

新しいタスク定義を作成するには (AWS CLI)

• register-task-definition コマンドを実行します。詳細については、「AWS Command Line 
Interface リファレンス」の「register-task-definition」を参照してください。

クラシックコンソールを使用したタスク定義の更新

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したタスク定義の更新” (p. 82)」を参照してください。

あるタスク定義リビジョンは、現在のタスク定義のコピーであり、新しいパラメータ値が既存のパラメー
タ値に置き換えられます。変更しないパラメータはすべて新しいリビジョンにあります。

タスク定義を更新するには、タスク定義リビジョンを作成します。サービスでタスク定義を使用する場
合、更新されたタスク定義を使用するようサービスを更新する必要があります。

タスク定義リビジョンを作成するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、タスク定義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、[Task Definitions (タスク定義)] を選択します。
4. [Task Definitions (タスク定義)] ページで、変更するタスク定義の左側にあるボックスをオンにし、

[Create new revision (新しいリビジョンの作成)] を選択します。
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5. [Create new revision of Task Definition (タスク定義の新しいリビジョンの作成)] ページで変更を加えま
す。たとえば、既存のコンテナ定義 (コンテナイメージ、メモリ制限、ポートマッピングなど) を変更
する場合は、コンテナを選択して変更を加えてから、[Update] (更新) を選択します。

6. 情報を確認し、[Create] を選択します。
7. サービスでタスク定義を使用する場合、更新されたタスク定義でサービスを更新します。詳細につい

ては、「コンソールを使用したサービスの更新 (p. 237)」を参照してください。

タスク定義のリビジョンから登録解除するには

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “新しいコンソールを使用したタスク定義リビジョンの登録解除” (p. 84)」を
参照してください。

Amazon ECS で特定のタスク定義が不要になった場合は、そのタスク定義リビジョンを登録解除すると、
タスクの実行やサービスの更新時、タスク定義リビジョンは ListTaskDefinition API コールやコン
ソールに表示されなくなります。

登録解除されたタスク定義リビジョンは、すぐに INACTIVE にマークされます。INACTIVE タスク
定義リビジョンを参照する既存のタスクおよびサービスは、中断することなく引き続き実行されま
す。INACTIVE タスク定義のリビジョンを参照する既存のサービスは、希望するサービスの数を変更する
ことでスケールアップまたはスケールダウンできます。

INACTIVE タスク定義のリビジョンを使用して、新しいタスクを実行したり、新しいサービスを作成した
りすることはできません。また、INACTIVE タスク定義のリビジョンを参照するように、既存のサービス
を更新することもできません。ただし、登録解除後 10 分経過するまでは、これらの制限が有効にならな
いことがあります。

Note

タスク定義ファミリーを一度に登録解除することはできません。登録解除できるのは、個別のリ
ビジョン、またはファミリー内の複数のリビジョンのみです。すべてのリビジョンを登録解除す
ると、タスク定義ファミリーが INACTIVE リストに移動されます。INACTIVE タスク定義の新し
いリビジョンを追加すると、タスク定義ファミリーが ACTIVE リストに戻ります。
現時点では、INACTIVE タスク定義のリビジョンはアカウントで無期限に検出可能です。ただ
し、この動作は、今後変更される可能性があります。したがって、関連するタスクおよびサービ
スのライフサイクル以後にも持続する INACTIVE タスク定義のリビジョンに、依存するような構
成は避けてください。

新しいタスク定義の登録を解除するには (クラシック Amazon ECS コンソール)

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、タスク定義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、[Task Definitions (タスク定義)] を選択します。
4. [Task Definitions] (タスク定義) ページで、登録解除する 1 つ以上のタスク定義リビジョンを含むタス

ク定義ファミリーを選択します。
5. [Task Definition name] (タスク定義) ページで、登録解除する各タスク定義リビジョンの左側でボック

スを選択します。
6. [Actions]、[Deregister] の順に選択します。
7. [Deregister task definition] (タスク定義の登録解除) ウィンドウの情報を確認し、[Deregister] (登録解

除) を選択して終了します。
8. (オプション) タスク定義ファミリーの登録を解除するには、それぞれ ACTIVE 修正について上記の手

順を繰り返します。

524

https://console.aws.amazon.com/ecs/


Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド
クラシック Amazon ECS コンソールでのタスク管理

クラシック Amazon ECS コンソールでのタスク管
理

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

クラシックコンソールを使用しても Amazon ECS タスクを設定し実行できます。

トピック
• クラシック Amazon ECS コンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する方法 (p. 525)

クラシック Amazon ECS コンソールを使用してスタ
ンドアロンタスクを実行する方法

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “Amazon ECS コンソールを使用したスタンドアロンタスクの実行” (p. 202)」
を参照してください。

一部の状況によって、アプリケーションをスタンドアロンタスクとしてデプロイすることをお勧めしま
す。例えば、アプリケーションを開発しているが、このアプリケーションをサービススケジューラでデプ
ロイする準備はできていないとします。アプリケーションが 1 回限りまたは定期的なバッチジョブの場
合、実行させ続けたり、終了後に再起動したりすることは不適切です。

アプリケーションを継続的に実行するようにデプロイしたり、ロードバランサーの背後に配置したりする
には、Amazon ECSサービスを作成します。詳細については、「Amazon ECS サービス (p. 212)」を参照
してください。

Classic console

クラシックコンソールを使用してスタンドアロンタスクを実行する方法

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択し、実行するタスク定義を選択します。

• タスク定義の最新のリビジョンを実行するには、実行するタスク定義の左側にあるチェック
ボックスを選択します。

• タスク定義の以前のリビジョンを実行するには、タスク定義を選択してすべてのアクティブな
リビジョンを確認します。最後に、実行するリビジョンを選択します。

3. [Actions]、[Run Task] を選択します。
4. [タスクの実行] ページで、次の手順を実行します。

a. キャパシティープロバイダー戦略または起動タイプを選択します。

• Capacity provider strategy(キャパシティープロバイダー戦略)を使用し、Switch to capacity 
provider strategy(キャパシティープロバイダー戦略に切り替える)を選択します。次に、タ
スクがクラスターに定義されたデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を使用する
か、それともカスタムのキャパシティープロバイダー戦略を使用するか選択します。キャ
パシティープロバイダーは、カスタムキャパシティープロバイダー戦略で使用するクラス
ターに関連付ける必要があります。詳細については、「Amazon ECS キャパシティープロ
バイダー (p. 59)」を参照してください。
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• 起動タイプを使用するには、起動タイプへの切り替えを選択して EC2 または
EXTERNALのいずれかを選択します。起動タイプの詳細については、「Amazon ECS 起動
タイプ (p. 120)」を参照してください。

b. [Operating system family] (オペレーティングシステムファミリ) では、タスクが実行されるコ
ンテナオペレーティングシステムを選択します。

c. [Cluster] で、使用するクラスターを選択します。
d. Number of tasks(タスクの数)で、このタスク定義で起動するタスクの数を入力します。
e. Task group(タスクグループ)で、タスクグループの名前を入力します。

5. タスク定義で awsvpc ネットワークモードを使用している場合、以下のサブステップを実行しま
す。それ以外の場合は、次のステップに進みます。

a. Cluster VPCでは、コンテナインスタンスが存在する VPC を選択します。
b. [Subnets] では、タスクで利用できるサブネットを選択します。

Important

awsvpc ネットワークモードではプライベートサブネットだけがサポートされま
す。タスクはパブリック IP アドレスを受信しません。したがって、アウトバウンド
のインターネットアクセスには NAT ゲートウェイが必要であり、またインバウンド
のインターネットトラフィックは、ロードバランサーを経由します。

c. Security groups(セキュリティグループ)で、タスク用のセキュリティグループが作成され、
インターネットからの HTTP トラフィックが許可されるようになります(0.0.0.0/0)。このセ
キュリティグループの名前やルールを編集するには、[Edit] (編集) を選択してセキュリティグ
ループ設定を変更します。既存のセキュリティグループを選択する場合、同じ操作を行いま
す。

6. (オプション) コマンド、環境変数、タスクのIAMロール、またはタスクの実行ロールのオーバー
ライドをタスク定義の 1 つ以上のコンテナに送信するには、Advanced Options(詳細オプション)] 
を選択して次のステップを実行します。

Note

タスク定義のパラメータ値を使用する場合は、オーバーライドを指定する必要はありま
せん。これらのフィールドは、タスク定義で指定された値をオーバーライドするために
のみ使用されます。

a. Task Role Override(タスクロールの上書き)で、このタスクがタスク定義で指定されたIAM
ロールをオーバーライドするためのIAMロールを選択します。詳細については、「タスク 
IAM ロール (p. 387)」を参照してください。

ecs-tasks.amazonaws.com信頼関係を持つロールのみが表示されます。タスクの IAM 
ロールを作成する方法については、「タスク用の IAM ロールとポリシーの作成 (p. 388)」を
参照してください。

b. Task Execution Role Override (タスク実行ロールの上書き)で、タスク定義で指定されたタ
スク実行ロールをオーバーライドするためのタスク実行ロールを選択します。詳細について
は、「Amazon ECS タスク実行IAM ロール (p. 382)」を参照してください。

7. (オプション) コンテナコマンドと環境変数をオーバーライドするには、[Container Overrides] (コ
ンテナの上書き) を展開し、コンテナを展開します。

• タスク定義コマンド以外のコンテナにコマンドを送信するには、[コマンドの上書き] で Docker 
コマンドを入力します。

Docker 実行コマンドの詳細については、「Docker リファレンスマニュアル」の「Docker Run 
reference」(Docker 実行リファレンス) を参照してください。

• [Add Environment Variable] (環境変数の追加) で、環境変数を追加します。Keyに、環境変数の
名前を入力します。Value(値) で、(文字列を囲む二重引用符 (" ") なしで) 環境値の文字列値を
入力します。
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AWS は文字列を二重引用符 (" ") で囲み、次の形式で文字列をコンテナに渡します。

MY_ENV_VAR="This variable contains a string."

8. [Task tagging configuration (タスクのタグ付け設定)] セクションで、以下のステップを実行しま
す。

a. Amazon ECS で各タスクに Amazon ECS マネージﾄﾞタグを自動的にタグ付けする場合
は、[Enable ECS managed tags] (ECS マネージドタグを有効にする) を選択します。詳細に
ついては、「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

b. [Propagate tags from (タグの伝播元)] で、次のいずれかを選択します。

• [Do not propagate] (伝播しない) – このオプションでは、どのタグも伝播しません。
• Task Definitions (タスク定義) – このオプションでは、タスク定義に指定されているタグを

タスクに伝播します。

Note

Tagsセクションで、同じkeyで、タグを指定すると、タスク定義から伝播された
タグが上書きされます。

9. Tagsセクションで、タスクに関連付ける各タグのキーと値を指定します。詳細については、
「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

10. タスク情報を確認し、[Run Task] を選択します。

Note

タスクが PENDING から STOPPED ステータスに変わった場合、エラーのためにタスクが
停止している可能性があります。リストされたタスクから PENDING ステータスが表示
されて消えた場合、同じ事象が発生しています。詳細については、トラブルシューティ
ングセクションの「停止されたタスクでのエラーの確認 (p. 495)」を参照してください。

Command line

run-task コマンドを実行します。詳細については、「AWS Command Line Interface リファレン
ス」の「run-task」を参照してください。

クラシック Amazon ECS コンソールのサービス管
理

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

トピック
• クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの作成 (p. 528)
• クラシックコンソールを使用したサービスの更新 (p. 540)
• クラシックコンソールを使用してサービスを削除するには (p. 542)
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クラシックコンソール内の Amazon ECS サービスの
作成

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したサービスの作成” (p. 228)」を参照してください。

Amazon ECS サービスを作成するとき、サービスの内容と動作を定義するパラメータを指定します。こ
れらのパラメータを使用してサービス定義が作成されます。詳細については、「サービス定義パラメー
タ (p. 213)」を参照してください。

Fargate インスタンスまたは Amazon EC2 インスタンスでホストされているサービスについては、オプ
ションで Elastic Load Balancing ロードバランサーを設定し、サービス内のコンテナ間にトラフィックを
分散することができます。詳細については、「サービスの負荷分散 (p. 255)」を参照してください。

Note

Amazon EC2 インスタンスでホストされているサービスでロードバランサーを使用する場合は、
インスタンスがロードバランサーからトラフィックを受信できることを確認します。ロードバラ
ンサーのセキュリティグループからのインスタンスにおけるすべてのポートに対するトラフィッ
クを許可できます。これにより、トラフィックは、動的に割り当てられたポートを使用するすべ
てのコンテナに到達できます。

クラシック Amazon ECS コンソールを使用してサービスの作成
Important

Amazon ECS は、サービスを作成するための新しいコンソールエクスペリエンスを提供しまし
た。詳細については、「コンソールを使用したサービスの作成 (p. 228)」を参照してください。
Fargate 起動タイプに Windows サービスを作成する場合、クラシックコンソールを使用する必要
があります。
Amazon CloudWatch アラームメソッドを使用してデプロイの失敗を検出する場合は、新しいコン
ソールを使用する必要があります。詳細については、「the section called “コンソールを使用した
サービスの作成” (p. 228)」を参照してください。

Amazon ECS コンソールには、サービスの作成ウィザードが用意されています。このウィザードでは、
サービスを作成する手順を順を追って説明します。

まだ実行していない場合は、ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528) の基本的なサービ
ス設定手順に従います。

トピック
• ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528)
• ステップ 2: ネットワークの設定 (p. 531)
• ステップ 3: ロードバランサーを使用するようにサービスを設定する (p. 531)
• ステップ 4:サービスの検出を使用するようにサービスを設定する (p. 536)
• ステップ 5: Service Auto Scaling を使用するようにサービスを設定する (p. 537)
• ステップ 6: サービスを確認して作成する (p. 539)

ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定
Important

Amazon ECS は、サービスを作成するための新しいコンソールエクスペリエンスを提供しまし
た。詳細については、「コンソールを使用したサービスの作成 (p. 228)」を参照してください。
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すべてのサービスには、使用するタスク定義、サービスを実行するクラスター、サービスに配置するタス
クの数など、サービスを定義するいくつかの設定パラメータが必要です。これは、サービス定義と呼ばれ
ます。サービス定義で定義されるパラメータの詳細については、「サービス定義パラメータ (p. 213)」を
参照してください。

この手順は、サービスを作成する方法と必要な基本サービス定義パラメータについて説明します。これら
のパラメータを作成してから、サービスの作成、またはオプションのサービス定義の設定手順に移行でき
ます。例えば、ロードバランサーを使用するようにサービスを設定することができます。

Note

クラスターがデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略で設定されている場合、コンソール
を使用するときにデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略を使用してのみサービスを作
成できます。同様に、デフォルトのキャパシティープロバイダーが定義されていない場合、コン
ソールを使用してサービスを作成するときにのみ起動タイプを使用できます。現時点では、コン
ソールでキャパシティープロバイダーと起動タイプの両方を使用した混合戦略を持つことはでき
ません。

基本的なサービス定義パラメータを設定するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、クラスターの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、[Task Definitions] (タスク定義) を選択し、サービスを作成するタスク定義

を選択します。
4. [Task Definition name] (タスク定義名) ページで、サービスを作成するタスク定義のリビジョンを選択

します。
5. タスク定義を確認し、[Action] (アクション)、[Create Service] (サービスの作成) を選択します。
6. [サービスの設定] ページで、次の手順を実行します。

a. キャパシティープロバイダー戦略または起動タイプを選択します。

• [Capacity provider strategy] (キャパシティープロバイダー戦略) を使用するには、最初に
[Switch to capacity provider strategy] (キャパシティープロバイダー戦略に切り替え) を選択しま
す。次に、サービスがクラスターに定義されたデフォルトのキャパシティープロバイダー戦略
を使用するか、それともカスタムのキャパシティープロバイダー戦略を使用するかを選択しま
す。キャパシティープロバイダーは、カスタムキャパシティープロバイダー戦略で使用するク
ラスターに既に関連付けられている必要があります。詳細については、「Amazon ECS キャパ
シティープロバイダー (p. 59)」を参照してください。

• [起動タイプ] を使用するには、[起動タイプを切り替える] をクリックして [FARGATE]、
[EC2] または [外部]を選択します。起動タイプの詳細については、「Amazon ECS 起動タイ
プ (p. 120)」を参照してください。

b. [Platform operating system] (プラットフォームのオペレーティングシステム) で Fargate 起動タイ
プを選択する場合、プラットフォームのオペレーティングシステムを選択します (例: [LINUX])。

c. [プラットフォームのバージョン] では、Fargate キャパシティープロバイダーまたは Fargate 起動
タイプを選択している場合、使用するプラットフォームのバージョンを選択します。

Note

[LATEST] (最新) のプラットフォームバージョンが選択されるとき、タスクに指定され
たオペレーティングシステムを検証し、適切なプラットフォームバージョンを設定しま
す。オペレーティングシステムが Windows-Server-2019-Full または Windows-
Server-2019-Core に設定されている場合、1.0.0 プラットフォームが使用されま
す。オペレーティングシステムが Linux の場合、1.4.0 プラットフォームが使用されま
す。

d. [Cluster] (クラスター): サービスを作成するクラスターを選択します。
e. [Service name] (サービス名): サービスの一意の名前を入力します。
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f. Service type (サービスタイプ): サービスのスケジュール戦略を選択します。詳細については、
「サービススケジューラの概念 (p. 212)」を参照してください。

g. [Number of tasks] (タスクの数): REPLICA サービスタイプを選択する場合は、クラスター上で起
動して維持するタスクの数を入力します。

Note

起動タイプが EC2 であり、タスク定義でコンテナインスタンスの静的ホストポート
マッピングを使用する場合は、サービスのタスクごとにクラスターで、指定したポート
を使用できるコンテナインスタンスが 1 つ以上必要です。この制限は、タスク定義で
bridge ネットワークモードを使用した動的ホストポートマッピングを使用する場合は
適用されません。詳細については、「portMappings (p. 95)」を参照してください

h. [Rolling update] (ローリング更新) デプロイタイプを使用している場合は、次のデプロイ設定
パラメータを入力します。これらのパラメータの使用方法の詳細については、「デプロイ設
定 (p. 217)」を参照してください。

• [Minimum healthy percent] (最小正常率): デプロイ中にサービスが RUNNING 状態を維持する必
要があるタスクの数の下限を入力します。必要なタスク数のパーセンテージ (%) としての数値
を指定します。この数は整数でなければなりません。

• [Maximum percent] (最大パーセント): デプロイ中にサービスが RUNNING または PENDING 状態
で許可するタスクの数の上限を入力します。必要なタスク数のパーセンテージ (%) としての数
値を指定します。この数は整数でなければなりません。

7. [展開サーキットブレーカー]には、展開サーキットブレーカーロジックを選択します。詳細について
は、「the section called “デプロイサーキットブレーカー” (p. 242)」を参照してください。

8. [デプロイ] ページで、次の手順を実行します。

a. [Deployment type] (デプロイタイプ) で、サービスがローリング更新のデプロイを使用するか、ま
たは AWS CodeDeploy を使用した ブルー/グリーンデプロイを使用するかを選択します。詳細に
ついては、「Amazon ECS デプロイタイプ (p. 241)」を参照してください。

b. ブルー/グリーンデプロイの場合、次の手順を実行します。

i. [Deployment configuration] (デプロイ設定) にとって、タスクセットが更新されたときにトラ
フィックがどのようにシフトされるかを選択します。詳細については、「CodeDeploy によ
る Blue/Green デプロイ (p. 245)」を参照してください。

ii. [Service role for CodeDeploy] で、AWS CodeDeployの IAM サービスロールを選択します。
詳細については、「Amazon ECS CodeDeploy IAM ロール (p. 393)」を参照してください。

9. [Task tagging configuration (タスクのタグ付け設定)] セクションで、以下のステップを実行します。

a. Amazon ECS でサービス内のタスクにAmazon ECS マネージﾄﾞタグを自動的にタグ付けする場
合は,Enable ECS managed tags(ECSマネージドタグを有効にする)を選択します。詳細について
は、「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

b. [Propagate tags from (タグの伝播元)] で、次のいずれかを選択します。

• Do not propagate (伝播しない) – このオプションでは、サービスのタスクに対して、どのタグ
も伝播しません。

• Service (サービス) – このオプションでは、サービスで指定されたタグを、サービスの各タスク
に伝播します。

• Task Definitions (タスク定義) – このオプションでは、タスクのタスク定義に指定されているタ
グを、サービスのタスクに伝播します。

Note

Tagsセクションで、同じkeyで、タグを指定すると、サービスまたはタスク定義のいず
れかから伝播されたタグが上書きされます。
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10. Tagsセクションで、タスクに関連付ける各タグのキーと値を指定します。詳細については、
「Amazon ECS リソースにタグを付ける」を参照してください。

11. [次のステップ] を選択し、「ステップ 2: ネットワークの設定 (p. 531)」に移動します。

ステップ 2: ネットワークの設定

サービスのタスク定義で awsvpc ネットワークモードを使用する場合、VPC、サブネット、セキュリティ
グループをサービスに設定する必要があります。

サービスのタスク定義が bridge、host、または none のネットワークモードを使用している場合は、次
のステップ、[ステップ 3: ロードバランサーを使用するようにサービスを設定する (p. 531)] に進むこと
ができます。

Amazon EC2 インスタンスでホストされているタスクについては、awsvpc ネットワークモードでは、タ
スク ENI にパブリック IP アドレスを提供しません。インターネットにアクセスするために、Amazon EC2 
インスタンスでホストされているタスクを、NAT ゲートウェイを使用するように設定されたプライベート
サブネットで起動できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の NAT ゲートウェイ を参照
してください。インバウンドのネットワークアクセスは、プライベート IP アドレスまたは DNS ホスト名
を使用して VPC から実行するか、VPC からロードバランサーを経由させる必要があります。パブリック
サブネット内で起動されたタスクは、インターネットにアクセスできません。

VPC とセキュリティグループ設定をサービスに設定するには

1. EC2 インスタンスでタスクをホストしている場合は、[Cluster VPC] (クラスター VPC) で、インスタ
ンスが存在する VPC を選択します。

Fargate、または [Cluster VPC] (クラスター VPC) でタスクをホストしている場合は、Amazon ECS 
on Fargate のタスクが使用する VPC を選択します。VPC は、Fargate がこの機能をサポートしてい
ないため、専用のハードウェアテナンシーを必要とするように設定することはできません。

2. [Subnets] では、サービスタスクの配置に利用できるサブネットを選択します。
3. [Security groups] (セキュリティグループ) については、サービスのタスクのために作成されたにセ

キュリティグループを選択します。このセキュリティグループは、インターネットからの HTTP トラ
フィックアクセスを許可します (0.0.0.0/0)。このセキュリティグループの名前やルールを編集する
場合や、既存のセキュリティグループを選択する場合は、[Edit] (編集) を選択してセキュリティグルー
プ設定に変更を加えます。

4. [Auto-assign Public IP] (自動割り当てパブリック IP) で、タスクがパブリック IP アドレスを受け取る
かどうかを選択します。Fargate タスクを使用している場合、タスクがコンテナイメージをプルする
には、パブリックサブネットを使用し、パブリック IP アドレス、またはインターネットへのルートを
持つプライベートサブネット、またはインターネットへのリクエストをルーティングできる NAT ゲー
トウェイを割り当てる必要があります。

5. ロードバランサーを使用するようにサービスを設定している場合、または ブルー/グリーンデプロ
イタイプを使用している場合、「ステップ 3: ロードバランサーを使用するようにサービスを設定す
る (p. 531)」に進んでください。ロードバランサーを使用するようにサービスを設定しない場合、
ロードバランサータイプに [None] (なし) を選択して、次のセクション「ステップ 5: Service Auto 
Scaling を使用するようにサービスを設定する (p. 537)」に進むことができます。

ステップ 3: ロードバランサーを使用するようにサービスを設定する
Important

Amazon ECS は、サービスを作成するための新しいコンソールエクスペリエンスを提供します。
詳細については、「コンソールを使用したサービスの作成 (p. 228)」を参照してください。

ロードバランサーを使用して受信トラフィックをサービスのタスクへ分散するようにサービスを設定で
きます。サービスでローリング更新のデプロイタイプが使用されている場合、これはオプションです。
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サービスが ブルー/グリーンデプロイコントローラーを使用している場合、サービスは Application Load 
Balancer またはNetwork Load Balancer を使用する必要があります。

ロードバランサーを使用するようにサービスを設定しない場合、ロードバランサータイプに [None]
(なし) を選択して、次のセクション「ステップ 4:サービスの検出を使用するようにサービスを設定す
る (p. 536)」に進むことができます。

使用できる Elastic Load Balancing ロードバランサーを設定した場合は、次の手順でサービスにア
タッチするか、新しいロードバランサーを設定できます。詳細については、「ロードバランサーの作
成 (p. 259)」を参照してください。

Important

これらの手順を実行する前に、Elastic Load Balancing ロードバランサーリソースを作成する必要
があります。

トピック
• ローリング更新のデプロイタイプのロードバランサーを設定する (p. 532)
• ブルー/グリーンデプロイタイプのロードバランサーを設定する (p. 534)

ローリング更新のデプロイタイプのロードバランサーを設定する

サービスのタスクで、Elastic Load Balancing ヘルスチェックを開始して応答するまでに時間がかかる場
合は、ヘルスチェックの猶予期間として最大 2,147,483,647 秒 (約 68 年) まで指定できます。この間
は、サービススケジューラはヘルスチェックのステータスを無視します。この猶予期間により、サービス
スケジューラがタスクを異常とマークして時間より前に停止することがなくなります。これが有効である
のは、ロードバランサーを使用するようにサービスが設定されている場合のみです。

ヘルスチェックの猶予期間を設定するには

1. まだ実行していない場合は、「ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528)」の基本的
なサービス設定手順に従います。

2. [Health check grace period] (ヘルスチェックの猶予期間) の場合: Amazon ECS サービススケジューラ
が、タスクが最初に開始された後で異常な Elastic Load Balancing ターゲットのヘルスチェックを無
視する期間 (秒単位) を入力します。

ロードバランサーを使用するようにサービスを設定するには、サービスで使用するロードバランサーのタ
イプを選択する必要があります。

ロードバランサーのタイプを選択するには

1. まだ実行していない場合は、「ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528)」の基本的
なサービス作成手順に従います。

2. [ロードバランサーの種類] で、サービスで使用するロードバランサーのタイプを選択します。

Application Load Balancer

コンテナが動的ホストポートマッピングを使用することを許可します。ホストポートマッピング
を許可すると、単一のコンテナインスタンス上の同じポートを使用して、複数のタスクを配置で
きます。ルールベースのルーティングとパスを使用することで、1 つのロードバランサーの同じ
リスナーポートを複数のサービスで共有できます。

Network Load Balancer

コンテナが動的ホストポートマッピングを使用することを許可します。ホストポートマッピング
を許可すると、単一のコンテナインスタンス上の同じポートを使用して、複数のタスクを配置
できます。ルールベースのルーティングを使用することで、1 つのロードバランサーの同じリス
ナーポートを複数のサービスで共有できます。
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Amazon ECS サービスには Application Load Balancer を使用することをお勧めします。これによ
り、Application Load Balancer の高度な機能を使用できます。

3. を使用する場合サービスの IAM ロールを選択] で、新規ロールの作成 Amazon ECS サービスリンク
ロールを作成するか、既存のサービスリンクロールを選択します。

4. [ELB Name] で、サービスで使用するロードバランサーの名前を選択します。先ほど選択したロード
バランサータイプに対応するロードバランサーのみがここに表示されます。

5. 次のステップは、サービスのロードバランサーのタイプによって異なります。Application Load 
Balancer を選択した場合は、「Application Load Balancer を設定します。 (p. 533)」の手順に従い
ます。Network Load Balancer を選択した場合は、「Network Load Balancer を設定する (p. 533)」
の手順に従います。

Application Load Balancer を設定します。

1. [Container to load balance] (負荷分散用のコンテナ) で、ロードバランサーによってトラフィックの分
散に使用されるタスク定義のコンテナとポートの組み合わせを選択してから、[Add to load balancer]
(ロードバランサーに追加) を選択します。

2. [Listener port] (リスナーポート) で、Application Load Balancer の作成 (p. 260) で作成したリスナーの
リスナーポートとプロトコルを選択します (該当する場合)。または、[create new] (新規作成) を選択し
て新しいリスナーを作成し、ポート番号を入力して、[Listener protocol] (リスナープロトコル) でポー
トプロトコルを選択します。

3. [Target group name] で、「Application Load Balancer の作成 (p. 260)」で作成したターゲットグルー
プを選択するか (該当する場合)、または、[create new] を選択して新しいターゲットグループを作成
します。

Important

サービスのタスク定義で、awsvpc ネットワークモード (起動タイプが Fargate の場合に必
要) が使用されている場合は、ターゲットグループで instance ではなく、ip をターゲット
タイプとして使用する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを使用するタ
スクは、Amazon EC2インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付けられてい
るためです。

4. (オプション) 新しいターゲットグループを作成するように選択した場合は、以下のフィールドに次の
ように入力します。

• [ターゲットグループ名] では、デフォルト名が設定されています。
• [Target group protocol] に、タスクへのトラフィックのルーティングに使用するプロトコルを入力し

ます。
• [Path pattern] (パスパターン) で、リスナーに既存のルールがない場合は、デフォルトのパスパ

ターン (/) が使用されます。リスナーにデフォルトのルールがすでにある場合は、サービスのター
ゲットグループに送信するトラフィックに一致するパスパターンを入力する必要があります。例え
ば、サービスが web-app という名前のウェブアプリケーションであり、http://my-elb-url/
web-app に一致するトラフィックをサービスにルーティングする場合は、パスパターンとして /
web-app* と入力します。詳細については、『Application Load Balancer のユーザーガイド』 の 
[ListenerRules] を参照してください。

• [Health check path] (ヘルスチェックパス) で、ロードバランサーがヘルスチェック ping を送信する
パスを入力します。

5. Application Load Balancer の設定が終了したら、[Next step] (次のステップ) を選択します。

Network Load Balancer を設定する

1. [負荷分散用のコンテナ] で、ロードバランサーによってトラフィックの分散に使用されるタスク定義
のコンテナとポートの組み合わせを選択してから、[ロードバランサーに追加] を選択します。
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2. [リスナーポート] で、「Network Load Balancer を作成する (p. 263)」で作成したリスナーのリスナー
ポートとプロトコルを選択するか (該当する場合)、または、[新規作成] を選択して新しいリスナーを
作成し、ポート番号を入力して、[リスナープロトコル] のポートプロトコルを選択します。

3. [Target group name] で、「Network Load Balancer を作成する (p. 263)」で作成したターゲットグ
ループを選択するか (該当する場合)、または、[create new] を選択して新しいターゲットグループを
作成します。

Important

サービスのタスク定義で、awsvpc ネットワークモード (起動タイプが Fargate の場合に必
要) が使用されている場合は、ターゲットグループで instance ではなく、ip をターゲット
タイプとして使用する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを使用するタ
スクは、Amazon EC2インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付けられてい
るためです。

4. (オプション) 新しいターゲットグループを作成するように選択した場合は、以下のフィールドに次の
ように入力します。

• [ターゲットグループ名] では、デフォルト名が設定されています。
• [Target group protocol] に、タスクへのトラフィックのルーティングに使用するプロトコルを入力し

ます。
• [Health check path] (ヘルスチェックパス) で、ロードバランサーがヘルスチェック ping を送信する

パスを入力します。
5. Network Load Balancer の設定が終了したら、[Next step] (次のステップ) を選択します。

ブルー/グリーンデプロイタイプのロードバランサーを設定する

ロードバランサーの使用に Blue/Green デプロイタイプを使用するサービスを設定するには、Application 
Load Balancer または Network Load Balancer を使用する必要があります。

ロードバランサーのタイプを選択するには

1. 手順に従って ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528) でサービスを作成します (ま
だ作成していない場合)。

2. [ロードバランサーの種類] で、サービスで使用するロードバランサーのタイプを選択します。

Application Load Balancer

コンテナが動的ホストポートマッピングを使用することを許可します。ホストポートマッピング
を使用すると、単一のコンテナインスタンス上の同じポートを使用して、複数のタスクを配置で
きます。ルールベースのルーティングとパスを使用することで、1 つのロードバランサーの同じ
リスナーポートを複数のサービスで共有できます。

Network Load Balancer

コンテナが動的ホストポートマッピングを使用することを許可します。ホストポートマッピング
を使用すると、単一のコンテナインスタンス上の同じポートを使用して、複数のタスクを配置
できます。ルールベースのルーティングを使用することで、1 つのロードバランサーの同じリス
ナーポートを複数のサービスで共有できます。

Amazon ECS サービスには Application Load Balancer を使用することをお勧めします。これによ
り、Application Load Balancer のすべての機能を使用できます。

3. [ロードバランサー名] で、サービスで使用するロードバランサーの名前を選択します。先ほど選択し
たロードバランサータイプに対応するロードバランサーのみがここに表示されます。

4. 次のステップは、サービスのロードバランサーのタイプによって異なります。Application Load 
Balancer を選択した場合は、「Application Load Balancer を設定します。 (p. 533)」の手順に従い
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ます。Network Load Balancer を選択した場合は、「Network Load Balancer を設定する (p. 533)」
の手順に従います。

ブルー/グリーンデプロイタイプの Application Load Balancer を設定するには

1. [Container to load balance] (負荷分散用のコンテナ) で、ロードバランサーによってトラフィックの分
散に使用されるタスク定義のコンテナとポートの組み合わせを選択してから、[Add to load balancer]
(ロードバランサーに追加) を選択します。

2. [Production listener port (本稼働リスナーポート)] で、「Application Load Balancer の作成 (p. 260)」
で作成したリスナーのリスナーポートとプロトコルを選択するか (該当する場合)、または、[新規作成] 
を選択して新しいリスナーを作成し、ポート番号を入力して、[Production listener protocol (本稼働リ
スナープロトコル)] のポートプロトコルを選択します。

3. (任意) トラフィックを新しいタスクセットにルーティングする前に、ロードバランサーでリスナー
ポートおよびプロトコルを設定して、サービスの更新をテストする場合、[Test listener] (テストリス
ナー) を選択します。以下の手順を実行します。

• [Test listener port (テストリスナーポート)] で、トラフィックをテストするリスナーのリスナー
ポートとプロトコルを選択するか、または、[新規作成] を選択して新しいテストリスナーを作成
し、ポート番号を入力して、[Test listener protocol (テストリスナープロトコル)] でプロトコルを
選択します。

4. ブルー/グリーンデプロイの場合、2 つのターゲットグループが必要です。各ターゲットグループが、
デプロイの別のタスクセットにバインドされます。以下のステップを実行します。

a. [Target group 1 name (ターゲットグループ 1 の名前)] で、「Application Load Balancer の作
成 (p. 260)」で作成したターゲットグループを選択するか (該当する場合)、または、[新規作成] を
選択して新しいターゲットグループを作成します。

Important

サービスのタスク定義で、awsvpc ネットワークモード (起動タイプが Fargate の場合に
必要) が使用されている場合は、ターゲットグループで instance ではなく、ip をター
ゲットタイプとして使用する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを
使用するタスクは、Amazon EC2インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関
連付けられているためです。

b. (オプション) 新しいターゲットグループを作成するように選択した場合は、以下のフィールドに
次のように入力します。

• [Target group name] に、ターゲットグループの名前を入力します。
• [Target group protocol] に、タスクへのトラフィックのルーティングに使用するプロトコルを入

力します。
• [Path pattern] で、リスナーに既存のルールがない場合は、デフォルトのパスパターン (/) が

使用されます。リスナーにデフォルトのルールがすでにある場合は、サービスのターゲット
グループに送信するトラフィックに一致するパスパターンを入力する必要があります。たとえ
ば、サービスが web-app という名前のウェブアプリケーションであり、http://my-elb-
url/web-app に一致するトラフィックをサービスにルーティングする場合は、パスパターン
として「/web-app*」と入力します。詳細については、『Application Load Balancer のユー
ザーガイド』 の [ListenerRules] を参照してください。

• [Health check path] に、ロードバランサーがヘルスチェック ping を送信するパスを入力しま
す。

c. ターゲットグループ 2 にも同様に、上記ステップを繰り返します。
d. Application Load Balancer の設定が終了したら、[次のステップ] を選択します。ステップ 4:サー

ビスの検出を使用するようにサービスを設定する (p. 536) に移動します。
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Blue/Green デプロイタイプの Network Load Balancer を設定するには

1. [負荷分散用のコンテナ] で、ロードバランサーによってトラフィックの分散に使用されるタスク定義
のコンテナとポートの組み合わせを選択してから、[ロードバランサーに追加] を選択します。

2. [リスナーポート] で、「Network Load Balancer を作成する (p. 263)」で作成したリスナーのリスナー
ポートとプロトコルを選択するか (該当する場合)、または、[新規作成] を選択して新しいリスナーを
作成し、ポート番号を入力して、[リスナープロトコル] のポートプロトコルを選択します。

3. [Target group name] で、「Network Load Balancer を作成する (p. 263)」で作成したターゲットグ
ループを選択するか (該当する場合)、または、[create new] を選択して新しいターゲットグループを
作成します。

Important

サービスのタスク定義で、awsvpc ネットワークモード (起動タイプが Fargate の場合に必
要) が使用されている場合は、ターゲットグループで instance ではなく、ip をターゲット
タイプとして使用する必要があります。これは、awsvpc ネットワークモードを使用するタ
スクは、Amazon EC2インスタンスではなく、Elastic Network Interface に関連付けられてい
るためです。

4. (オプション) 新しいターゲットグループを作成するように選択した場合は、以下のフィールドに次の
ように入力します。

• [Target group name] に、ターゲットグループの名前を入力します。
• [Target group protocol] に、タスクへのトラフィックのルーティングに使用するプロトコルを入力し

ます。
• [Health check path] に、ロードバランサーがヘルスチェック ping を送信するパスを入力します。

5. Network Load Balancer の設定が終了したら、[次のステップ] を選択します。ステップ 4:サービスの検
出を使用するようにサービスを設定する (p. 536) に移動します。

ステップ 4:サービスの検出を使用するようにサービスを設定する

Amazon ECS サービスは、DNS を介してサービスを検出できるサービス検出統合をオプションとして使
用できます。詳細については、「サービス検出 (p. 289)」を参照してください。

サービス検出を使用するようにサービスを設定しない場合、次のセクション「ステップ 5: Service Auto 
Scaling を使用するようにサービスを設定する (p. 537)」に進むことができます。

サービスの検出を設定するには

1. まだ実行していない場合は、「ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528)」の基本的
なサービス設定手順に従います。

2. [ネットワークの設定] ページで、[サービスの検出の統合の有効化] を選択します。
3. [名前空間] で、Amazon Route 53 名前空間を所有している場合にはその名前空間を選択し、そうでな

い場合には [新しいプライベート名前空間の作成] を選択します。
4. 新しい名前空間を作成する場合、[名前空間名] には名前空間のわかりやすい名前を入力します。この

名前は、Amazon Route 53 ホストゾーンに使用されます。
5. [サービスの検出サービスの設定] で、新規のサービスの検出サービスを作成するか、または既存の

サービスを選択します。
6. 新規のサービスを作成する場合は、[サービスの検出名] にサービスの検出サービスのわかりやすい名

前を入力します。これは、作成する DNS レコードのプレフィックスとして使用されます。
7. サービの検出サービスでヘルスチェックを有効にするには、[ECS タスク状態の伝達の有効化] を選択

します。
8. [DNS record type (DNS レコード型)] で、サービスに作成する DNS レコード型を選択しま

す。Amazon ECS サービス検出は、タスク定義で指定されたネットワークモードに応じて、A レコー
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ドおよび SRV レコードのみをサポートします。これらのレコードタイプの詳細については、Amazon 
Route 53 デベロッパーガイドのサポートされているDNSレコードタイプを参照してください。

• サービスタスクで指定されたタスク定義が bridge または host ネットワークモードを使用する場
合、SRV タイプのレコードのみがサポートされます。レコードに関連付けるコンテナ名とポートの
組み合わせを選択します。

• サービスタスクで指定されたタスク定義が awsvpc ネットワークモードを使用する場合、A または 
SRV レコードタイプのいずれかを選択します。タイプ A の DNS レコードタイプが選択されている
場合は、次のステップに進みます。タイプ SRV が選択されている場合は、サービスを検出できる
ポートまたはレコードに関連付けるコンテナ名とポートの組み合わせを指定します。

9. [TTL] には、リソースレコードキャッシュの有効期限 (TTL) を秒単位で入力します。この値は、レコー
ドセットが DNS リゾルバーおよびウェブブラウザによってキャッシュされる期間を決定します。

10. [次のステップ] を選択して続行し、「ステップ 5: Service Auto Scaling を使用するようにサービスを
設定する (p. 537)」に移動します。

ステップ 5: Service Auto Scaling を使用するようにサービスを設定する
オプションで、Auto Scaling を使用して CloudWatch アラームに応じて Amazon ECS サービスの必要タス
ク数をスケールアップ/ダウンするように、Amazon ECS サービスを設定できます。

Amazon ECS サービス Auto Scaling は、以下のタイプのスケーリングポリシーをサポートします。

• ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 269) (推奨)—特定のメトリクスのターゲット値に基づいて
、サービスが実行するタスク数を増減させます。これはサーモスタットが家の温度を維持する方法に似
ています。温度を選択すれば、後はサーモスタットがすべてを実行します。

• ステップスケーリングポリシー (p. 270) - アラーム超過のサイズに応じて変動する一連のスケーリング調
整値 (ステップ調整値) に基づいて、サービスが実行するタスク数を増減させます。

詳細については、「サービスのオートスケーリング (p. 266)」を参照してください。

基本的な Service Auto Scaling パラメータを設定するには

1. まだ実行していない場合は、「ステップ 1: 基本的なサービスパラメータの設定 (p. 528)」の基本的
なサービス設定手順に従います。

2. [Auto Scaling を設定] ページで、[Service Auto Scaling の設定を変更することで、サービスの必要数を
調整する] を選択します。

3. [Minimum number of tasks (タスクの最小数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの下限数を
入力します。サービスの必要数は、この数を下回ると自動的に調整されません。

4. [タスクの必要数] には、前に入力した値があらかじめ入力されています。この時点でサービスの必要
数を変更できますが、この値は、このページで指定した最小数と最大数の間にあることが必要です。

5. [Maximum number of tasks (タスクの最大数)] に、サービス Auto Scaling で使用するタスクの上限数
を入力します。サービスの必要数は、この数を上回ると自動的に調整されません。

6. [IAM role for Service Auto Scaling (サービスの自動スケーリング用の IAM ロール)] 
で、ecsAutoscaleRole を選択します。このロールが存在しない場合は、[新しいロールの作成] を
選択して、コンソールで作成します。

7. 次の手順は、サービス用のターゲットの追跡またはステップスケーリングポリシーを作成するための
ステップです。目的のスケーリングポリシータイプを選択します。

ここでの手順は、ターゲットの追跡スケーリングポリシーと、サービスのスケーリングアクティビティの
開始するために使用できる CloudWatch アラームを作成するために役立ちます。

サービスのターゲットの追跡スケーリングポリシーを設定するには

1. [スケーリングポリシータイプ] で [ターゲットの追跡] を選択します。
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2. [ポリシー名] に、ポリシーのわかりやすい名前を入力します。
3. [ECS service metric (ECS サービスメトリクス)] で、追跡するメトリクスを選択します。以下のメトリ

クスが利用可能です。

• ECSServiceAverageCPUUtilization— サービスの平均 CPU 使用率。
• ECSServiceAverageMemoryUtilization— サービスのメモリ平均使用率。
• ALBRequestCountPerTarget - Application Load Balancer ターゲットグループ内のターゲットごとに

完了したリクエストの数。
4. [ターゲット値] に、ポリシーが維持するメトリクス値を入力します。た

とえば、ALBRequestCountPerTarget にはターゲット値 1000 を使用
し、ECSServiceAverageCPUUtilization にはターゲット値 75 (%) を使用します。

5. [スケールアウトのクールダウン期間] に、スケールアウトアクティビティが完了してから別のスケー
ルアウトアクティビティが開始されるまでの時間 (秒) を入力します。スケールアウトのクールダウ
ン期間が有効な間は、その期間中にクールダウンを開始したスケールアウトアクティビティによって
追加された容量は、次のスケールアウトに予定される容量の一部として繰り入れられます。その目的
は、スケールアウトを継続的に (ただし過剰になることなく) 行うことです。

6. [スケールインのクールダウン期間] に、スケールインアクティビティが完了してから別のスケール
インアクティビティが開始されるまでの時間 (秒) を入力します。スケールインのクールダウン期間
は、その期間が過ぎるまでは以後のスケールインリクエストをブロックするために使用されます。
これにより、スケールインが抑制されてアプリケーションの可用性が確保されます。ただし、スケー
ルイン後のクールダウン期間中に別のアラームによってスケールアウトポリシーがトリガーされる
と、Service Auto Scaling によってスケーラブルなターゲットが即座にスケールアウトされます。

7. (任意) このポリシーのスケールインアクションを無効にするには、[Disable scale-in] (スケールインを
無効化) を選択します。これにより、後でスケールイン用の別のスケーリングポリシーを作成できま
す。

8. [次のステップ] を選択します。

ここでの手順は、サービスのスケーリングアクティビティを開始するために使用できるステップスケー
リングポリシーと CloudWatch アラームを作成するために役立ちます。サービスの必要数を増やすための 
[Scale out] アラームと、サービスの必要数を減らすための [Scale in] アラームを作成できます。

サービスのステップスケーリングポリシーを設定するには

1. [スケーリングポリシータイプ] で [ステップスケーリング] を選択します。
2. [ポリシー名] に、ポリシーのわかりやすい名前を入力します。
3. [Execute policy when (次の場合にポリシーを実行)] で、サービスのスケールアップ/ダウンに使用する 

CloudWatch アラームを選択します。

以前に作成した既存の CloudWatch アラームを使用することも、新しいアラームを作成すること
もできます。[Create new alarm (新しいアラームの作成)] ワークフローでは、作成するサービスの
CPUUtilization と MemoryUtilization に基づいて CloudWatch アラームを作成できます。他の
メトリクスを使用するには、CloudWatch コンソールでアラームを作成してから、このウィザードに
戻ってそのアラームを選択します。

4. (オプション) 新しいアラームを作成するように選択した場合は、以下の手順を実行します。

a. [Alarm name] に、アラームのわかりやすい名前を入力します。たとえば、サービスの CPU 使用
率が 75% を超えたときにアラームが起動するようにする場合、アラーム service_name-cpu-
gt-75 を呼び出すことができます。

b. [ECS service metric] で、アラームに使用するサービスメトリクスを選択します。詳細について
は、「サービスのオートスケーリング (p. 266)」を参照してください。

c. [Alarm threshold] で、以下の情報を入力してアラームを設定します。

• アラームの CloudWatch 統計を選択します (多くの場合、[平均] のデフォルト値を使用できま
す)。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「統計」を参照してください。
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• アラームの比較演算子を選択し、比較演算子で確認する値 (> and 75 など) を入力します。
• アラームがトリガーされるまでの連続する期間の数とその期間の長さを入力します。たとえ

ば、連続する期間の数が 2、その期間が 5 分であれば、アラームがトリガーされるまでに 10 分
かかります。Amazon ECS タスクはすばやくスケールアップ/ダウンされる場合があるため、連
続する期間の数を少なくし、期間を短くして、アラームの応答時間をできる限り短くすること
を検討してください。

d. [Save (保存)] を選択します。
5. [Scaling action] に、以下の情報を入力して、サービスがアラームにどのように応答するかを設定しま

す。

• サービスに対してタスクを追加するか、削除するか、または特定の必要数を設定するかを選択しま
す。

• タスクを追加または削除するように選択した場合は、スケーリングアクションがトリガーされたと
きに追加または削除するタスクの数 (または既存のタスクのパーセント値) を入力します。必要数を
設定するように選択した場合は、スケーリングアクションがトリガーされたときにサービスに設定
する必要数を入力します。

• (オプション) タスクを追加または削除するように選択した場合は、前の値を既存の必要数の整数と
して使用するか、パーセント値として使用するかを選択します。

• ステップスケーリング調整の下限値を入力します。デフォルトでは、最初のスケーリングアクショ
ンの場合、この値はアラームがトリガーされるメトリクス値です。たとえば、以下のスケーリング
アクションでは、CPU 使用率が 75% を超えると、既存の必要数の 100% が加算されます。

6. (オプション)「Step 5 (p. 539)」の手順を繰り返して、1 つのアラームに対して複数のスケーリン
グアクションを設定します (たとえば、CPU 使用率が 75 〜 85% の場合は 1 つのタスクが追加さ
れ、CPU 使用率が 85% を超える場合は 2 つのタスクが追加されるようにします)。

7. (オプション) 既存の必要数のパーセント値を加算または減算するように選択した場合は、[Add tasks 
in increments of N task(s)] に最小増減値を入力します。

8. [Cooldown period] に、スケーリングアクションの間隔を秒数で入力します。
9. [Scale in (スケールイン)] ポリシーに対してStep 1 (p. 538)〜Step 8 (p. 539) の手順を繰り返し、

[保存] を選択します。
10. [次のステップ] を選択して続行し、「ステップ 6: サービスを確認して作成する (p. 539)」に移動し

ます。

ステップ 6: サービスを確認して作成する

基本的なサービス定義パラメータを設定し、オプションでサービスのネットワーク、ロードバランサー、
サービス検出、および自動スケーリングを設定した後、その設定を確認できます。その設定を確認した
ら、[サービスの作成] を選択して、サービスの作成を終了できます。

Note

サービスの作成後にロードバランサーの設定を AWS Management Console から変更するこ
とはできません。AWS Copilot、AWS CloudFormation、AWS CLI、SDK のいずれかを使用し
て、AWS CodeDeploy ブルー/グリーンまたは外部ではなく、ECS ローリングデプロイコントロー
ラのみのロードバランサー設定を変更できます。ロードバランサー設定を追加、更新、削除す
ると、Amazon ECS は、更新された Elastic Load Balancing 設定で新しいデプロイを開始しま
す。これにより、タスクがロードバランサーに登録およびロードバランサーから登録解除されま
す。Elastic Load Balancing 設定を更新する前に、テスト環境でこれを検証することをお勧めしま
す。設定の変更方法の詳細については、「Amazon Elastic Containers サービス API リファレン
ス」の UpdateService を参照してください。
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クラシックコンソールを使用したサービスの更新
Important

Amazon ECS は、サービスを更新するための新しいコンソールエクスペリエンスを提供しまし
た。詳細については、「コンソールを使用したサービスの更新 (p. 237)」を参照してください。

実行中のサービスを更新することで、サービスが維持するタスク数、タスクがどのタスク定義を使用する
か、また、タスクで Fargate 起動タイプを使用している場合には、サービスが使用するプラットフォーム
バージョンなど、一部のサービス設定パラメータを変更できます。Linux プラットフォームのバージョン
を使用するサービスは、Windows プラットフォームのバージョンを更新できません。その逆も同様です。
さらに容量が必要なアプリケーションがある場合には、サービスのスケール調整ができます。スケールダ
ウンする未使用のキャパシティーがある場合は、サービスのタスクの必要数を減らし、リソースを解放で
きます。

更新されたコンテナイメージをタスクに使用する場合は、そのイメージを使用して新しいタスク定義リビ
ジョンを作成し、コンソールで [新しいデプロイの強制] オプションを使用して、サービスにデプロイでき
ます。

サービススケジューラは、最小ヘルス率と最大ヘルス率のパラメータ (サービスのデプロイ設定) を使用し
て、デプロイ戦略を判断します。

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、最小ヘルス率は、デプロイ時
に RUNNING 状態に保つ必要のあるサービスのタスクの下限数をサービスのタスクの必要数のパーセント
値 (最も近い整数に切り上げ) で表します。サービスに EC2 起動タイプを使用するタスクが含まれている
場合、DRAINING 状態のコンテナインスタンスがある間は、パラメータも適用されます。追加のクラス
ターキャパシティーを使用しないデプロイのために、このパラメータを使用します。たとえば、サービス
で必要数が 4 タスク、最小ヘルス率が 50% とすると、スケジューラは 2 つの新しいタスクを開始する前
に、2 つの既存のタスクを停止してクラスターのキャパシティーを解放できます。ロードバランサーを使
用しないサービスのタスクは、RUNNING 状態にある場合正常な状態と見なされます。ロードバランサー
を使用するサービスのタスクは、RUNNING 状態にあり、ロードバランサーによって正常と報告された場合
に、正常であると見なされます。最小ヘルス率のデフォルト値は 100% です。

サービスでローリング更新 (ECS) のデプロイタイプが使用されている場合、maximum percent パラメータ
は、デプロイ時に PENDING 、RUNNING、または STOPPING 状態で使用できるサービスのタスクの上限数
をそれらのタスク数の適切なパーセント値 (最も近い整数に切り下げ) として表します。サービスに EC2 
起動タイプを使用するタスクが含まれている場合、DRAINING 状態のコンテナインスタンスがある間は、
パラメータも適用されます。このパラメータは、デプロイのバッチサイズを定義するために使用します。
たとえば、サービスで必要数が 4 タスク、最大ヘルス率の値が 200% とすると、スケジューラは 4 つの古
いタスクを停止する前に、4 つの新しいタスクを開始できます。そのために必要なクラスターリソースを
使用できることが前提です。最大ヘルス率のデフォルト値は 200% です。

サービスで EC2 起動タイプを使用する Blue/Green (CODE_DEPLOY) デプロイタイプとタスクが使用され
ている場合、最小ヘルス率 および 最大ヘルス率の値はデフォルト値に設定されます。コンテナインスタン
スが DRAINING 状態にある間、RUNNING 状態を保つサービスのタスク数の下限と上限を定義する目的で
のみ使用されます。サービスのタスクで Fargate 起動タイプを使用する場合、最小ヘルス率と最大ヘルス
率の値は使用されません。現在、サービスについて説明するときに、これらは表示されます。

更新中にサービススケジューラがタスクを置き換えるとき、サービスはまずロードバランサーからタス
クを削除し (使用されている場合)、接続のドレインが完了するのを待ちます。その後、タスクで実行さ
れているコンテナに docker stop と同等のコマンドが発行されます。この結果、SIGTERM 信号と 30 秒の
タイムアウトが発生し、その後に SIGKILL が送信され、コンテナが強制的に停止されます。コンテナが
SIGTERM 信号を正常に処理し、その受信時から 30 秒以内に終了する場合、SIGKILL 信号は送信されま
せん。サービススケジューラは、最小ヘルス率と最大ヘルス率の設定で定義されているとおりに、タスク
を開始および停止します。

Important

タスク定義でコンテナが使用するポートを変更する場合は、更新後のポートを使用するようにコ
ンテナインスタンスのセキュリティグループを更新する必要がある場合があります。
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AWS CLI または SDK を使用して、ロードバランサーの設定を変更します。設定の変更方法の詳
細については、「Amazon Elastic Containers サービス API リファレンス」の UpdateService を参
照してください。
サービスのタスク定義を更新する場合、サービスの作成時に指定したコンテナ名とコンテナポー
トは、タスク定義のままにしておく必要があります。
コンテナ名、またはサービスロードバランサー設定に関連付けられたコンテナポートを変更する
には、新しいサービスを作成する必要があります。
Amazon ECS は、Elastic Load Balancing ロードバランサーまたは Amazon ECS コンテナインス
タンスに関連付けられたセキュリティグループを自動的には更新しません。

実行中のサービスを更新するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、クラスターの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 [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [クラスター]ページで、サービスが存在するクラスターの名前を選択します。
5. [Cluster: name]ページで、[Services] を選択します。
6. 更新するサービスの左側にあるチェックボックスをオンにし、[Update] を選択します。
7. [サービスの設定] ページで、サービスの情報はあらかじめ入力されています。タスク定義、キャパシ

ティープロバイダー戦略、プラットフォームバージョン、デプロイ設定、タスクの必要数 (またはこ
れらの組み合わせ) を変更します。サービスで新しいデプロイを開始すると、すべてのタスクが停止
し、新しい設定を使用して再起動します。これを行うには、[新しいデプロイの強制] を選択します。
サービス設定の変更が完了したら、[次のステップ] を選択します。

Note

Auto Scaling グループキャパシティープロバイダーを使用するサービスは、Fargate キャパシ
ティープロバイダーを使用するように更新することはできません。その逆も同様です。
Linux プラットフォームのバージョンを使用するサービスは、Windows プラットフォームの
バージョンを使用する目的で更新できません。その逆も同様です。

8. [Configure deployments (デプロイの設定)] ページでは、サービスで ブルー/グリーンデプロイタイプを
使用している場合、サービスのデプロイメントのコンポーネントはあらかじめ入力されています。以
下の設定を確認します。

a. [アプリケーション名] では、サービスが含まれる CodeDeploy アプリケーションを選択します。
b. [デプロイグループ名] では、サービスが含まれる CodeDeploy デプロイグループを選択します。
c. サービスのデプロイメントの新しいリビジョンの一部として実行するデプロイライフサイクルイ

ベントフックと関連する Lambda 関数を選択します。使用できるライフサイクルフックは次のと
おりです。

• BeforeInstall – 置き換えタスクセットが作成される前に、このデプロイライフサイクルイベント
フックを使用して Lambda 関数を呼び出します。このライフサイクルイベントでの Lambda 関
数の結果は、ロールバックを開始しません。

• AfterInstall – 置き換えタスクセットが作成された後に、このデプロイライフサイクルイベント
フックを使用して Lambda 関数を呼び出します。このライフサイクルイベントでの Lambda 関
数の結果は、ロールバックを開始することができます。

• BeforeAllowTraffic – 本稼働トラフィックが置き換えタスクセットに再ルーティングされる前
に、このデプロイライフサイクルイベントフックを使用して Lambda 関数を呼び出します。こ
のライフサイクルイベントでの Lambda 関数の結果は、ロールバックを開始することができま
す。

• BeforeAllowTraffic – 本稼働トラフィックが置き換えタスクセットに再ルーティングされる前
に、このデプロイライフサイクルイベントフックを使用して Lambda 関数を呼び出します。こ
のライフサイクルイベントでの Lambda 関数の結果は、ロールバックを開始することができま
す。
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ライフサイクルフックの詳細については、AWS CodeDeployユーザーガイドの「AppSpec の
「hooks」セクション」を参照してください。

9. [次のステップ] を選択します。
10. [ネットワークの設定] ページで、ネットワークの情報はあらかじめ入力されています。[ロードバラン

シング] セクションでは、サービスで ブルー/グリーンデプロイタイプを使用している場合、ターゲッ
トグループと関連付けるリスナーを選択します。ヘルスチェックの猶予期間を変更します (必要な場
合)。[次のステップ] をクリックします。

11. (オプション) サービス Auto Scaling を使用すると、CloudWatch アラームに応じてサービスが自動的
にスケールアップ/ダウンされるようにできます。

a. []オプションの設定] で、サービスのAuto Scaling 設定。
b. ステップ 5: Service Auto Scaling を使用するようにサービスを設定する (p. 537) に進みます。
c. そのセクションの手順を完了し、戻ります。

12. [Update Service] を選択して終了し、サービスを更新します。

クラシックコンソールを使用してサービスを削除する
には

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールでサービスの削除” (p. 240)」を参照してください。

コンソールを使用して Amazon ECS サービスを削除できます。削除する前に、このサービスは自動的に 
0 までスケールダウンされます。サービスに関連付けられたロードバランサーまたはサービス検出リソー
スがある場合、これらはサービスの削除の影響を受けません。Elastic Load Balancing リソースを削除する
には、ロードバランサーのタイプに応じて、次のいずれかのトピックを参照してください。「Application 
Load Balancer の削除」または「Network Load Balancer の削除」。サービスを削除するには、以下の手順
に従ってください。

Classic console

以下の手順に従って、Amazon ECS サービスを削除します。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、クラスターの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、[Clusters (クラスター)] を選択し、サービスが存在するクラスターの名

前を選択します。
4. [Cluster: name] ページで、[Services] を選択します。
5. 削除するサービスの左側にあるチェックボックスをオンにし、[Delete] を選択します。
6. テキストフレーズを入力してサービスの削除を確認し、[削除] を選択します。

AWS CLI

残りのサービス検出リソースを削除するには、AWS CLI を使用してサービス検出サービスおよびサー
ビス検出名前空間を削除します。

1. AWS CLI の最新バージョンがインストールされ、設定されていることを確認します。AWS CLI 
のインストールまたはアップグレードの詳細については、「AWS Command Line Interface のイ
ンストール」を参照してください。
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2. 削除するサービス検出サービスの ID を取得します。

aws servicediscovery list-services --region <region_name>

Note

サービス検出サービスが返されない場合は、ステップ 4 に進みます。
3. 前の出力で取得したサービス検出サービス ID を使用して、サービスを削除します。

aws servicediscovery delete-service --id <service_discovery_service_id> --
region <region_name>

4. 削除するサービス検出名前空間の ID を取得します。

aws servicediscovery list-namespaces --region <region_name>

5. 前の出力で取得したサービス検出名前空間 ID を使用して、名前空間を削除します。

aws servicediscovery delete-namespace --id <service_discovery_namespace_id> --
region <region_name>

クラシック Amazon ECS コンソールでのタグ管理
現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールでのタグの処理” (p. 300)」を参照してください。

トピック
• クラシックコンソールを使って個々のリソースのタグを追加および削除 (p. 543)

クラシックコンソールを使って個々のリソースのタグ
を追加および削除
Amazon ECS では、クラスター、サービス、タスク定義に関連付けられているタグを、そのリソースの
ページから直接追加または削除できます。

個々のリソースにタグを追加するには

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. ナビゲーションバーから、使用する AWS リージョン を選択します。
3. ナビゲーションペインでリソースタイプ (例:Clusters (クラスター) を選択します
4. リソースリストからリソースを選択して Tags (タグ)、Edit (編集)の順に選択します。
5. Edit Tags (タグの編集) ダイアログボックスで、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

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) 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。
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3. ナビゲーションペインでリソースタイプ (例: Clusters (クラスター)) を選択します。
4. リソースリストからリソースを選択して Tags (タグ)、Edit (編集) の順に選択します。
5. Edit Tags (タグの編集) ページで、削除する各タグのDelete (削除)アイコンを選択してから Save (保

存) を選択します。

クラシック Amazon ECS コンソールでのアカウン
ト設定管理

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

トピック
• コンソールを使用したアカウント設定の変更 (p. 544)
• クラシックコンソールを使用したアカウント設定の表示 (p. 544)

コンソールを使用したアカウント設定の変更

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したアカウント設定の表示” (p. 199)」を参照してくださ
い。

アカウント設定は、クラシックコンソールを使用しても管理できます。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. 画面上部にあるナビゲーションバーで、アカウント設定を変更するリージョンを選択します。
3. ダッシュボードで、[アカウント設定] を選択します。
4. Amazon ECS ARN とリソース ID の設定および CloudWatch Container Insights セクションで、認証

された IAM ユーザーとロールの各アカウント設定のチェックボックスを選択または選択解除にできま
す。終了したら、[保存] を選択します。

Important

IAM ユーザーと IAM ロールでこのアクションを実行するには ecs:PutAccountSetting ア
クセス許可が必要です。

5. 確認画面で [Confirm (確認)] を選択すると、選択内容が保存されます。

クラシックコンソールを使用したアカウント設定の表
示

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “コンソールを使用したアカウント設定の表示” (p. 199)」を参照してくださ
い。

クラシック AWS Management Console を使用しても、アカウント設定を表示できます。
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Important

dualStackIPv6 アカウント設定は、AWS CLI を使用してのみ表示または変更することができま
す。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. 上部にあるナビゲーションバーで、アカウント設定を表示するリージョンを選択します。
3. ダッシュボードで、[アカウント設定] を選択します。
4. Amazon ECS ARN とリソース ID の設定 および CloudWatch[ Container Insights セクションで、認証

された IAM ユーザーとロールの各アカウント設定のオプトインステータスを表示できます。

クラシック Amazon ECS コンソールによるモニタ
リングとトラブルシューティング

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。

トピック
• クラシック Amazon ECS コンソールを使用したサービスメトリクスの表示 (p. 545)
• Amazon ECS クラシックコンソールで、エラーにより停止されたタスクの確認 (p. 545)

クラシック Amazon ECS コンソールを使用したサー
ビスメトリクスの表示

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “サービスメトリクスの表示” (p. 321)」を参照してください。

Amazon ECS サービスの CPU とメモリの使用率メトリクスを Amazon ECS サービス コンソールで使用
できます。サービスメトリクスについてのビューには、過去 24 時間の平均値、最小値、最大値が、5 分ご
とのデータポイントとともに表示されます。詳細については、「サービス使用率 (p. 319)」を参照してく
ださい。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. メトリクスを表示するサービスを含むクラスターを選択します。
3. [クラスター: cluster-name] ページで、[サービス] を選択します。
4. メトリクスを表示するサービスを選択します。
5. [サービス: service-name] ページで、[メトリクス] タブを選択します。

Amazon ECS クラシックコンソールで、エラーにより
停止されたタスクの確認

現在、新しいエクスペリエンスは、Amazon ECS コンソールのデフォルトになっています。詳細につい
ては、「the section called “停止されたタスクでのエラーの確認” (p. 495)」を参照してください。
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エラーにより停止されたタスクの確認

タスクの開始に問題がある場合、エラーのためにタスクが停止している可能性があります。たとえば、
タスクを実行するとタスクが PENDING ステータスを表示して消えるとします。停止されたタスクを表示
し、エラーメッセージを検査することで、Amazon ECS コンソールでこのような停止されたタスクでのエ
ラーを表示できます。タスク定義で awslogs ログドライバーを使用している場合、Amazon CloudWatch 
Logs に書き込まれるアプリケーションログは、停止したタスクが表示されている限り、Amazon ECS コ
ンソールの [Logs] (ログ) タブに表示されます。

Important

停止されたタスクは Amazon ECS コンソール、AWS CLI、および AWS SDK に、タスクが停止
されてから少なくとも 1 時間は表示されます。その後、停止したタスクの詳細は期限切れにな
り、Amazon ECS では利用できなくなります。
また Amazon ECS は、タスク状態変更イベントを Amazon EventBridge に送信します。イベント
ブリッジではイベントを見ることはできません。代わりに、Amazon CloudWatch Logs などの他
の永続ストレージにイベントを送信するルールを作成します。ストレージを使用して、Amazon 
ECS コンソールで期限切れになって表示されなくなったタスクの詳細を見ることができます。詳
細については、「タスク状態変更イベント (p. 324)」を参照してください。
Amazon ECS イベントを Amazon CloudWatch Logs にアーカイブする EventBridge 設定のサンプ
ルについては、GitHub ウェブサイトの「CloudWatch Logs 内の ECS 停止タスク」を参照してく
ださい。

1. Amazon ECS クラシックコンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開きます。
2. [クラスター]の ページで、停止されたタスクが存在するクラスターを選択します。
3. [クラスター: clustername] ページで、[タスク] を選択します。
4. [必要なタスクのステータス] テーブルのヘッダーで、[停止] を選択して停止されたタスクを表示し、

その中から検査するタスクを選択します。直近の停止されたタスクが先頭に表示されます。
5. [詳細] セクションで、[停止理由] フィールドを検査して、タスクが停止された理由を確認します。
6. 停止されたコンテナがある場合は、コンテナを展開し、[Status reason (状況の理由)] 行を検査して、

タスクの状態が変わった原因を確認します。

この検査で十分な情報が得られない場合は、詳細を「停止したタスクのエラーコード (p. 497)」で参
照してください。
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ドキュメント履歴
次の表は、Amazon ECS ユーザーガイドAWSFargate 用の主な更新や新機能の一覧です。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

リソース作成のタグ付け認
可。

ユーザーには、リソースを作成するアクションの許可が必
要です (ecsCreateCluster など)。リソースを作成し、
そのリソースのタグを指定すると、AWS は、追加の認可
を実行して、タグを作成するための許可があることを検証
します。詳細については、「タグ付け認可」および「作成
時にリソースにタグ付けするための許可を付与する」を参
照してください。

2023 年 4 月 
18 日

EC2 での Linux コンテナの 
gMSA のサポート

gMSA を使用して、EC2 での Linux コンテナ用に、Active 
Directory に対して認証できます。詳細については、
「Linux コンテナに gMSA を使用する」を参照してくださ
い。

2023 年 4 月 
14 日

AWS Fargate での Windows 
コンテナのエフェメラルス
トレージのサポート

AWS Fargate での Windows コンテナにエフェメラルスト
レージを使用できます。詳細については、「Fargate タス
クストレージ」を参照してください。

2023 年 4 月 
14 日

タスクレベルの CUR 
データの AWS Cost 
Management サポート

コストと使用状況レポートで、タスクレベルのコストとリ
ソースの使用状況をオンにできます。これにより、AWS 
Fargate と EC2 で実行されるタスクについてのコスト配分
の分割データが追加されます。詳細については、「タスク
レベルのコストと使用状況レポート (p. 309)」を参照して
ください。

2023 年 4 月 
12 日

タスク定義の削除 タスク定義は、Amazon ECS コンソール、SDK、および 
AWS CLI を使用して削除できます。詳細については、
「コンソールを使用したタスク定義リビジョンの削除」お
よび「タスク定義」を参照してください。

2023 年 2 月 
24 日

Amazon ECS コンソール 新しい Amazon ECS コンソールが、デフォルトのコン
ソールになりました。詳細については、「新しい Amazon 
Elastic Container Service コンソール」を参照してくださ
い。

2023 年 1 月 
19 日

CloudWatch アラームを使
用して Amazon ECS サービ
スのデプロイ障害を検出す
る

指定された CloudWatch アラームが ALARM 状態になった
ことを検出したとき、デプロイが失敗に設定されるよう
に Amazon ECS を設定できます。詳細については、「the 
section called “障害検出方法” (p. 242)」を参照してくださ
い。

2022 年 12 
月 19 日

コンテナポートマッピング
のサポート

動的にマッピングされたホストポート範囲にバインドされ
るコンテナポートの番号範囲を設定できます。詳細につい
ては、「the section called “ポートマッピング” (p. 95)」を
参照してください。

2022 年 12 
月 15 日

Amazon ECS Service 
Connect の一般提供

この機能により、Amazon ECS サービスデプロイによっ
て制御されるサービス検出とサービスメッシュが追加さ
れます。詳細については、「the section called “Service 
Connect ” (p. 272)」を参照してください。

2022 年 11 
月 27 日
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変更 説明 日付

新しいタスク定義サイズ Fargate の Amazon ECS は 8 個の vCPU と 16 個の vCPU 
タスクサイズをサポートするようになりました。詳細
については、「the section called “タスク CPU とメモ
リ” (p. 69)」を参照してください。

2022 年 9 月 
16 日

ECS CLI ページがアーカイ
ブされました

ECS CLI のドキュメントがアーカイブされました。コマン
ドラインツールのニーズに合わせて AWS Copilot を使用す
ることをお勧めします。詳細については、「AWS Copilot 
コマンドラインインターフェイスの使用 (p. 34)」を参照し
てください。

2022 年 9 月 
15 日

Fargate クォータ AWS Fargate は、タスク数ベースのクォータから 
vCPU ベースのクォータに移行しています。詳細につ
いては、「the section called “AWS Fargate Service 
Quotas” (p. 304)」を参照してください。

2022 年 9 月 
8 日

Fargate Windows コンテナ
での Amazon ECS Exec の
サポート

Amazon ECS Execは、Fargate Windows コンテナをサ
ポートします。詳細については、「デバッグ用にAmazon 
ECS Exec を使用 (p. 486)」を参照してください。

2022 年 8 月 
18 日

新しい Amazon ECS コン
ソールのエクスペリエンス
が更新されました

新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスでは、
クラスターの作成と削除、タスク定義の更新、およびタス
ク定義の登録解除がサポートされています。詳細について
は、「コンソールを使用した Fargate 起動タイプ用のクラ
スター作成 (p. 56)」、「コンソールを使用したクラスター
削除 (p. 58)」、「コンソールを使用したタスク定義の更
新 (p. 82)」、および「タスク定義のリビジョンから登録解
除するには (p. 524)」を参照してください。

2021 年 12 
月 8 日

fluentd log-driver-buffer-
limit オプションに対する 
Amazon ECS のサポート

Amazon ECS は、fluentd log-driver-buffer-limit
オプションをサポートしています。詳細については、「カ
スタムログルーティング (p. 140)」を参照してください。

2021 年 11 
月 23 日

新しい Amazon ECS コン
ソールのエクスペリエンス
が更新されました

新しい Amazon ECS コンソールエクスペリエンスでは、
タスク定義の作成がサポートされています。詳細について
は、「コンソールを使用したタスク定義の作成 (p. 73)」を
参照してください。

2021 年 11 
月 23 日

Amazon ECS は、Linux 用
の 64 ビット ARM アーキテ
クチャをサポートしていま
す。

Amazon ECS は、Linux オペレーティングシステム 64 
ビット ARM CPU アーキテクチャをサポートしています。
詳細については、「the section called “Amazon ECSの 64-
bit ARM ワークロードの操作” (p. 121)」を参照してくださ
い。

2021 年 11 
月 23 日

Windows Amazon ECS 
Exec のサポート

Amazon ECS Exec は、Windows をサポートしています。
詳細については、「デバッグ用にAmazon ECS Exec を使
用 (p. 486)」を参照してください。

2021 年 11 
月 1 日

Fargate での Windows のサ
ポート。

Amazon ECS は Fargate で Windows をサポートしていま
す。詳細については、「AWS Fargateとは? (p. 1)」を参照
してください。

2021 年 10 
月 28 日

Amazon ECS メタデータの
更新

メタデータエンドポイントバージョン 4 でコンテナクロッ
クの差分情報のサポートが追加されました。詳細について
は、「the section called “タスクメタデータ JSON レスポ
ンス” (p. 414)」を参照してください。

2021 年 9 月 
30 日
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変更 説明 日付

Amazon ECS のスケジュー
ルされたタスクの更新

Amazon EventBridge は、Amazon ECS のスケジュールさ
れたタスクをトリガーするルールを作成するときに、追加
のパラメータのサポートを追加しました。詳細について
は、「スケジュールされたタスク (p. 206)」を参照してく
ださい。

2021 年 6 月 
25 日

AWS CDK の開始方法 Amazon ECS でAWS CDKを使用するための入門ガイドを
追加しました 詳細については、「AWS CDKを使用して
Amazon ECS の開始方法 (p. 16)」を参照してください。

2021 年 5 月 
27 日

AWS CDK の開始方法 Amazon ECS でAWS CDKを使用するための入門ガイドを
追加しました 詳細については、「AWS CDKを使用して
Amazon ECS の開始方法 (p. 16)」を参照してください。

2021 年 5 月 
27 日

Amazon ECS Exec Amazon ECS は、ECS Exec という新しいデバッグツー
ルをリリースしました。詳細については、「デバッグ用
にAmazon ECS Exec を使用 (p. 486)」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 
15 日

新しいコンソールエクスペ
リエンス

Amazon ECSは、サービスの作成もしくは更新、または
スタンドアロンタスクの実行をサポートする新しいコン
ソールエクスペリエンスをリリースしました。詳細につい
ては、コンソールを使用したサービスの作成 (p. 228) およ
び クラシック Amazon ECS コンソールを使用してスタン
ドアロンタスクを実行する方法 (p. 525) を参照してくださ
い。

2020 年 12 
月 28 日
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変更 説明 日付

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.4.0 
の更新

2020 年 11 月 5 日以降、プラットフォームバージョ
ン1.4.0 を使って起動する新しい Fargate タスクでは次の
機能にアクセスできるようになります。詳細については、
「1.4.0 (p. 50)」を参照してください。

• Secrets Managerを使用して機密データを保存する場
合、特定の JSON キーまたは特定のシークレットの
バージョンを環境変数またはログ設定に挿入できます。
詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡
し (p. 174)」を参照してください。

• environmentFiles コンテナ定義パラメータを使用し
て、環境変数を一括で指定します。詳細については、
「コンテナへの環境変数の受け渡し (p. 172)」を参照し
てください。

• VPC で実行されるタスクと IPv6 が有効になっている
サブネットには、プライベート IPv4 アドレスと IPv6 
アドレスの両方が割り当てられます。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service ユーザーガイド
AWS Fargate用のFargateタスクネットワーキングを参
照してください。

• タスクメタデータエンドポイントバージョン 4 には、
タスク起動タイプ、コンテナの Amazon リソースネー
ム (ARN)、使用されるログドライバーとログドライバー
オプションなど、タスクとコンテナに関する追加のメタ
データが提供されます。/stats エンドポイントに対し
てクエリを実行すると、コンテナのネットワークレート
統計も受け取ります。詳細については、Amazon Elastic 
Container Service ユーザーガイドAWS Fargate用のタス
クメタデータエンドポイントバージョン 4を参照してく
ださい。

2020 年 11 
月 5 日

Fargate 使用状況メトリク
ス

AWS Fargate は、Fargate オンデマンドおよびFargate
スポットリソースのアカウント使用状況を可視化する 
CloudWatch 使用状況メトリクスを提供します。詳細につ
いては、「AWS Fargate 使用状況メトリクス (p. 321)」を
参照してください。

2020 年 8 月 
3 日

AWS Copilot バージョン 
0.1.0

ローカル開発環境からAmazon ECS のコンテナ化されたア
プリケーションのモデル化、作成、リリース、管理を簡素
化するハイレベルのコマンドを提供する新しいAWSコパイ
ロット CLI が公開されました。詳細については、「AWS 
Copilot コマンドラインインターフェイスの使用 (p. 34)」
を参照してください。

2020 年 7 月 
9 日

AWS Fargate プラット
フォームバージョンの廃止
スケジュール

Fargateプラットフォームバージョンの廃止スケジュール
が追加されました。詳細については、「AWS Fargate プ
ラットフォームバージョンの廃止 (p. 53)」を参照してくだ
さい。

2020 年 7 月 
8 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

Amazon ECS onAWS Fargate が欧州 (ミラノ) リージョン
に拡大しました。

2020 年 6 月 
25 日
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変更 説明 日付

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.4.0 
の更新

2020 年 5 月 28 日以降、プラットフォームバージョン 
1.4.0 を使用して起動されるすべての新しいFargate タス
クには、AWS Fargateマネージド 暗号化キーを使用し 
AES-256 暗号化アルゴリズムで暗号化された 20 GB のエ
フェメラルストレージが搭載されます。詳細については、
「タスクでのデータボリュームの使用 (p. 123)」を参照し
てください。

2020 年 5 月 
28 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECS がアフリカ (ケープタウ
ン) リージョンに拡大しました。

2020 年 5 月 
11 日

サービスクォータが更新さ
れました

次のサービスクォータが更新されました。

• アカウントあたりのクラスターが 2,000 から 10,000
に引き上げられました。

詳細については、「Amazon ECS の Service 
Quotas (p. 302)」を参照してください。

2020 年 4 月 
17 日
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変更 説明 日付

AWS Fargate プラット
フォームバージョン 1.4.0

AWS Fargate プラットフォームバージョン 1.4.0 がリリー
スされました。このバージョンには、次の機能が含まれま
す:

• 永続的なタスクストレージとしてAmazon EFS ファ
イルシステムボリュームを使用するサポートを追加し
ました。詳細については、「Amazon EFS ボリュー
ム (p. 125)」を参照してください。

• エフェメラルタスクストレージを 20 GB に増加しまし
た。詳細については、「タスクでのデータボリュームの
使用 (p. 123)」を参照してください。

• タスクとの間のネットワークトラフィック動作を更新
しました。プラットフォームバージョン 1.4.0 以降、す
べてのFargateのタスクは、タスク ENI と呼ばれる単一
の Elastic Network Interface を受け取ります。すべての
ネットワークトラフィックは、VPC 内でこの ENI を通
過し、VPC フローログに表示されます。詳細について
は、「Fargate タスクネットワーキング (p. 133)」を参
照してください。

• タスク ENI は、ジャンボフレームのサポートを追加して
います。ネットワークインターフェイスは、最大転送単
位 (MTU) で設定されます。MTU は、1 つのフレームに
収まるペイロードの最大サイズです。MTU が大きいほ
ど、1 つのフレームに収まるアプリケーションペイロー
ドが大きくなり、フレームごとのオーバーヘッドが減少
し、効率が向上します。ジャンボフレームをサポートす
ると、オーバーヘッドが減ります。タスクと転送先との
ネットワークパスでジャンボフレームをサポートする
と、VPC 内に残っているすべてのトラフィックなどの
オーバーヘッドが軽減されます。

• CloudWatch Container Insights には、Fargate タスクの
ネットワークパフォーマンスメトリクスが含まれます。
詳細については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナ
インサイト (p. 333)」を参照してください。

• タスクメタデータエンドポイント v4 のサポートを追加
しました。これにより、タスクのネットワーク統計情
報や、タスクが実行されているアベイラビリティーゾー
ンなど、Fargate タスクに関する追加情報が提供されま
す。詳細については、「タスクメタデータエンドポイン
トバージョン 4 (p. 413)」を参照してください。

• コンテナの定義に SYS_PTRACE Linux パラメータのサ
ポートを追加しました。詳細については、「Linux パラ
メータ (p. 111)」を参照してください。

• Fargate Container Agent が、すべての Fargate タスクで 
Amazon ECS Container Agent の使用を置き換えます。
この変更は、タスクの実行方法には影響しません。

• コンテナランタイムは Docker の代わりに Containerd を
使用するようになりました。この変更は、タスクの実行
方法には影響しません。コンテナランタイムで発生する
いくつかのエラーメッセージは、より一般的な内容にな
り、Docker については言及されないことがあります。

2020 年 4 月 
8 日
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変更 説明 日付
詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

タスクボリュームに対する
Amazon EFS ファイルシス
テムのサポート

Amazon EFS ファイルシステムは、Fargate タスクのデー
タボリュームとして使用できます。詳細については、
「Amazon EFS ボリューム (p. 125)」を参照してくださ
い。

2020 年 4 月 
8 日

Amazon ECSタスクメタ
データエンドポイントバー
ジョン 4

Fargate プラットフォームバージョン 1.4.0 以
降、ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4という環境変
数がタスク内の各コンテナに挿入されます。タスクメタ
データバージョン 4 エンドポイントに対してクエリを実
行すると、さまざまなタスクメタデータおよび Docker 
統計情報がタスクで利用可能になります。詳細につい
ては、「タスクメタデータエンドポイントバージョン 
4 (p. 413)」を参照してください。

2020 年 4 月 
8 日

Fargate Spot Amazon ECSでは、Fargate Spot を使用したタスクの実行
のサポートが追加されました。詳細については、「AWS 
Fargate キャパシティープロバイダー (p. 62)」を参照して
ください。

2019 年 12 
月 3 日

サービスアクションイベン
ト

Amazon ECS では、特定のサービスアクションが発生した
ときにAmazon EventBridge にイベントを送信するように
なりました。詳細については、「サービスアクションイベ
ント (p. 326)」を参照してください。

2019 年 11 
月 25 日

FireLens for Amazon ECS FireLens for Amazon ECS は一般提供されていま
す。FireLens for Amazon ECS では、タスク定義パラメー
タを使用して、ログのストレージと分析のためにAWS 
サービスまたはパートナーの宛先にログをルーティング
できます。詳細については、「カスタムログルーティン
グ (p. 140)」を参照してください。

2019 年 9 月 
30 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECS は、欧州 (パリ)、欧州 (ス
トックホルム)、および中東 (バーレーン) の各リージョン
に拡大しました。

2019 年 9 月 
30 日

FireLens for Amazon ECS FireLens for Amazon ECSはパブリックプレビューで
す。FireLens for Amazon ECS では、タスク定義パラメー
タを使用して、ログのストレージと分析のためにAWS 
サービスまたはパートナーの宛先にログをルーティング
できます。詳細については、「カスタムログルーティン
グ (p. 140)」を参照してください。

2019 年 8 月 
30 日

CloudWatch コンテナイン
サイト

CloudWatch Container Insights の一般提供が開始されまし
た。コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービ
スのメトリクスとログを収集、集計、要約できます。詳細
については、「Amazon ECS CloudWatch コンテナインサ
イト (p. 333)」を参照してください。

2019 年 8 月 
30 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECSは、アジアパシフィック 
(香港) リージョンに拡大されました。

2019 年 8 月 
6 日
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変更 説明 日付

サービスに複数のターゲッ
トグループを登録する

サービス定義で複数のターゲットグループを指定するため
のサポートが追加されました。詳細については、「サービ
スに複数のターゲットグループを登録する (p. 264)」を参
照してください。

2019 年 7 月 
30 日

CloudWatch コンテナイン
サイト

Amazon ECS は、CloudWatch Container Insights のサ
ポートを追加しました。詳細については、「Amazon ECS 
CloudWatch コンテナインサイト (p. 333)」を参照してく
ださい。

2019 年 7 月 
9 日

Amazon ECS サービスとタ
スクセットのリソースレベ
ルのアクセス許可

Amazon ECSは、Amazon ECSサービスとタスクのリソー
スレベルのアクセス許可のサポートを拡張しました。詳細
については、「IAM を使用するAmazon Elastic Container 
Service (p. 353)」を参照してください。

2019 年 6 月 
27 日

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.3.0 
の更新

2019 年 5 月 1 日以降、起動されるすべての新しい 
Fargate タスクでは、splunk ログドライバーに加え
てawslogs ログドライバーをサポートします。詳細につ
いては、「ストレージとログ記録 (p. 104)」を参照してく
ださい。

2019 年 5 月 
1 日

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.3.0 
の更新

2019 年 5 月 1 日以降、起動される新しい Fargate タスク
では、secretOptions コンテナ定義パラメータを使用し
てコンテナのログ設定内の機密データの参照をサポートし
ます。詳細については、「コンテナへの機密データの受け
渡し (p. 174)」を参照してください。

2019 年 5 月 
1 日

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.3.0 
の更新

2019 年 4 月 2 日以降、起動される新しい Fargateタスク
では、機密データをAWS Secrets Manager シークレット
または AWS Systems Manager パラメータストアのパラ
メータに保存してコンテナの定義でそれらを参照するこ
とにより、コンテナへの機密データの挿入をサポートしま
す。詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡
し (p. 174)」を参照してください。

2019 年 4 月 
2 日

AWS Fargateプラット
フォームバージョン 1.3.0 
の更新

2019 年 3 月 27 日以降、起動されるすべての新しい 
Fargate タスクでは、追加タスク定義パラメータを使用
して、プロキシ設定、コンテナの起動およびシャットダ
ウンの依存関係、コンテナ別の起動および停止のタイム
アウト値を定義できます。詳細については、プロキシ設
定 (p. 115)、コンテナの依存関係 (p. 112)、およびコンテ
ナのタイムアウト (p. 113)を参照してください。

2019 年 3 月 
27 日

Amazon ECS外部デプロイ
タイプの導入

この外部 デプロイタイプでは、Amazon ECS サービスの
デプロイプロセスを完全に制御するために、すべてのサー
ドパーティーのデプロイコントローラーを使用できます。
詳細については、「外部デプロイ (p. 250)」を参照してく
ださい。

2019 年 3 月 
27 日

554



Amazon ECS AWS Fargate のユーザーガイド

変更 説明 日付

Amazon ECSでの
PutAccountSettingDefault
APIの導入

Amazon ECS では、PutAccountSettingDefault API 
を導入しました。これにより、ユーザーはアカウントの
すべてのユーザーおよびロールに対して、デフォルトの 
ARN/ID 形式のオプトインステータスを設定できます。以
前は、アカウントのデフォルトのオプトインステータス
を設定するには、root ユーザーを使用する必要がありまし
た。

詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と 
ID (p. 196)」を参照してください。

2019 年 2 月 
8 日

インターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS 
PrivateLink)

AWS PrivateLinkを搭載したインターフェイスVPCエンド
ポイントを設定するため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 ECS とをプライベートに接続することができま
す。

詳細については、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。

2018 年 12 月 26 日

AWS Fargate プラット
フォームバージョン 1.3.0

以下を含む新しくリリースされたAWS Fargateプラット
フォームバージョン:

• AWS Systems Manager パラメータストアパラメータを
使用して、コンテナに機密データを挿入する機能のサ
ポートが追加されました。

詳細については、「コンテナへの機密データの受け渡
し (p. 174)」を参照してください。

• Fargateタスクのタスクリサイクルが追加されました。
これは、Amazon ECS サービスの一部であるタスクを更
新するプロセスです。

詳細については、Amazon Elastic Container Service 
ユーザーガイドAWS Fargate用のタスクの保守を参照し
てください。

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 12 
月 17 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECSは、アジアパシフィック 
(ムンバイ)、およびカナダ (中部) の各リージョンに拡大さ
れました。

2018 年 12 
月 7 日

Amazon ECS ブルー/グリー
ンデプロイ

CodeDeploy を使用した ブルー/グリーンデプロイのサ
ポートがAmazon ECS に追加されました。このデプロイタ
イプでは、本番稼働用トラフィックを送信する前にサービ
スの新しいデプロイメントを検証することができます。

詳細については、「CodeDeploy による Blue/Green デプ
ロイ (p. 245)」を参照してください。

2018 年 11 
月 27 日
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リソースへのタグ付け サービス、タスク定義、タスク、クラスター、コンテナイ
ンスタンスにメタデータタグを追加する機能のサポートが
Amazon ECS に追加されました。

詳細については、「リソースとタグ (p. 296)」を参照して
ください。

2018 年 11 
月 15 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECS は米国西部 (北カリフォル
ニア)、アジアパシフィック (ソウル) の各リージョンに拡
張されました。

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 11 
月 7 日

サービスの制限を更新しま
した

次のサービスの制限が更新されました。

• リージョンごとアカウントごとに、Fargate 起動タイプ
を使用するタスクの数が20 から50 に引き上げられまし
た。

• Fargate起動タイプを使用するタスクのパブリック IP ア
ドレスの数が 20 から50 に引き上げられました。

詳細については、「Amazon ECS の Service 
Quotas (p. 302)」を参照してください。

2018 年 10 
月 31 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECSは欧州 (ロンドン) リー
ジョンに拡大されました。

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 10 
月 26 日

AWS Fargateタスク を使用
した Amazon ECS のプライ
ベートレジストリ認証のサ
ポート

Amazon ECSはAWS Secrets Managerを使用したプライ
ベートレジストリ認証を使用した Fargate タスクのサポー
トが導入されました。この機能では、認証情報を安全に保
管してコンテナの定義で参照できるため、タスクでプライ
ベートイメージを使用することができます。

詳細については、「タスクのプライベートレジストリの認
証 (p. 170)」を参照してください。

2018 年 9 月 
10 日

Amazon ECSサービスの検
出リージョンの拡大

Amazon ECSサービス検出は、サポート範囲が拡張され、
アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック 
(シドニー)、アジアパシフィック (東京)、欧州 (フランクフ
ルト)、欧州 (ロンドン) の各リージョンで利用できます。

詳細については、「サービス検出 (p. 289)」を参照してく
ださい。

2018 年 8 月 
30 日

Fargateタスクのサポートで
スケジュールされたタスク

Amazon ECS ではFargate 起動タイプのスケジュールされ
たタスクのサポートが導入されました。

詳細については、「スケジュールされたタスク (p. 206)」
を参照してください。

2018 年 8 月 
28 日
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変更 説明 日付

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Amazon ECS でのFargate の使用は、欧州 (フランク
フルト)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシ
フィック (シドニー) の各リージョンに拡張されました。

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 7 月 
19 日

Amazon ECSサービススケ
ジューラ戦略の追加

Amazon ECSにサービススケジューラ戦略の概念を導入し
ました。

利用できる 2 つのサービススケジューラ戦略があります。

• REPLICA - レプリカスケジュール戦略では、クラスター
全体で必要数のタスクを配置して維持します。デフォル
トでは、サービススケジューラによってタスクはアベイ
ラビリティーゾーン間に分散されます。タスク配置の戦
略と制約を使用すると、タスク配置の決定をカスタマイ
ズできます。詳細については、「レプリカ (p. 213)」を
参照してください。

• DAEMON - デーモンのスケジュール戦略では、指定した
すべてのタスク配置制約を満たすクラスター内のアク
ティブなコンテナインスタンスごとに、1 つのタスクの
みをデプロイします。サービススケジューラは、実行中
のタスクのタスク配置制約を評価し、配置制約を満たさ
ないタスクを停止します。この戦略を使用する場合、
タスクの必要数や配置戦略、サービスの Auto Scaling 
ポリシーを指定する必要はありません。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガ
イドのデーモンを参照してください。

Note

Fargate タスクは DAEMON スケジュール戦略を
サポートしていません。

詳細については、「サービススケジューラの概
念 (p. 212)」を参照してください。

2018 年 6 月 
12 日

AWS Fargateリージョンの
拡大

AWS Fargate with Amazon ECS は、米国東部 (オハイ
オ)、米国西部 (オレゴン)、欧州西部 (アイルランド) リー
ジョンに拡大されます。

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 4 月 
26 日
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変更 説明 日付

AWS Fargate プラット
フォームバージョン

以下を含む新しくリリースされたAWS Fargateプラット
フォームバージョン:

• Amazon ECSタスクメタデータエンドポイント (p. 413)
のサポートが追加されました。

• ヘルスチェック (p. 99) のサポートが追加されました。
• サービス検出 (p. 289) のサポートの追加

詳細については、「AWS Fargateプラットフォームのバー
ジョン (p. 49)」を参照してください。

2018 年 3 月 
26 日

Amazon ECSサービスの検
出

Amazon ECS サービスの検出をサポートする Route 53 と
の統合を追加しました。詳細については、「サービス検
出 (p. 289)」を参照してください。

2018 年 3 月 
22 日

コンテナヘルスチェック コンテナ定義に追加された Docker ヘルスチェックのサ
ポート。詳細については、「ヘルスチェック (p. 99)」を参
照してください。

2018 年 3 月 
08 日

Amazon ECSタスクメタ
データエンドポイント

Amazon ECSコンテナエージェントのバージョン 1.17.0 
以降、Amazon ECSコンテナエージェントによって提
供される HTTP エンドポイントで awsvpc ネットワー
クモードを使用するタスクで、さまざまなタスクメタ
データおよび Docker 統計を使用できます。詳細につい
ては、「Amazon ECSタスクメタデータエンドポイン
ト (p. 413)」を参照してください。

2018 年 2 月 
8 日

ターゲット追跡ポリシー
を使用したAmazon ECS 
Service Auto Scaling

Amazon ECS コンソールにターゲット追跡ポリシーを使用
した ECS Service Auto Scaling のサポートが追加されまし
た。詳細については、「ターゲット追跡スケーリングポリ
シー (p. 269)」を参照してください。

ECS の初回実行ウィザードの前段階チュートリアルのス
テップスケーリングが削除されていること。これはター
ゲット追跡用の新しいチュートリアルに置き換えられま
す。

2018 年 2 月 
8 日

新しいサービススケジュー
ラの動作

起動に失敗するサービスタスクの動作に関する情報を更新
しました。サービスタスクが連続して失敗する場合にト
リガーされる新しいサービスイベントメッセージについ
て文書化しました。更新されたこの動作の詳細について
は、「その他のサービスの概念 (p. 213)」を参照してくだ
さい。

2018 年 1 月 
11 日

タスクレベルの CPU とメモ
リ

タスク定義でタスクレベルの CPU とメモリを指定す
るためのサポートを追加しました。詳細については、
「TaskDefinition」を参照してください。

2017 年 12 
月 12 日
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タスク実行ロール Amazon ECSコンテナエージェントはユーザーに代わって 
Amazon ECS API アクションを呼び出すため、エージェ
ントがユーザーに属していることをサービスに伝えるため
に、IAM ポリシーおよびロールが必要です。次のアクショ
ンがタスク実行ロールの対象になっています。

• コンテナイメージをプルするためのAmazon ECR の呼
び出し

• コンテナアプリケーションログを保存するための 
CloudWatch の呼び出し

詳細については、「Amazon ECS タスク実行IAM ロー
ル (p. 382)」を参照してください。

2017 年 12 
月 7 日

AWS Fargateの一般提供 Fargate 起動タイプを使用したAmazon ECS サービス
の起動のサポートを追加しました。詳細については、
「Amazon ECS 起動タイプ (p. 120)」を参照してくださ
い。

2017 年 11 
月 29 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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