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Amplify ホスティング機能

AWS Amplifyホスティングへようこ
そ

AWS Amplifyは、フロントエンドのウェブおよびモバイルデベロッパーがAWSで迅速かつ簡単にフルス
タックアプリケーションを構築できるようにする専用のツールと機能のセットです。Amplify は、Amplify 
Hosting と Amplify Studio の 2 つのサービスを提供します。Amplify Hosting は、継続的なデプロイメント
でフルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをホストするための git ベースのワークフローを
提供します。このユーザーガイドでは、Amplify ホスティングを始めるために必要な情報を提供します。

Amplify ホスティング機能
• Amplify Hostingは、React、Angular、Vue.js、Ionic、Emberなどの一般的なSPAフレームワークだけで

なく、ギャツビー、Eleventy、Hugo、Jekyllなどの静的サイトジェネレーターもサポートしています。 
VuePress

• 新しいブランチを接続して、フロントエンドとバックエンドの本番環境とステージング環境を管理しま
す。ブランチデプロイメント機能を参照してください (p. 54)。

• アプリケーションをカスタムドメインConnect。「カスタムドメインの設定 (p. 29)」を参照してくだ
さい。

• Next.js. フレームワークを使用して作成された SSR Web アプリをデプロイしてホストしま
す (p. 14)。

• プルリクエストのプレビューを設定して、コードレビュー中に変更をプレビューできます (p. 77)。
• エンドツーエンドのテストでアプリの品質を向上させましょう。ほら、end-to-end テスト (p. 80)。
• パブリックアクセス可能にせずに新しい機能を使用できるように、ウェブアプリをパスワードで保護し

ます。「アクセス制限 (p. 88)」を参照してください。
• リライトとリダイレクトを設定して、SEO ランキングを維持し、クライアントアプリの要件に基づいて

トラフィックをルーティングします。「リダイレクトの使用 (p. 82)」を参照してください。
• インスタントキャッシュの無効化により、コードがコミットされるたびにアプリが即座に更新されま

す。
• アトミックデプロイでは、デプロイ全体が完了した後にのみ Web アプリが更新されるため、メンテナ

ンスウィンドウが不要になります。これにより、ファイルが正しくアップロードされないというシナリ
オが解消されます。

• さまざまなモバイルデバイスでレンダリングされたアプリのスクリーンショットを取得して、レイアウ
トの問題を特定します。

Amplify ホスティングの使用開始
Amplifyのホスティング機能を始めるには、既存のコードを使用して開始する (p. 4)チュートリアル
を参照してください。チュートリアルを完了すると、git リポジトリ (、 BitBucket CloudGitHub、、AWS 
CodeCommit) を接続して継続的デプロイをセットアップできるようになります。 GitLabまたは、フルス
タックの継続的デプロイサンプルのいずれかから始めることもできます (p. 10)。

Amplify スタジオ
Amplify Studio には、AWS AmplifyのコンソールからアクセスできますAWS Management 
Console。Amplify Studio は、スケーラブルなフルスタックのウェブおよびモバイルアプリの作成を簡素化
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Amplify Studio の機能

するビジュアル開発環境です。Studio を使用して、一連の UI コンポーネントを使用してフロントエンド 
ready-to-use UI を構築し、アプリのバックエンドを作成し、2 つを接続します。Amplify ドキュメントの
Amplify Studio のユーザーガイドを参照してください。

Amplify Studio の機能
• ビジュアルデータモデリングにより、クラウドインフラストラクチャではなく、ドメイン固有のオブ

ジェクトに集中できます。
• アプリの認証を設定します。
• 強力でわかりやすい認証。
• nfrastructure-as-code すべてのバックエンド機能をで設定しますAWS CloudFormation。
• Amplify コマンドラインインターフェイス (CLI) と連動します。Studioで行ったすべての更新は、CLIに

取り込むことができます。
• ユーザーを電子メールで招待して、バックエンドの設定と管理を行います。これらのユーザーは、電子

メールでAmplify CLIにログインすることもできます。
• マークダウンサポート付きのコンテンツ管理。
• アプリのユーザーとグループを管理します。
• Studio のビジュアルデザイナーを使用してフロントエンド UI コンポーネントを構築します。ビルド済

みの UI コンポーネントライブラリにある多数のデザインから選択できます。
• デザイナーが作成した Figma プロトタイプを React コードとして Studio にインポートします。
• テーマを使用してフロントエンド UI をカスタマイズし、アプリのコンポーネントにグローバルスタイル

を適用します。
• UI コンポーネントを Studio 内で直接設定してテストし、データの更新と表示方法を確認します。
• いくつかの簡単な手順で、クラウドに接続されたバックエンドをフロントエンド UI にバインドできま

す。

Amplify Studio を始めるに当たって
StudioAWS を使い始めてバックエンドを作成するのにアカウントは必要ありません。AWSアカウントが
なくても、バックエンドのデータのモデリングをローカルで開始できます。

AWSアカウントを作成すると、バックエンド環境を管理するための拡張された Studio 機能や、アプリ
ケーションのバックエンドに接続できるフロントエンド UI コンポーネントを作成するためのビジュアル
デザイナーにアクセスできます。詳細については、Amplify ドキュメントの「はじめに」を参照してくださ
い。

最新の SPA ウェブアプリケーション
このユーザーガイドは、最新のシングルページウェブアプリケーション (SPA) の基本を理解しているお
客様を対象としています。最新の Web アプリケーションは、すべてのアプリケーションコンポーネント
を静的ファイルにパッケージ化する SPA として構築されています。従来のクライアント/サーバー型ウェ
ブアーキテクチャでは、使い勝手が悪く、ボタンをクリックしたり検索したりするたびにサーバーまで往
復する必要があり、アプリケーション全体を再レンダリングする必要がありました。最新のウェブアプリ
は、アプリのフロントエンド、つまりユーザーインターフェースをビルド済みの HTML/JavaScript ファイ
ルとしてブラウザに効率的に提供し、ページをリロードせずにバックエンド機能を呼び出すことができる
ため、ネイティブアプリのようなユーザーエクスペリエンスを提供します。

最近のウェブアプリケーションの機能は、データベース、認証サービス、ブラウザで実行されるフロント
エンドコード、AWS Lambdaクラウドで実行されるバックエンドのビジネスロジックや関数など、複数の
場所に分散していることがよくあります。これにより、開発者はフロントエンドとバックエンドのデプロ

2
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最新の SPA ウェブアプリケーション

イを慎重に調整して、デプロイの一部または失敗を避ける必要があるため、アプリケーションのデプロイ
は複雑で時間がかかります。Amplifyは、フロントエンドとバックエンドの導入を1つのワークフローで簡
素化します。
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既存のコードを使用して開始する
このチュートリアルでは、最新のウェブアプリケーションを継続的にビルド、デプロイ、およびホストす
る方法について説明します。最新のウェブアプリには、シングルページアプリケーション (SPA) フレーム
ワーク (React、Angular、Vue など) と静的サイトジェネレーター (SSG) (Hugo、Jekyll、Gatsby など) が
あります。Amplify Hosting は、サーバーサイドレンダリング (SSR) を使用し、Next.js を使用して作成さ
れたウェブアプリもサポートしています。

開始するには、Amplify コンソールにサインインします。AWS Amplifyホームページから始める場合は、
ページの上部にある [Get Started] を選択します。

次に、「配信」で「始める」を選択します。

「すべてのアプリ」ページから始める場合は、「新規アプリ」を選択し、右上の「ウェブアプリをホス
ト」を選択します。

4
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ステップ 1: リポジトリに接続する

ステップ 1: リポジトリに接続する
自分の GitHub、Bitbucket GitLab、AWS CodeCommitまたはリポジトリConnect します。また、Git リポ
ジトリに接続せずにビルドアーティファクトを手動でアップロードすることもできます。詳細について
は、「手動デプロイ (p. 70)」を参照してください。

Amplify コンソールを承認した後 GitLab、Amplify はリポジトリプロバイダーからアクセストークンを取得
しますが、AWSサーバーにトークンを保存しません。AWS CodeCommitAmplify は、特定のリポジトリに
のみインストールされているデプロイキーを使用してリポジトリにアクセスします。

GitHub リポジトリの場合、 GitHub Amplifyはアプリ機能を使用してAmplifyアクセスを承認するようになり
ました。 GitHub Amplifyアプリでは、権限がより微調整され、指定したリポジトリにのみAmplifyアクセス
を許可できます。 GitHub アプリのインストールとアプリのインストールと承認の詳細については、「を
参照してくださいを参照してください GitHubリポジトリへの Amplify アクセスを設定する (p. 73)。

リポジトリサービスプロバイダーに接続したら、リポジトリを選択後、対応するブランチを選択して、ビ
ルドおよびデプロイを行います。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ステップ 2a: フロントエンドのビルド設定を確認する

ステップ 2a: フロントエンドのビルド設定を確認す
る

選択したブランチについて、Amplify はリポジトリを検査して、実行するビルドコマンドのシーケンスを自
動的に検出します。

重要: ビルドコマンドとビルド出力ディレクトリ (つまり、artifacts > baseDirectory) が正確であることを確
認してください。この情報を変更する必要がある場合は、[編集] を選択して YML エディタを開きます。ビ
ルド設定は Google のサーバーに保存することも、YML をダウンロードしてリポジトリのルートに追加す
ることもできます (モノリポジトリの場合は、YML をアプリのルートディレクトリに保存します)。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ステップ 2b: バックエンドのビルド設定を確認する

詳細については、「ビルド仕様の YAML 構文 (p. 43)」を参照してください。

ステップ 2b: バックエンドのビルド設定を確認する
Amplify CLI v1.0以降でプロビジョニングされたリポジトリに接続した場合（amplify-vを実行してCLIバー
ジョンを確認する）、Amplify Hostingはフロントエンドビルドを含む単一のワークフローでバックエンド
リソース（Amplify CLIでプロビジョニングされたリソース）をデプロイまたは自動的に更新します。既
存のバックエンド環境を自分のブランチにポイントするか、まったく新しい環境を作成することができま
す。 step-by-step チュートリアルについては、「フルスタックデプロイメントの開始 (p. 10)」を参照し
てください。

ビルド中に Amplify CLI を使用してバックエンド機能をデプロイするには、AWS Identity and Access 
Management (IAM) サービスロールを作成または再利用します。IAM ロールは、Amplify にアカウントのリ
ソースにアクセス権限を付与するための安全な方法です。詳細な手順については、「サービスロールの追
加 (p. 110)」を参照してください。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ステップ 2c: 環境変数を追加する (オプション)

注:Amplify CLIは、IAMサービスロールが有効になっていないと実行できません。

ステップ 2c: 環境変数を追加する (オプション)
ほとんどのアプリでは、実行時に設定情報を取得する必要があります。この設定には、データベース接続
の詳細、API キー、パラメータなどがあります。環境変数は (p. 89)、ビルド時にこれらの構成を公開す
る手段を提供します。

ステップ 3: 保存してデプロイする
すべての設定を見直し、すべて正しく設定されていることを確認してください。[保存して展開] を選択
し、AWSウェブアプリをグローバルコンテンツ配信ネットワーク (CDN) にデプロイします。フロントエ
ンドのビルドには通常1～2分かかりますが、アプリのサイズによって異なる場合があります。

ブランチセクションの進行状況インジケーターを選択して、ビルドログ画面にアクセスします。ビルドに
は、次のステージが含まれます。

1. プロビジョン - ビルド環境は、4 vCPU、7 GB のメモリを搭載したホスト上で Docker イメージを使用
してセットアップされています。各ビルドでは、独自のホストインスタンスを取得し、すべてのリソー
スが安全に隔離されるようにします。Docker ファイルの内容は、デフォルトのイメージがユーザーの
要件をサポートするように表示されます。

2. ビルド - ビルドフェーズは、セットアップ (リポジトリのクローンをコンテナに作成する)、バックエン
ドのデプロイ (Amplify CLI を実行してバックエンドリソースをデプロイする)、フロントエンドのビルド 
(フロントエンドのアーティファクトをビルドする) の 3 つのステージから構成されます。

3. デプロイ-ビルドが完了すると、すべてのアーティファクトが Amplify Hosting が管理するホスティング
環境にデプロイされます。すべてのデプロイはアトミック - アトミックデプロイでは、すべてのデプロ
イが完了したときにのみウェブアプリケーションが更新されるようにすることで、メンテナンスウィン
ドウが不要になります。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
次のステップ

次のステップ
• カスタムドメインをアプリに追加する (p. 29)
• 複数の環境を管理する (p. 54)
• マージする前にプルリクエストをプレビューする (p. 77)
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
前提条件

フルスタックの継続的デプロイの使
用開始

Amplify Hostingを使用すると、Amplify Frameworkを使用してアプリを構築する開発者は、コードがコ
ミットされるたびにバックエンドとフロントエンドに継続的にアップデートをデプロイできます。Amplify 
Hostingを使用すると、フロントエンドコードと同じコミットで、Amplify Studioを使用して作成された
GraphQL/REST API、認証、分析、ストレージを備えたサーバーレスバックエンドをデプロイできます。

このチュートリアルでは、Amplify を使用してフルスタック CI/CD ワークフローを設定します。フロント
エンドアプリを Amplify ホスティングにデプロイします。次に、Amplify Studioを使用してバックエンドを
作成します。最後に、クラウドバックエンドをフロントエンドアプリに接続します。

トピック
• 前提条件 (p. 10)
• ステップ 1: フロントエンドをデプロイするには (p. 10)
• ステップ 2: バックエンドを作成する (p. 11)
• ステップ 3: バックエンドをフロントエンドConnect する (p. 12)
• 次のステップ (p. 13)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、以下を実行する必要があります。

• AWS アカウント にサインアップします。https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start/email を開
いて始めましょう。

• Bitbucket、 GitHub、などの Git リポジトリプロバイダーでアカウントを作成しますAWS 
CodeCommit。 GitLab

• Amplify コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールします。手順については、Amplify フ
レームワークのドキュメントの「Amplify CLI のインストール」を参照してください。

ステップ 1: フロントエンドをデプロイするには
この例で使用したい既存のフロントエンドアプリが git リポジトリにある場合は、フロントエンドアプリ
をデプロイする手順に進むことができます。

この例で使用する新しいフロントエンドアプリを作成する必要がある場合は、次の [Amplify コンソールに
デプロイ] ボタンを選択して、Create React App スターターアプリを Amplify アカウントにデプロイしま
す。

または、React アプリの作成ドキュメントにある React アプリの作成手順に従うこともできます。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ステップ 2: バックエンドを作成する

フロントエンドアプリをデプロイするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 「すべてのアプリ」ページで、「新規アプリ」を選択し、右上の「ウェブアプリをホスト」を選択し

ます。
3. お使いの GitHub、Bitbucket GitLab、AWS CodeCommitまたはリポジトリプロバイダーを選択し、[続

行] を選択します。
4. Amplify は git リポジトリへのアクセスを許可します。 GitHub リポジトリの場合、 GitHub Amplifyは

アプリ機能を使用してAmplifyアクセスを承認するようになりました。

GitHub アプリのインストールおよび認証の詳細については、「 GitHubリポジトリへの Amplify アクセ
スを設定する (p. 73)」

5. 「リポジトリブランチを追加」ページで、次の操作を行います。

a. 「最近更新されたリポジトリ」リストで、接続するリポジトリの名前を選択します。
b. ブランチリストで、接続するリポジトリブランチの名前を選択します。
c. [Next] (次へ) を選択します。

6. 「ビルド設定の構成」 ページで、「次へ」を選択します。
7. レビューページで、[保存してデプロイ] を選択します。

ステップ 2: バックエンドを作成する
フロントエンドアプリを Amplify Hosting にデプロイしたので、バックエンドを作成できます。次のステッ
プに従って、シンプルなデータベースと GraphQL API API エンドポイントを使用してバックエンドを作成
します。

バックエンドを作成するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. [すべてのアプリ] ページで、手順 1 で作成したアプリを選択します。
3. アプリのホームページで、「バックエンド環境」タブを選択し、「はじめに」を選択します。これに

より、デフォルトのステージング環境のセットアッププロセスが開始されます。
4. セットアップが完了したら、「Launch Studio」を選択して Amplify Studio のステージングバックエン

ド環境にアクセスします。

Amplify Studioは、バックエンドを作成および管理し、フロントエンドUI開発を加速するためのビジュアル
インターフェイスです。Amplify Studio の詳細については、Amplify Studio のドキュメントを参照してくだ
さい。

次の手順で、Amplify Studio のビジュアルバックエンドビルダーインターフェイスを使用して簡単なデー
タベースを作成します。

データモデルの作成

1. アプリのステージング環境のホームページで、[データモデルの作成] を選択します。これにより、
データモデルデザイナーが開きます。

2. [データモデリング] ページで、[モデルの追加] を選択します。
3. タイトルには、と入力しますTodo。
4. [フィールドを追加] を選択します。
5. [フィールド名] に、と入力しますDescription。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ステップ 3: バックエンドをフロントエンドConnect する

次のスクリーンショットは、データモデルがデザイナーでどのように表示されるかを示す例です。

6. [保存してデプロイ] を選択します。
7. Amplify Hosting コンソールに戻ると、ステージング環境のデプロイが進行中です。

デプロイ中に、Amplify Studio は、データにアクセスするためのAWS AppSync GraphQL API や Todo アイ
テムをホストする Amazon DynamoDB テーブルなど、AWS必要なすべてのリソースをバックエンドに作
成します。AWS CloudFormationAmplifyはを使用してバックエンドをデプロイします。これにより、バッ
クエンド定義をとして保存できます infrastructure-as-code。

ステップ 3: バックエンドをフロントエンドConnect 
する

フロントエンドをデプロイし、データモデルを含むクラウドバックエンドを作成したので、次はそれらを
接続する必要があります。以下の手順に従って、Amplify CLIを使用してバックエンド定義をローカルアプ
リプロジェクトに取り込みます。

クラウドバックエンドをローカルフロントエンドに接続するには

1. ターミナルウィンドウを開き、ローカルプロジェクトのルートディレクトリに移動します。
2. ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行し、赤いテキストをプロジェクトの固有のアプリ ID と

バックエンド環境名に置き換えます。

amplify pull --appId abcd1234 --envName staging

3. ターミナルウィンドウの指示に従って、プロジェクトのセットアップを完了します。

これで、ビルドプロセスを設定して、継続的デプロイワークフローにバックエンドを追加できます。以下
の手順に従って、フロントエンドブランチを Amplify Hosting コンソールのバックエンドに接続します。

フロントエンドアプリブランチとクラウドバックエンドを接続するには

1. アプリのホームページで、「ホスティング環境」タブを選択します。
2. メインブランチを見つけて、[編集] を選択します。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
次のステップ

3. 「ターゲットバックエンドの編集」ウィンドウの「環境」で、接続するバックエンドの名前を選択し
ます。この例では、ステップ 2 で作成したステージングバックエンドを選択します。

デフォルトでは、フルスタック CI/CD は有効になっています。このオプションをオフにすると、この
バックエンドのフルスタック CI/CD がオフになります。フルスタック CI/CD をオフにすると、アプリ
はプル専用モードで実行されます。ビルド時に、Amplifyaws-exports.js はバックエンド環境を変
更せずに自動的にファイルのみを生成します。

4. 次に、サービスロールを設定して、アプリのバックエンドを変更するために必要な権限をAmplifyに付
与する必要があります。既存のサービスロールを使用することも、新規作成することもできます。手
順については、「サービスロールの追加 (p. 110)」を参照してください。

5. サービスロールを追加したら、[ターゲットバックエンドの編集] ウィンドウに戻り、[保存] を選択し
ます。

6. ステージングバックエンドをフロントエンドアプリのメインブランチに接続し終えるには、プロジェ
クトの新規ビルドを実行します。

以下のいずれかを実行します。
• Git リポジトリからコードをプッシュして Amplify コンソールでビルドを開始します。
• Amplify コンソールで、アプリのビルド詳細ページに移動し、[このバージョンを再デプロイ] を選

択します。

次のステップ
機能ブランチのデプロイメントのセットアップ
推奨されるワークフローに従って、複数のバックエンド環境でフィーチャーブランチのデプロイをセット
アップしてください。

Amplify スタジオでフロントエンド UI を作成する
Studio を使用して、一連の ready-to-use UI コンポーネントを使用してフロントエンド UI を構築し、アプ
リのバックエンドに接続します。詳細とチュートリアルについては、Amplify フレームワークのドキュメン
トにある Amplify Studio のユーザーガイドを参照してください。
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
サーバーサイドのレンダリングとは

Amplify Hosting でサーバーサイドで
レンダリングされたアプリをデプロ
イ

AWS Amplifyを使用して、サーバーサイドレンダリング (SSR) を使用する Web アプリをデプロイおよび
ホストできます。現在、Amplify Hosting は Next.js フレームワークを使用して作成されたアプリをサポー
トしています。アプリをデプロイすると、Amplify は SSR を自動的に検出するので、で手動設定を行う必
要はありませんAWS Management Console。

Amplify が SSR をどのようにサポートするかについては、以下のトピックを確認してください。

トピック
• サーバーサイドのレンダリングとは (p. 14)
• Next.js SSR のサポートAmplify (p. 14)

サーバーサイドのレンダリングとは
以前は、Amplifyは静的Webアプリのデプロイとホスティングのみをサポートしていました。これ
には、React などのシングルページアプリケーション (SPA) フレームワークで作成されたアプリ
や、Gatsby などの静的サイトジェネレーター (SSG) で作成されたアプリが含まれます。静的ウェブア
プリは、HTML、CSS、ファイルなど、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) JavaScript に保存されてい
るファイルの組み合わせで構成されます。クライアントブラウザが Web サイトにリクエストを行うと、
サーバーは HTTP 応答を含むページをクライアントに返し、クライアントブラウザはコンテンツを解釈し
てユーザーに表示します。

Amplify は、サーバーサイドレンダリング (SSR) 機能を備えたウェブアプリをサポートするようになりま
した。クライアントが SSR ページにリクエストを送信すると、リクエストのたびにそのページの HTML 
がサーバー上に作成されます。SSR を使用すると、開発者はリクエストやユーザーごとに Web サイトを
カスタマイズできます。さらに、SSR は Web サイトのパフォーマンスと検索エンジン最適化 (SEO) を向
上させることができます。

Next.js SSR のサポートAmplify
Amplify は、Next.js のみを使用して作成されたサーバー側レンダリング (SSR) ウェブアプリのデプロイ
とホスティングをサポートします。Next.js は、を使って SPA を開発するための React JavaScript フレー
ムワークです。Next.js 13 でビルドされたアプリには、イメージとスクリプトの最適化、静的漸進再生成 
(ISR)、ミドルウェアなどの機能を搭載してデプロイできます。

開発者は Next.js を使用して、静的サイト生成 (SSG) と SSR を 1 つのプロジェクトに統合できま
す。SSG ページはビルド時に事前にレンダリングされ、SSR ページはリクエスト時に事前にレンダリン
グされます。

事前レンダリングにより、パフォーマンスが向上し、検索エンジンが最適化されます。Next.js はサーバー
上のすべてのページを事前にレンダリングするので、各ページの HTML コンテンツはクライアントのブ
ラウザに到達した時点で準備完了です。このコンテンツの読み込みも速くなります。読み込み時間を短縮
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AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Next.js 機能のサポート

すると、エンドユーザーのウェブサイト体験が向上し、サイトのSEOランキングにプラスの影響を与えま
す。また、事前レンダリングを行うと、検索エンジンボットが Web サイトの HTML コンテンツを簡単に
見つけてクロールできるようになるため、SEO が向上します。

Next.js には、最初のバイトまでの時間 (TTFB) や最初のコンテンツフルペイント (FCP) など、さまざま
なパフォーマンス指標を測定するための分析サポートが組み込まれています。Next.js の詳細について
は、Next.js ウェブサイトの「はじめに」を参照してください。

Next.js 機能のサポート
Amplify Hosting コンピューティングは、Next.js 12 以降でビルドされたアプリのサーバー側レンダリング 
(SSR) を完全に管理します。Amplify Hosting コンピューティングのリリース前に Next.js アプリを Amplify 
にデプロイした場合、そのアプリは Amplify の以前の SSR プロバイダーである Classic (Next.js 11 のみ) 
を使用しています。Amplify Hosting コンピューティングは、Next.js バージョン 11 以前を使用して作成さ
れたアプリをサポートしていません。Next.js 11 アプリを Amplify Hosting コンピュートマネージド SSR 
プロバイダーに移行することを強くお勧めします。

次のリストは、Amplify Hosting コンピューティング SSR プロバイダーがサポートする特定の機能につい
て説明しています。

サポートされている機能

• サーバー側レンダリングページ (SSR)
• 静的なページ
• API ルート数
• ダイナミックルート
• すべてのルートをキャッチ
• SSG (スタティック生成)
• インクリメンタル・スタティック・リジェネレーション (ISR)
• 国際化 (i18n) サブパスルーティング
• 国際化 (i18n) ドメインルーティング
• ミドルウェア
• 環境変数
• 画像の最適化。

サポートされていない 機能

• エッジ API ルート数
• オンデマンド・インクリメンタル・スタティック・リジェネレーション (ISR)
• 国際化 (i18n) 自動ロケール検出
• Next.js 13 アプリディレクトリ (ベータ版)

Next.js イメージ最適化を使用する
Next.js のドキュメントには、Sharp 画像処理モジュールをインストールして、画像最適化が本番環境で正
しく機能するように推奨しています。ただし、Amplify のデプロイには必要ありません。Amplifyはあなた
に代わってシャープを自動的にデプロイします。

画像の最大出力サイズは 4.3 MB を超えることはできません。より大きな画像ファイルをどこかに保存
し、next/imageコンポーネントを使用してサイズを変更し、Webp 形式または AVIF 形式に最適化して
から、小さいサイズで提供できます。
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Next.js SSR アプリケーションの価格
Next.js 12 以降の SSR アプリをデプロイすると、Amplify Hosting コンピューティングが SSR アプリのデ
プロイに必要なリソースを管理します。Amplify Hosting AWS Amplifyのコンピューティング料金について
は、「料金」を参照してください。

Amplify で Next.js SSR アプリをデプロイする
デフォルトでは、Amplify は Next.js 12 以降をサポートする Amplify Hosting のコンピューティングサービ
スを使用して新しい SSR アプリをデプロイします。Amplify Hosting コンピューティングは、SSR アプリ
のデプロイに必要なリソースを完全に管理します。2022 年 11 月 17 日より前にデプロイした Amplify ア
カウントの SSR アプリは、クラシック (Next.js 11 のみ) SSR プロバイダーを使用しています。

クラシック (Next.js 11 のみ) SSR を使用するアプリを Amplify Hosting コンピュート SSR プロバイダーに
移行することを強くお勧めします。Amplifyはあなたに代わって自動移行を実行しません。更新を完了する
には、アプリを手動で移行してから新しいビルドを開始する必要があります。手順については、「Next.js 
11 SSR アプリを Amplify Hosting コンピューティングに移行する (p. 18)」を参照してください。

次の手順に従って、新しい SSR アプリをデプロイします。

Amplify Hosting コンピュート SSR プロバイダーを使用して SSR アプリを Amplify にデプロイす
るには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 「すべてのアプリ」ページで、「新規アプリ」を選択し、「ウェブアプリをホスト」を選択します。
3. お使いの GitHub、Bitbucket GitLab、AWS CodeCommitまたはリポジトリプロバイダーを選択し、[続

行] を選択します。
4. 「リポジトリブランチを追加」ページで、次の操作を行います。

a. 「最近更新されたリポジトリ」リストで、接続するリポジトリの名前を選択します。
b. ブランチリストで、接続するリポジトリブランチの名前を選択します。
c. [Next] (次へ) を選択します。

5. アプリには、Amplify がお客様の代わりに他のサービスを呼び出すときに Amplify が引き受ける IAM 
サービスロールが必要です。Amplify Hosting computeがサービスロールを自動的に作成できるように
するか、作成したロールを指定することができます。
• Amplifyがロールを自動的に作成してアプリにアタッチできるようにするには

• 「IAM ロール」セクションで、「新しいサービスロールを作成して使用する」を選択しま
す。

• 以前に作成したサービスロールをアタッチするには

a. 「IAM ロール」セクションで、「既存のサービスロールを使用する」を選択します。
b. リストから使用するロールを選択します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. レビューページで、[保存してデプロイ] を選択します。

パッケージの.json ファイル設定
Next.js アプリをデプロイすると、Amplifypackage.json はファイル内のアプリのビルドスクリプトを検
査して、アプリが SSR か SSG かを検出します。

以下に、Next.js SSR アプリのビルドスクリプトの例を示します。"next build"ビルドスクリプトは、
アプリが SSG ページと SSR ページの両方をサポートしていることを示しています。
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"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build", 
  "start": "next start"
},

以下に、Next.js SSG アプリケーションのビルドスクリプトの例を示します。"next build && next 
export"ビルドスクリプトは、アプリが SSG ページのみをサポートしていることを示しています。

"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build && next export", 
  "start": "next start"
},

Amplify ビルド設定
package.jsonアプリのファイルを調べて、デプロイするアプリがSSGかSSRかを判断すると、Amplify
はアプリのビルド設定を確認します。ビルド設定は Amplifyamplify.yml コンソールまたはリポジトリの
ルートにあるファイルに保存できます。詳細については、「ビルド設定の構成 (p. 43)」を参照してくだ
さい。

Amplify が Next.js SSR アプリをデプロイしていることを検出し、amplify.ymlファイルが存在しない場
合、baseDirectoryアプリのビルドスペックを生成してに設定します.next。ファイルが存在するアプ
リケーションをデプロイする場合、amplify.ymlファイル内のビルド設定はコンソールのビルド設定より
も優先されます。そのため、baseDirectory.nextファイル内のにを手動で設定する必要があります。

以下は、baseDirectoryがに設定されているアプリのビルド設定の例です.next。これは、ビルドアー
ティファクトが SSG ページと SSR ページをサポートする Next.js アプリ用であることを示しています。

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

SSG アプリをデプロイしていることをAmplifyが検出すると、アプリのビルドスペックが生成さ
れ、baseDirectoryに設定されますout。ファイルが存在するアプリケーションをデプロイする場合
は、amplify.ymloutファイル内のを手動で設定する必要があります。baseDirectory

以下は、baseDirectoryがに設定されているアプリのビルド設定の例ですout。これは、ビルドアーティ
ファクトが SSG ページのみをサポートする Next.js アプリ用であることを示しています。

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
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Hosting コンピューティングに移行する

      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: out 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

Next.js 11 SSR アプリを Amplify Hosting コンピュー
ティングに移行する
新しい Next.js アプリをデプロイすると、デフォルトで Amplify はサポートされている最新バージョンの 
Next.js を使用します。現在、Amplify Hosting コンピュート SSR プロバイダーは Next.js バージョン 13 を
サポートしています。

Amplify コンソールは、Next.js 12 以降を完全にサポートする Amplify Hosting コンピューティングサービ
スのリリース前にデプロイされたアカウント内のアプリを検出します。コンソールには、Amplify の以前の 
SSR プロバイダーである Classic (Next.js 11 のみ) を使用してデプロイされたブランチを持つアプリを特
定する情報バナーが表示されます。Amplify Hosting コンピュートの SSR プロバイダーに移行することを
強くお勧めします。

アプリとそのすべてのプロダクションブランチを同時に手動で移行する必要があります。アプリケーショ
ンには、クラシックブランチ (Next.js 11 のみ) と Next.js 12 ブランチの両方を含めることはできません。

以下の手順に従って、アプリを Amplify Hosting コンピューティング SSR プロバイダーに移行します。

アプリを Amplify Hosting コンピュート SSR プロバイダーに移行するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 移行する Next.js アプリを選択します。

Note

Amplify コンソールでアプリを移行する前に、まず Next.js バージョン 12 以降を使用するよ
うにアプリの package.json ファイルを更新する必要があります。

3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[一般] を選択します。
4. Classic (Next.js 11 のみ) SSR プロバイダーを使用してアプリにデプロイされたブランチがある場合、

アプリのホームページにコンソールにバナーが表示されます。バナーで [移行] を選択します。
5. 移行確認ウィンドウで、3 つのステートメントを選択し、[移行] を選択します。
6. Amplify がアプリをビルドして再デプロイし、移行を完了します。

SSR マイグレーションを元に戻す
Next.js アプリをデプロイすると、Amplify Hosting はアプリの設定を検出し、アプリの内部プラットフォー
ム値を設定します。有効なプラットフォーム値は 3 つあります。SSGWEB アプリはプラットフォーム値に
設定されます。Next.js バージョン 11 を使用する SSR アプリは、WEB_DYNAMICプラットフォーム値に設
定されます。Next.js 12 以降の SSRWEB_COMPUTE アプリはプラットフォーム値に設定されています。

前のセクションの手順に従ってアプリを移行すると、WEB_DYNAMICWEB_COMPUTE Amplifyはアプリのプ
ラットフォーム値をからに変更します。Amplify Hosting コンピュートに移行が完了したら、コンソールで
移行を元に戻すことはできません。移行を元に戻すにはAWS Command Line Interface、を使用してアプリ
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のプラットフォームをに戻す必要がありますWEB_DYNAMIC。ターミナルウィンドウを開いて次のコマンド
を入力し、アプリIDと地域を固有の情報で更新します。

aws amplify update-app --app-id abcd1234 --platform WEB_DYNAMIC --region us-west-2

静的 Next.js アプリケーションへの SSR 機能の追加
Amplify でデプロイされた既存の静的 (SSG) Next.js アプリに SSR 機能を追加できます。SSG アプリを 
SSR に変換するプロセスを開始する前に、Next.js バージョン 12 以降を使用するようにアプリを更新
し、SSR 機能を追加してください。次に、次の手順を実行する必要があります。

1. AWS Command Line Interfaceを使用して、アプリのプラットフォームタイプを変更します。
2. サービスロールをアプリに追加します。
3. アプリのビルド設定で出力ディレクトリを更新します。
4. アプリが SSR を使用していることを示すように、package.jsonアプリのファイルを更新します。

プラットフォームを更新する
プラットフォームタイプには 3 つの値があります。SSGWEB アプリはプラットフォームタイプに設定され
ています。Next.js バージョン 11 を使用する SSRWEB_DYNAMIC アプリはプラットフォームタイプに設定
されています。Amplify Hosting コンピューティングによって管理される SSR を使用して Next.js 12 にデ
プロイされたアプリの場合、WEB_COMPUTEプラットフォームタイプはに設定されます。

アプリをSSGアプリとしてデプロイすると、WEB Amplifyはプラットフォームタイプをに設定しまし
た。AWS CLIを使用して、WEB_COMPUTEアプリのプラットフォームをに変更します。ターミナルウィン
ドウを開いて次のコマンドを入力し、赤色のテキストを固有のアプリ ID とリージョンで更新します。

aws amplify update-app --app-id abcd1234 --platform WEB_COMPUTE --region us-west-2

サービスロールの追加
サービスロールは、Amplify がお客様の代わりに他のサービスを呼び出す際にが引き受けるAWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールです。以下の手順に従って、Amplifyですでにデプロイされている
SSGアプリにサービスロールを追加します。

サービスロールを追加するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Amplify アカウントでサービスロールをまだ作成していない場合は、「サービスロールの追

加 (p. 110)」を参照してこの前提となるステップを完了してください。
3. サービスロールを追加する静的 Next.js アプリを選択します。
4. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[一般] を選択します。
5. アプリの詳細ページで、「編集」 を選択します
6. サービスロールには、既存のサービスロールの名前、またはステップ 2 で作成したサービスロールの

名前を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。

ビルド設定の更新
SSR 機能を使用してアプリを再デプロイする前に、アプリのビルド設定を更新して出力ディレクトリをに
設定する必要があります.next。ビルド設定は、Amplifyamplify.yml コンソールまたはリポジトリに保
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ムにアクセスできるようにする

存されているファイルで編集できます。詳細については、「ビルド設定の構成 (p. 43)」を参照してくだ
さい。

以下は、baseDirectoryがに設定されているアプリのビルド設定の例です.next。

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

package.json ファイルを更新します
サービスロールを追加してビルド設定を更新したら、package.jsonアプリのファイルを更新します。
次の例のように、"next build"ビルドスクリプトをに設定して、Next.js アプリが SSG ページと SSR 
ページの両方をサポートしていることを示します。

"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build", 
  "start": "next start"
},

Amplifypackage.json はリポジトリ内のファイルへの変更を検出し、SSR 機能を使用してアプリを再デ
プロイします。

環境変数をサーバー側ランタイムにアクセスできるよ
うにする
Amplify Hosting は、Amplify コンソールのプロジェクト設定で環境変数を設定することで、アプリケー
ションのビルドに環境変数を追加することをサポートしています。ただし、Next.js サーバーコンポーネ
ントはデフォルトではこれらの環境変数にアクセスできません。この動作は、ビルドフェーズ中にアプリ
ケーションが使用する環境変数に保存されているシークレットを保護するためのものです。

特定の環境変数を Next.js にアクセスできるようにするには、Amplify ビルド仕様ファイルを変更して 
Next.js が認識する環境ファイルに設定できます。Amplify は、アプリケーションをビルドする前にこれら
の環境変数をロードできる必要があります。次のビルド仕様例は、ビルドコマンドセクションに環境変数
を追加する方法を示しています。

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
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        - env | grep -e DB_HOST -e DB_USER -e DB_PASS >> .env.production 
        - env | grep -e NEXT_PUBLIC_ >> .env.production 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/* 
      - .next/cache/**/*

この例では、build commandsセクションには、.env.productionファイルに環境変数を追加する2つの
コマンドが含まれています。Amplify Hosting を使用すると、アプリケーションがトラフィックを受信した
ときに、アプリケーションがこれらの変数にアクセスできるようになります。

次の行は、.env.productionビルド環境から特定の変数を取り出してファイルに追加する方法を示して
います。

- env | grep -e DB_HOST -e DB_USER -e DB_PASS >> .env.production

ビルド環境に変数が存在する場合、.env.productionファイルには次の内容が含まれます。

DB_HOST=localhost
DB_USER=myuser
DB_PASS=mypassword

2 行目は、.env.production特定のプレフィックスを持つ環境変数をファイルに追加する方法を示して
います。

- env | grep -e NEXT_PUBLIC_ >> .env.production

NEXT_PUBLIC_プレフィックスが付いた変数がビルド環境に複数存在する場合、.env.productionファ
イルは次のようになります。

NEXT_PUBLIC_ANALYTICS_ID=abcdefghijk
NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT=uowelalsmlsadf
NEXT_PUBLIC_SEARCH_KEY=asdfiojslf
NEXT_PUBLIC_SEARCH_ENDPOINT=https://search-url

SSR アプリ用の Amazon CloudWatch ログ
Amplify は、お客様の Next.js ランタイムに関する情報をお客様の Amazon CloudWatch ログに送信します
AWS アカウント。SSR アプリをデプロイする場合、アプリには IAM サービスロールが必要です。Amplify 
は、他のサービスを代理で呼び出すときにが引き受ける IAM サービスロールを必要とします。Amplify 
Hosting computeがサービスロールを自動的に作成できるようにするか、作成したロールを指定することが
できます。

AmplifyにIAMロールの作成を許可することを選択した場合、 CloudWatch そのロールにはすでにログを作
成する権限があります。独自の IAM ロールを作成する場合、Amplify が Amazon CloudWatch Logs にアク
セスできるように、ポリシーに次のアクセス権限を追加する必要があります。

logs:CreateLogStream
logs:CreateLogGroup
logs:DescribeLogGroups
logs:PutLogEvents
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サービスロールの詳細については、「サービスロールの追加 (p. 110)」を参照してください。

SSR 展開のトラブルシューティング
Amplify Hosting コンピューティングで SSR アプリをデプロイする際に予期しない問題が発生した場合
は、以下のトラブルシューティングトピックを確認してください。

トピック
• エッジ API ルートが原因で Next.js ビルドが失敗する (p. 22)
• オンデマンドの段階的静的再生がアプリで機能しない (p. 22)
• ビルド出力のサイズが大きすぎます (p. 22)
• メモリ不足エラーでビルドが失敗する (p. 22)
• HTTP レスポンスサイズが大きすぎます (p. 23)

エッジ API ルートが原因で Next.js ビルドが失敗する
現在、Amplify は Next.js Edge API ルートをサポートしていません。Amplifyでアプリをホストする場合
は、エッジ以外のAPIとミドルウェアを使用する必要があります。

オンデマンドの段階的静的再生がアプリで機能しない
バージョン 12.2.0 以降、Next.js はオンデマンドのインクリメンタルスタティック再生成 (ISR) をサポー
トして、特定のページの Next.js キャッシュを手動で消去します。ただし、Amplify は現在、オンデマン
ド ISR をサポートしていません。アプリで Next.js オンデマンド再検証を使用している場合、アプリを 
Amplify にデプロイしてもこの機能は機能しません。

ビルド出力のサイズが大きすぎます
現在、Web Compute プラットフォームを使用する Next.js 12 および 13 アプリで Amplify がサポートする
最大ビルド出力サイズは 200 MB です。

ビルド出力のサイズが最大許容サイズを超えているというエラーが表示された場合は、esbuild JavaScript 
バンドラーを使用してビルド出力のサイズを減らすことができる場合があります。次のコマンド
を、amplify.ymlアプリのファイルの build ステップに追加します。

- allfiles=$(ls -al ./.next/standalone/**/*.js)
- npx esbuild $allfiles --minify --outdir=.next/standalone --platform=node --target=node16 
 --format=cjs --allow-overwrite

メモリ不足エラーでビルドが失敗する
Next.js では、ビルドアーティファクトをキャッシュして、以降のビルドのパフォーマンスを向上させるこ
とができます。さらに、AmplifyAWS CodeBuild のコンテナは、ユーザーに代わってこのキャッシュを圧
縮して Amazon S3 にアップロードし、その後のビルドパフォーマンスを向上させます。これにより、メ
モリ不足エラーでビルドが失敗する可能性があります。

ビルドフェーズ中にアプリがメモリ制限を超えないように、次のアクションを実行してください。まず、
ビルド設定の cache.paths.next/cache/**/* セクションから削除します。次に、NODE_OPTIONSビル
ド設定ファイルから環境変数を削除します。代わりに、AmplifyNODE_OPTIONS コンソールで環境変数を
設定して、ノードの最大メモリ制限を定義してください。Amplify コンソールを使用して環境変数を設定す
るための詳細については、「」を参照してください環境変数を設定する (p. 89)。

これらの変更を行った後、ビルドを再試行してください。成功したら、ビルド設定ファイルの 
cache.paths.next/cache/**/* セクションに追加し直してください。
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ビルドパフォーマンスを向上させるための Next.js キャッシュ設定の詳細については、Next.js  CodeBuild
ウェブサイトの AWS を参照してください。

HTTP レスポンスサイズが大きすぎます
現在、Web Compute プラットフォームを使用する Next.js 12 と 13 のアプリで Amplify がサポートする最
大レスポンスサイズは 5.72 MB です。この制限を超えるレスポンスは、コンテンツのない504エラーをク
ライアントに返します。

Amplify Next.js 11 SSR サポート
2022 年 11 月 17 日に Amplify Hosting コンピュートがリリースされる前に Next.js アプリを Amplify にデ
プロイした場合、そのアプリは Amplify の以前の SSR プロバイダーである Classic (Next.js 11 のみ) を使
用しています。このセクションのドキュメントは、クラシック (Next.js 11 のみ) SSR プロバイダーを使用
してデプロイされたアプリにのみ適用されます。

Note

Next.js 11 アプリを Amplify Hosting コンピュートマネージド SSR プロバイダーに移行すること
を強くお勧めします。詳細については、「Next.js 11 SSR アプリを Amplify Hosting コンピュー
ティングに移行する (p. 18)」を参照してください。

次のリストでは、Amplify Classic (Next.js 11 のみ) SSR プロバイダーがサポートする特定の機能について
説明しています。

サポートされる機能

• サーバー側レンダリングページ (SSR)
• 静的なページ
• API ルート数
• ダイナミックルート
• すべてのルートをキャッチ
• SSG (スタティック生成)
• インクリメンタル・スタティック・リジェネレーション (ISR)
• 国際化 (i18n) サブパスルーティング
• 環境変数

サポートされていない 機能

• 画像最適化
• オンデマンド・インクリメンタル・スタティック・リジェネレーション (ISR)
• 国際化 (i18n) ドメインルーティング
• 国際化 (i18n) 自動ロケール検出
• ミドルウェア
• エッジ API ルート数

Next.js 11 SSR アプリケーションの価格
Next.js 11 SSR アプリをデプロイすると、AmplifyAWS は次のような追加のバックエンドリソースをアカ
ウントに作成します。

• アプリの静的アセットのリソースを保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
ト。Amazon S3 の料金の詳細については、「Amazon S3 の料金」を参照してください。
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• アプリを提供する Amazon CloudFront ディストリビューション。料金については、「Amazon 
CloudFront CloudFront 料金表」を参照してください。

• CloudFront 配信するコンテンツをカスタマイズするための 4 つの Lambda @Edge 関数。

AWS Identity and Access ManagementNext.js 11 SSR アプリ
ケーションのパーミッション
Amplify には SSR アプリをデプロイするにはAWS Identity and Access Management (IAM) 権限が必要で
す。必要な最小限のアクセス許可がないと、SSR アプリをデプロイしようとしたときにエラーが発生しま
す。Amplify に必要な権限を与えるには、サービスロールを指定する必要があります。

Amplify がお客様の代わりに他のサービスを呼び出す際にが引き受けるIAMサービスロールを作成するに
は、「」を参照してくださいサービスロールの追加 (p. 110)。以下の手順は、AdministratorAccess-
Amplify管理ポリシーをアタッチするロールを作成する方法を示しています。

AdministratorAccess-Amplify管理ポリシーは IAMAWS アクションを含む複数のサービスへのアク
セスを提供します。AdministratorAccessポリシーと同じくらい強力であると考えるべきです。このポ
リシーには、SSR アプリのデプロイに必要な権限よりも多くの権限が付与されます。

最小限の特権を認めるというベストプラクティスに従い、サービスロールに付与するアクセス許可を減ら
すことをお勧めします。サービスロールに管理者アクセス権限を付与する代わりに、SSR アプリのデプロ
イに必要な権限のみを付与する独自のカスタマーマネージド IAM ポリシーを作成できます。顧客管理ポリ
シーの作成方法については、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。

独自のポリシーを作成する場合は、SSR アプリのデプロイに必要な最低限の権限のリストを参照してくだ
さい。

acm:DescribeCertificate
acm:ListCertificates
acm:RequestCertificate
cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
cloudfront:CreateDistribution
cloudfront:CreateInvalidation
cloudfront:GetDistribution
cloudfront:GetDistributionConfig
cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
cloudfront:ListDistributions
cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction
cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
cloudfront:ListInvalidations
cloudfront:ListPublicKeys
cloudfront:ListStreamingDistributions
cloudfront:UpdateDistribution
cloudfront:TagResource
cloudfront:UntagResource
cloudfront:ListTagsForResource
cloudfront:DeleteDistribution
iam:AttachRolePolicy
iam:CreateRole
iam:CreateServiceLinkedRole
iam:GetRole
iam:PutRolePolicy
iam:PassRole
iam:UpdateAssumeRolePolicy
iam:DeleteRolePolicy
lambda:CreateFunction
lambda:EnableReplication
lambda:DeleteFunction
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lambda:GetFunction
lambda:GetFunctionConfiguration
lambda:PublishVersion
lambda:UpdateFunctionCode
lambda:UpdateFunctionConfiguration
lambda:ListTags
lambda:TagResource
lambda:UntagResource
lambda:ListEventSourceMappings
lambda:CreateEventSourceMapping
route53:ChangeResourceRecordSets
route53:ListHostedZonesByName
route53:ListResourceRecordSets
s3:CreateBucket
s3:GetAccelerateConfiguration
s3:GetObject
s3:ListBucket
s3:PutAccelerateConfiguration
s3:PutBucketPolicy
s3:PutObject
s3:PutBucketTagging
s3:GetBucketTagging
sqs:CreateQueue
sqs:DeleteQueue
sqs:GetQueueAttributes
sqs:SetQueueAttributes
amplify:GetApp
amplify:GetBranch
amplify:UpdateApp
amplify:UpdateBranch

Next.js 1 SSR デプロイメントのトラブルシューティング
Amplify で Classic (Next.js 11 のみ) SSR アプリをデプロイする際に予期しない問題が発生した場合は、以
下のトラブルシューティングトピックを確認してください。

トピック
• 出力ディレクトリはオーバーライドされます (p. 25)
• SSR サイトのデプロイ後に 404 エラーが表示される (p. 26)
• アプリに CloudFront SSR ディストリビューションの書き換えルールがありません (p. 26)
• アプリが大きすぎてデプロイできない (p. 26)
• メモリ不足エラーでビルドが失敗する (p. 22)
• アプリには SSR ブランチと SSG ブランチの両方があります (p. 27)
• アプリは、静的ファイルを予約パスのあるフォルダーに保存します。 (p. 27)
• CloudFrontアプリが上限に達しました (p. 27)
• 環境変数は Lambda 関数に引き継がれません (p. 27)
• Lambda @Edge 関数は、米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成されています。 (p. 28)
• Next.js アプリはサポートされていない機能を使用しています (p. 28)
• Next.js アプリの画像が読み込まれない (p. 28)
• サポートされていないリージョン (p. 28)

出力ディレクトリはオーバーライドされます

Amplify でデプロイされた Next.js アプリの出力ディレクトリは、に設定する必要があります.next。アプ
リの出力ディレクトリがオーバーライドされている場合は、next.config.jsファイルを確認してくださ
い。ビルド出力ディレクトリをデフォルトにするには.next、ファイルから次の行を削除します。
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distDir: 'build'

.nextビルド設定で出力ディレクトリがに設定されていることを確認します。アプリのビルド設定を確認
する方法については、を参照してくださいビルド設定の構成 (p. 43)。

以下は、baseDirectoryがに設定されているアプリのビルド設定の例です.next。

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

SSR サイトのデプロイ後に 404 エラーが表示される
サイトのデプロイ後に 404 エラーが発生した場合は、出力ディレクトリがオーバーライドされたことが原
因である可能性があります。next.config.jsファイルを確認し、アプリのビルドスペックで正しいビル
ド出力ディレクトリを確認するには、前のトピックの手順に従ってください出力ディレクトリはオーバー
ライドされます (p. 25)。

アプリに CloudFront SSR ディストリビューションの書き換えルールがありませ
ん
SSRアプリをデプロイすると、 CloudFront AmplifyはSSRディストリビューションの書き換えルールを作
成します。ウェブブラウザでアプリにアクセスできない場合は、Amplify CloudFront コンソールでアプリ
の書き換えルールが存在することを確認してください。見つからない場合は、手動で追加するか、アプリ
を再デプロイできます。

Amplifyコンソールでアプリのリライトルールとリダイレクトルールを表示または編集するには、ナビゲー
ションペインで [アプリ設定]、[リライトとリダイレクト] の順に選択します。次のスクリーンショット
は、SSR アプリをデプロイするときに Amplify が作成する書き換えルールの例を示しています。この例で
は、 CloudFront 書き換えルールが存在することに注意してください。

アプリが大きすぎてデプロイできない
Amplify では、SSR デプロイメントのサイズを 50 MB に制限しています。Next.js SSR アプリを 
AmplifyRequestEntityTooLargeException にデプロイしようとしてエラーが発生した場合、アプリは
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大きすぎてデプロイできません。next.config.jsキャッシュクリーンアップコードをファイルに追加す
ることで、この問題を回避できます。

next.config.jsキャッシュクリーンアップを実行するファイル内のコードの例を次に示します。

module.exports = { 
    webpack: (config, { buildId, dev, isServer, defaultLoaders, webpack }) => { 
        config.optimization.splitChunks.cacheGroups = { } 
        config.optimization.minimize = true; 
        return config 
      },
}

メモリ不足エラーでビルドが失敗する

Next.js では、ビルドアーティファクトをキャッシュして、以降のビルドのパフォーマンスを向上させるこ
とができます。さらに、AmplifyAWS CodeBuild のコンテナは、ユーザーに代わってこのキャッシュを圧
縮して Amazon S3 にアップロードし、その後のビルドパフォーマンスを向上させます。これにより、メ
モリ不足エラーでビルドが失敗する可能性があります。

ビルドフェーズ中にアプリがメモリ制限を超えないように、次のアクションを実行してください。まず、
ビルド設定の cache.paths.next/cache/**/* セクションから削除します。次に、NODE_OPTIONSビル
ド設定ファイルから環境変数を削除します。代わりに、AmplifyNODE_OPTIONS コンソールで環境変数を
設定して、ノードの最大メモリ制限を定義してください。Amplify コンソールを使用して環境変数を設定す
るための詳細については、「」を参照してください環境変数を設定する (p. 89)。

これらの変更を行った後、ビルドを再試行してください。成功したら、ビルド設定ファイルの 
cache.paths.next/cache/**/* セクションに追加し直してください。

ビルドパフォーマンスを向上させるための Next.js キャッシュ設定の詳細については、Next.js  CodeBuild
ウェブサイトの AWS を参照してください。

アプリには SSR ブランチと SSG ブランチの両方があります

SSR ブランチと SSG ブランチの両方を持つアプリはデプロイできません。SSR ブランチと SSG ブラン
チの両方をデプロイする必要がある場合は、SSR ブランチのみを使用するアプリと SSG ブランチのみを
使用する別のアプリケーションをデプロイする必要があります。

アプリは、静的ファイルを予約パスのあるフォルダーに保存します。

Next.js は、publicプロジェクトのルートディレクトリに保存されているという名前のフォルダーにある
静的ファイルを提供できます。Amplify で Next.js アプリをデプロイしてホストする場合、プロジェクトに
パスのあるフォルダーを含めることはできませんpublic/static。Amplifyは、public/staticアプリ
の配布時に使用するパスを予約します。アプリにこのパスが含まれている場合は、static Amplifyでデプ
ロイする前にフォルダーの名前を変更する必要があります。

CloudFrontアプリが上限に達しました

CloudFront サービスクォータにより、AWSアカウントは Lambda @Edge 関数がアタッチされた 25 の
ディストリビューションに制限されます。このクォータを超えた場合は、 CloudFront アカウントから未
使用のディストリビューションを削除するか、クォータの増額をリクエストできます。詳細については、
「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してください。

環境変数は Lambda 関数に引き継がれません

SSR アプリの Amplify コンソールで指定した環境変数は、AWS Lambdaアプリの機能に引き継がれませ
ん。Lambda 関数から参照できる環境変数を追加する方法の詳細については、を参照してください。環境
変数をサーバー側ランタイムにアクセスできるようにする (p. 20)
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Lambda @Edge 関数は、米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成されてい
ます。

Next.js アプリをデプロイすると、Amplify は Lambda @Edge 関数を作成して、 CloudFront 配信する
コンテンツをカスタマイズします。Lambda @Edge 関数は、アプリがデプロイされているリージョン
ではなく、米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成されます。これは Lambda @Edge の制限で
す。Lambda @Edge 関数の詳細については、Amazon  CloudFront 開発者ガイドの「エッジ関数の制限」
を参照してください。

Next.js アプリはサポートされていない機能を使用しています

Amplify でデプロイされたアプリは、バージョン 11 までの Next.js のメジャーバージョンをサポートしま
す。Amplify でサポートされている Next.js 機能とサポートされていない機能の詳細なリストについては、
を参照してくださいsupported features。

新しい Next.js アプリをデプロイすると、Amplify はデフォルトでサポートされている最新バージョンの 
Next.js を使用します。古いバージョンの Next.js で Amplify にデプロイした既存の Next.js アプリがある場
合は、そのアプリを Amplify Hosting コンピュート SSR プロバイダーに移行できます。手順については、
「Next.js 11 SSR アプリを Amplify Hosting コンピューティングに移行する (p. 18)」を参照してくださ
い。

Next.js アプリの画像が読み込まれない

next/imageコンポーネントを使用して Next.js アプリに画像を追加する場合、画像のサイズは 1 MB を超
えることはできません。アプリを Amplify にデプロイすると、1 MB を超える画像は 503 エラーを返しま
す。これは、Lambda 関数によって生成されたレスポンスのサイズ (ヘッダーと本文を含む) が 1 MB に制
限される、Lambda @Edge の制限によって生成されたレスポンスのサイズが 1 MB に制限されていること
が原因です。

1 MB の制限は、PDF やドキュメントファイルなど、アプリ内の他のアーティファクトに適用されます。

サポートされていないリージョン

Amplify は、AmplifyAWS が利用可能なすべての地域でのクラシック (Next.js 11 のみ) SSR アプリのデプ
ロイをサポートしていません。クラシック (Next.js 11 のみ) SSR は、ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1、中
東 (バーレーン) me-south-1、およびアジアパシフィック (香港) ap-east-1 のリージョンではサポートされ
ていません。
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カスタムドメインをセットアップす
る

Amplify Hosting でデプロイしたアプリにカスタムドメインを接続できます。カスタムドメイン
は、Amazon Route 53 や Google ドメインなどのドメイン登録事業者を通じて購入できます。 
GoDaddyRoute 53 は、アマゾンのドメインネームシステム (DNS) ウェブサービスです。Route 53 の使用
方法の詳細については、Amazon Route 53 とは」を参照してください。

Amplify を使用してウェブアプリをデプロイすると、Amplify は次の例のように URL でアプリをホストし
ます。

https://branch-name.d1m7bkiki6tdw1.amplifyapp.com

カスタムドメインを接続すると、アプリは次のようなカスタム URL でホストされていることがユーザーに
表示されます。

https://www.example.com

Amplifyは、すべてのトラフィックがHTTPS/2で保護されるように、アプリに接続されているすべてのドメ
インにSSL/TLS証明書を発行します。AWS Certificate Manager(ACM) によって生成された証明書は 13 か
月間有効で、アプリが Amplify でホストされている限り自動的に更新されます。ご利用のドメインプロバ
イダーのDNS設定でCNAME検証レコードが変更または削除された場合、Amplifyは証明書を更新できない
ことに注意してください。Amplify コンソールで、ドメインを削除して追加する必要があります。

カスタムドメインに関する要件

• ドメイン登録事業者を通じてカスタムドメインを購入します。このガイドの設定手順では、Amplify コン
ソールの情報を使用して、ドメイン登録事業者のウェブサイトの DNS 設定を手動で更新する必要があ
ります。

• アプリをカスタムドメインに接続する前に、アプリを Amplify にデプロイする必要があります。このス
テップを完了する方法の詳細については、「既存のコードを使い始める (p. 4)」を参照してください。

• アプリをカスタムドメインに接続するには、ドメインと DNS 用語に関する基本的な知識が必要です。
ドメインと DNS の詳細については、「」を参照してくださいDNS の用語と概念を理解する (p. 29)。

トピック
• DNS の用語と概念を理解する (p. 29)
• Amazon Route 53 によって管理されるカスタムドメインを追加します (p. 31)
• サードパーティーの DNS プロバイダーによって管理されるカスタムドメインを追加する (p. 32)
• が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy (p. 34)
• Google ドメインが管理するカスタムドメインを追加する (p. 36)
• サブドメインを管理 (p. 37)
• Amazon Route 53 カスタムドメインの自動サブドメインを設定する (p. 38)
• カスタムドメインに関するトラブルシューティング (p. 39)

DNS の用語と概念を理解する
ドメインネームシステム (DNS) に関連する用語や概念に慣れていない場合は、次のトピックがカスタムド
メインを追加する手順を理解するのに役立ちます。
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DNS の用語

DNS の用語
DNS に共通する用語を以下に示します。カスタムドメインを追加する手順を理解する助けになります。

CNAME

正規レコード名 (CNAME) は、一連の Web ページのドメインを隠して、あたかも他の場所に
あるかのように見せる DNS レコードの一種です。CNAME は、サブドメインを完全修飾ドメ
イン名 (FQDN) に接続します。たとえば、新しい CNAME レコードを作成して、サブドメイン
www.example.com（www はサブドメイン）を、Amplify コンソールでアプリに割り当てられた FQDN 
ドメイン branch-name.d1m7bkiki6tdw1.cloudfront.net にマップできます。

ANAME

ANAME レコードは CNAME レコードに似ていますが、ルートレベルです。ANAME はドメインの
ルートを FQDN に接続します。その FQDN は IP アドレスを指しています。

ネームサーバー

ネームサーバーは、ドメイン名のさまざまなサービスの場所に関するクエリの処理に特化したイン
ターネット上のサーバーです。Amazon Route 53 でドメインを設定した場合、ネームサーバーのリス
トはすでにドメインに割り当てられています。

NS レコード

NS レコードは、ドメインの詳細を検索するネームサーバーを指します。

DNS の検証
ドメインネームシステム (DNS) は、人間が読めるドメイン名をコンピューターに適した IP アドレスに変
換する電話帳のようなものです。https://google.comブラウザに入力すると、DNS プロバイダーで検
索操作が実行され、Web サイトをホストするサーバーの IP アドレスが検索されます。

DNS プロバイダーには、ドメインとそれに対応する IP アドレスのレコードが含まれています。最も一般
的に使用される DNS レコードは CNAME、ANAME、および NS レコードです。

Amplify は CNAME レコードを使用して、カスタムドメインの所有者を検証します。Route 53 でドメイン
をホストする場合、認証はユーザーに代わって自動的に行われます。ただし、 GoDaddy またはGoogleな
どのサードパーティプロバイダーでドメインをホストしている場合は、ドメインのDNS設定を手動で更新
し、Amplifyが提供する新しいCNAMEレコードを追加する必要があります。

Amplify ホスティングのカスタムドメイン設定
Amplify Hosting でカスタムドメインを追加する場合、カスタムドメインを使用してアプリを表示する前
に、いくつかの手順を完了する必要があります。次の図は、SSL/TLS証明書の作成、証明書の構成と検
証、およびドメインのアクティブ化のためにAmplifyが実行する手順の順序を示しています。
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Amazon Route 53 によって管理さ
れるカスタムドメインを追加します

次のリストでは、ドメイン設定プロセスの各ステップを詳細に説明しています。

SSL/TLS の作成

AWS Amplify安全なカスタムドメインを設定するための SSL/TLS 証明書を発行します。
SSL/TLS の設定と検証

Amplify は、証明書を発行する前に、お客様がドメインの所有者であることを確認します。Amazon 
Route 53 によって管理されているドメインの場合、Amplify は DNS 検証レコードを自動的に更新し
ます。Route 53 以外で管理されているドメインの場合、Amplify コンソールに表示される DNS 検証レ
コードを、サードパーティの DNS プロバイダーのドメインに手動で追加する必要があります。

ドメインアクティベーション

ドメインは正常に検証されました。Route 53 以外で管理されているドメインの場合、Amplify コン
ソールに表示される CNAME レコードを、サードパーティの DNS プロバイダーを使用してドメイン
に手動で追加する必要があります。

Amazon Route 53 によって管理されるカスタムド
メインを追加します

Route 53 が管理するカスタムドメインを追加するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. カスタムドメインに接続するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[ドメインを追加] を選択します。

5. [ドメイン] には、ルートドメインを入力し、リストに表示されたら使用するドメインを選択し、[ドメ
インの設定] を選択します。

入力を開始すると、Route 53 ですでに管理しているルートドメインがリストに表示されます。たとえ
ば、ドメインの名前が https://example.com の場合、「ドメイン」には example.com と入力します。
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サードパーティーの DNS プロバイダーによっ

て管理されるカスタムドメインを追加する

6. デフォルトでは、Amplifyはドメイン用に2つのサブドメインエントリを自動的に作成します。たとえ
ば、ドメイン名が example.com の場合、ルートドメインから www サブドメインへのリダイレクトが
設定されたサブドメイン https://www.example.com と https://example.com が表示されます。

(オプション) サブドメインのみを追加する場合は、デフォルト設定を変更できます。デフォルト設定
を変更するには、ナビゲーションペインから [書き換えとリダイレクト] を選択し、ドメインを設定し
て、[保存] を選択します。

Note

DNS が反映されて証明書が発行されるまでに、最大 24 時間かかることがあります。発生
したエラーの解決方法については、を参照してくださいカスタムドメインに関するトラブル
シューティング (p. 39)。

サードパーティーの DNS プロバイダーによって管
理されるカスタムドメインを追加する

Amazon Route 53 を使用してドメインを管理していない場合は、サードパーティの DNS プロバイダーが
管理するカスタムドメインを Amplify でデプロイされたアプリに追加できます。

GoDaddy または Google Domains を使用している場合は、the section called “Google ドメインが管理する
カスタムドメインを追加する” (p. 36)これらのプロバイダー固有の手順については、the section called 
“が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy” (p. 34)またはを参照してください。
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サードパーティーの DNS プロバイダーによっ

て管理されるカスタムドメインを追加する

サードパーティー DNS プロバイダーによって管理されるカスタムドメインを追加するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. カスタムドメインを追加するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[ドメインを追加] を選択します。
5. [ドメイン] に、ルートドメインの名前を入力し、[ドメインを設定] を選択します。たとえば、ドメイ

ンの名前が https://example.com の場合は、と入力しますexample.com。

ドメインをまだ所有しておらず、利用可能な場合は、Amazon Route 53 でドメインを購入できます。
6. デフォルトでは、Amplifyはドメイン用に2つのサブドメインエントリを自動的に作成します。たとえ

ば、ドメイン名が example.com の場合、ルートドメインから www サブドメインへのリダイレクトが
設定されたサブドメイン https://www.example.com と https://example.com が表示されます。

(オプション) サブドメインのみを追加する場合は、デフォルト設定を変更できます。デフォルト設定
を変更するには、ナビゲーションペインから [書き換えとリダイレクト] を選択し、ドメインを設定し
て、[保存] を選択します。

7. [アクション] メニューで、[DNS レコードを表示] を選択します。Amplify コンソールに表示される 
DNS レコードを使用して、サードパーティのドメインプロバイダーで DNS レコードを更新します。

8. 以下のいずれかを実行します。
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が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy

• を使用している場合は GoDaddy、が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy (p. 34)にアクセ
スしてください。

• Google ドメインを使用している場合は、Google ドメインが管理するカスタムドメインを追加す
る (p. 36)にアクセスしてください。

• 別のサードパーティー DNS プロバイダーを使用している場合は、この手順の次のステップに進み
ます。

9. DNS プロバイダーのウェブサイトに移動し、アカウントにサインインし、ドメインの DNS 管理設定
に移動します。

10. AWS検証サーバーを指すように CNAME を設定します。たとえば、検証サーバー
が _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws の場
合、_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws と入力します。Amplify
はこの情報を使用してドメインの所有権を確認し、ドメインのSSL/TLS証明書を生成します。Amplify
がドメインの所有権を検証すると、すべてのトラフィックはHTTPS/2を使用して配信されます。

Note

AWS Certificate Manager(ACM) によって生成された証明書は 13 か月間有効で、アプリが 
Amplify でホストされている限り自動的に更新されます。CNAME 検証レコードが変更または
削除された場合、Amplify は証明書を更新できません。Amplify コンソールで、ドメインを削
除して追加する必要があります。
Important

このステップは、Amplify コンソールにカスタムドメインを追加した直後に実行することが重
要です。AWS Certificate Manager(ACM) はただちに所有権の検証を開始します。時間が経つ
につれて、チェックの頻度は少なくなります。アプリを作成してから数時間後に CNAME レ
コードを追加または更新すると、アプリが検証保留状態のままになることがあります。

11. サブドメインが Amplify ドメインを指すように、2 つ目の CNAME レコード (https://*.example.com な
ど) を設定します。プロダクショントラフィックがある場合は、Amplify コンソールでドメインステー
タスが AVAILABLE と表示されたら、この CNAME レコードを更新することをお勧めします。

12. ANAME/ALIAS レコードを amplifyapp ドメインのルートドメイン (たとえば https://example.com) 
を指すように設定します。ANAME レコードは、ドメインのルートをホスト名を指します。プロダ
クショントラフィックがある場合は、ドメインのステータスがコンソールに AVAILABLE と表示さ
れた後に ANAME レコードを更新することをおすすめします。ANAME/ALIAS をサポートしていな
い DNS プロバイダーには、DNS を Route 53 に移行することを強くお勧めします。詳細について
は、Amazon Route 53 を DNS サービスとして設定するを参照してください。

Note

サードパーティー製ドメインのドメインのドメインのドメインの所有権の検証とDNSの伝達に
は、最大 48 時間かかることがあります。発生したエラーの解決方法については、「カスタムドメ
インのトラブルシューティング (p. 39)」を参照してください。

が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy
が管理するカスタムドメインを追加するには GoDaddy

1. 手順のステップ 1 ～ 7 に従いますthe section called “サードパーティーの DNS プロバイダーによって
管理されるカスタムドメインを追加する” (p. 32)。

2. GoDaddy アカウントにログインします。
3. ドメインのリストで、追加するドメインを見つけて DNS を選択します。
4. [DNS 管理] ページの [DNS レコード] セクションに、 GoDaddy ドメインのレコードのリストが表示さ

れます。新しい CNAME レコードを 2 つ追加する必要があります。
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が管理するカスタムドメインを追加 GoDaddy

5. サブドメインを Amplify ドメインに接続する最初の CNAME レコードを作成します。

a. 「DNS レコード」セクションで、「追加」を選択します。
b. [タイプ] に [CNAME] を選択します。
c. [名前] には、サブドメインのみを入力します。たとえば、サブドメインが www.example.com の

場合は、「名前」に「www」と入力します。
d. Value には、Amplify コンソールで DNS レコードを確認してから値を入力します。Amplify コン

ソールにアプリのドメインが xxxxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net と表示されている場合は、Value
に xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net と入力します。

e. [レコードの追加] を選択します。
6. AWS Certificate Manager(ACM) 検証サーバーを指す 2 つ目の CNAME レコードを作成します。1 検証

済み ACM によって、ドメイン用の SSL/TLS 証明書が生成されます。

a. [タイプ] に [CNAME] を選択します。
b. [名前] に、サブドメインを入力します。

たとえば、サブドメインの所有権を確認するための Amplify コンソールの DNS レ
コードが _c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e.example.com の場合、名前には
_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e のみを入力してください。

c. Value には、ACM 検証証明書を入力します。

たとえば、検証サーバーが _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-
validations.aws の場合、Value に _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-
validations.aws と入力します。

d. [レコードの追加] を選択します。

Note

AWS Certificate Manager(ACM) によって生成された証明書は 13 か月間有効で、アプリが 
Amplify でホストされている限り自動的に更新されます。CNAME 検証レコードが変更または
削除された場合、Amplify は証明書を更新できません。Amplify コンソールで、ドメインを削
除して追加する必要があります。

7. このステップはサブドメインには必要ありません。 GoDaddy ANAME/ALIAS レコードはサポートし
ていません。ANAME/ALIAS サポートのない DNS プロバイダーでは、DNS を Amazon Route 53 に移
行することを強くお勧めします。詳細については、Amazon Route 53 を DNS サービスとして設定す
るを参照してください。

GoDaddy プロバイダーのままでルートドメインを更新したい場合は、転送を追加してドメイン転送を
設定してください。

a. DNS 管理ページの一番下までスクロールすると、転送ボックスが表示されます。
b. [転送先] で、[http://] を選択し、転送先のサブドメインの名前 (www.example.com など) を入力し

ます。
c. [転送タイプ] には、[一時的 (302)] を選択します。
d. [設定] で [転送のみ] を選択します。
e. 選択、保存。
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Google ドメインが管理するカスタムドメインを追加する

Google ドメインが管理するカスタムドメインを追
加する

Google Domains が管理するカスタムドメインを追加するには

1. サードパーティの DNS プロバイダーが管理するカスタムドメインを追加するには、 (p. 32)手順の
ステップ 1 ～ 7 に従います。

2. https://domains.google.com でアカウントにログインし、左側のナビゲーションペインで [マイドメイ
ン] を選択します。

3. ドメインのリストで、追加するドメインを見つけて [管理] を選択します。
4. 左のナビゲーションペインで [DNS] を選択します。Google はドメインのリソースレコードを表示し

ます。新しい CNAME レコードを 2 つ追加する必要があります。
5. 次のように、すべてのサブドメインを Amplify ドメインを指す最初のCNAMEレコードを作成します。

a. [ホスト名] には、サブドメイン名のみを入力します。たとえば、サブドメインが
www.example.com の場合、[ホスト名] に「www」と入力します。

b. [タイプ] に [CNAME] を選択します。
c. [データ] には、Amplify コンソールで利用できる値を入力します。

Amplify コンソールにアプリのドメインが d111111abcdef8.cloudfront.net と表示されている場合
は、データに「d111111abcdef8.cloudfront.net」と入力します。

6. AWS Certificate Manager(ACM) 検証サーバーを指す 2 つ目の CNAME レコードを作成します。1 検証
済み ACM によって、ドメイン用の SSL/TLS 証明書が生成されます。

a. [ホスト名] に、サブドメインを入力します。

たとえば、サブドメインの所有権を確認するための Amplify コンソールの DNS レ
コードが _c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e.example.com の場合、ホスト名には
_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e のみを入力してください。

b. [タイプ] に [CNAME] を選択します。
c. [データ] には、ACM 検証証明書を入力します。

たとえば、検証サーバーが _cf1z2npwt9vzexample93c1j4xzc92wl.2te3iym6kzr.acm-
validations.aws の場合。 、_cf1z2npwt9vzexample93c1j4xzc92wl.2te3iym6kzr.acm-
validations.aws と入力します。 データ用。

Note

AWS Certificate Manager(ACM) によって生成された証明書は 13 か月間有効で、アプリが 
Amplify でホストされている限り自動的に更新されます。CNAME 検証レコードが変更または
削除された場合、Amplify は証明書を更新できません。Amplify コンソールで、ドメインを削
除して追加する必要があります。

7. Google ドメインは ANAME レコード/エイリアスレコードをサポートしていません。ANAME/ALIAS 
サポートのない DNS プロバイダーでは、DNS を Amazon Route 53 に移行することを強くお勧め
します。詳細については、Amazon Route 53 を DNS サービスとして設定するを参照してくださ
い。Google Domains をプロバイダーのままルートドメインを更新したい場合は、サブドメイン転送
を設定してください。Google ドメインのウェブサイトページを探します。次に、[ドメインを転送] を
選択し、Web転送ページで転送を設定します。
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サブドメインを管理

Note

Google ドメインの DNS 設定の更新が有効になるには、最大 48 時間かかることがあります。発
生したエラーの解決方法については、「カスタムドメインのトラブルシューティング (p. 39)」
を参照してください。

サブドメインを管理
サブドメインは、ドメイン名の前に表示される URL の一部です。たとえば、www は www.amazon.com
のサブドメインで、aws は aws.amazon.com のサブドメインです。すでにプロダクションサイトをお持ち
の場合は、サブドメインのみを接続したほうがいいかもしれません。サブドメインはマルチレベルにする
こともできます。たとえば、beta.alpha.example.com にはマルチレベルサブドメイン beta.alpha がありま
す。

サブドメインのみを追加するには
1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. サブドメインを追加するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、次に [ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[ドメインを追加] を選択します。
5. [ドメイン] には、ルートドメインの名前を入力し、[ドメインを設定] を選択します。たとえば、ドメ

インの名前が https://example.com の場合、「ドメイン」には example.com と入力します。
6. [ルートを除外] を選択し、サブドメインの名前を変更します。たとえば、ドメインが example.com の

場合、サブドメイン alpha のみを追加するように変更できます。

マルチレベルサブドメインを追加するには
1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. マルチレベルのサブドメインを追加するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、次に [ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[ドメインを追加] を選択します。
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サブドメインを追加または編集するには

5. [ドメイン] には、サブドメインのあるドメインの名前を入力し、[ルートを除外] を選択し、サブドメ
インを変更して新しいレベルを追加します。

たとえば、alpha.example.com というドメインがあり、マルチレベルのサブドメイン
beta.alpha.example.com を作成する場合、次のスクリーンショットに示すように、サブドメインの値
として beta と入力します。

サブドメインを追加または編集するには
アプリにカスタムドメインを追加したら、既存のサブドメインを編集したり、新しいサブドメインを追加
したりできます。

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. サブドメインを管理するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、次に [ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[サブドメインの管理] を選択します。
5. 「ドメインの編集」では、必要に応じて既存のサブドメインを編集できます。
6. (オプション) 新しいサブドメインを追加するには、[追加] を選択します。
7. [更新] を選択して変更を保存します。

Amazon Route 53 カスタムドメインの自動サブド
メインを設定する

アプリが Route 53 のカスタムドメインに接続されると、Amplify では新しく接続されたブラン
チのサブドメインを自動的に作成できます。たとえば、開発ブランチを接続すると、Amplify は
dev.exampledomain.com を自動的に作成できます。ブランチを削除すると、関連するサブドメインも自動
的に削除されます。
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サブドメイン付きの Web プレビュー

新しく接続されたブランチの自動サブドメイン作成を設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Route 53 で管理されているカスタムドメインに接続されているアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、次に [ドメイン管理] を選択します。
4. [ドメイン管理] ページで、[サブドメインの管理] を選択します。
5. 左下の [サブドメイン自動検出] チェックボックスを選択します。

Note

この機能はルートドメイン (exampledomain.com など) でのみ使用できます。ドメインが既に
サブドメイン (dev.exampledomain.com など) になっている場合、Amplify コンソールにはこの
チェックボックスは表示されません。

サブドメイン付きの Web プレビュー
前述の手順でサブドメインの自動検出を有効にすると、自動的に作成されたサブドメインでアプリのプル
リクエストのウェブプレビューにアクセスできるようになります。プルリクエストが閉じられると、関連
するブランチとサブドメインは自動的に削除されます。プルリクエストのウェブプレビューの設定の詳細
については、を参照してくださいプルリクエストの Web プレビュー (p. 77)。

カスタムドメインに関するトラブルシューティング
AWS Amplifyコンソールでアプリにカスタムドメインを追加する際に問題が発生した場合は、このセク
ションの次のトピックを参照してください。

トピック
• CNAME が解決されたことを確認する方法 (p. 39)
• サードパーティでホストされているドメインが [検証待ち] の状態のままになっています (p. 40)
• Amazon Route 53 でホストされているドメインが [検証待ち] の状態のままになっています (p. 40)
• CNAMEAlreadyExistsException エラーが発生します (p. 41)
• 「追加の検証が必要です」というエラーが表示される (p. 42)
• CloudFront URL に 404 エラーが表示されます (p. 42)

CNAME が解決されたことを確認する方法
1. サードパーティのドメインプロバイダーで DNS レコードを更新したら、dig などのツールや https:// 

www.whatsmydns.net/ などの無料ウェブサイトを使用して、CNAME レコードが正しく解決されてい
ることを確認できます。次のスクリーンショットは、whatsmydns.net を使用して www.example.com
というドメインの CNAME レコードを確認する方法を示しています。

2. [検索] を選択すると、whatsmydns.net に CNAME の結果が表示されます。次のスクリーンショット
は、CNAME が cloudfront.net URL に正しく変換されることを確認する結果のリストの例です。
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サードパーティでホストされているドメイ

ンが [検証待ち] の状態のままになっています

サードパーティでホストされているドメインが [検証
待ち] の状態のままになっています
1. カスタムドメインが [検証待ち] の状態のままになっている場合は、CNAMEレコードが解決中である

ことを確認してください。このタスクの実行方法については、前述のトラブルシューティングのト
ピック「CNAME解決方法を確認する方法 (p. 39)」を参照してください。

2. CNAMEレコードが解決しない場合は、CNAMEそのエントリがDNS設定に存在することをドメインプ
ロバイダーに確認してください。

Important

CNAMEカスタムドメインを作成したらすぐにレコードを更新することが重要です。Amplify 
コンソールでアプリが作成されると、CNAME記録が数分おきにチェックされ、問題が解決す
るかどうかが判断されます。1 時間経っても解決しない場合は、数時間おきにチェックが行
われるため、ドメインが使用可能になるまでに時間がかかる可能性があります。CNAMEアプ
リを作成してから数時間後にレコードを追加または更新した場合、これがアプリが「検証待
ち」の状態で停止する可能性が最も高い原因です。

3. CNAMEレコードが存在することを確認した場合は、DNS プロバイダーに問題がある可能性があり
ます。DNS プロバイダーに連絡して DNSCNAME 検証が解決されない理由を診断するか、DNS を 
Route 53 に移行することができます。詳細については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS 
サービスとして使用する」を参照してください。

Amazon Route 53 でホストされているドメインが [検
証待ち] の状態のままになっています
ドメインを Amazon Route 53 に移管した場合、そのドメインのネームサーバーは、アプリの作成時に 
Amplify が発行したものとは異なる可能性があります。エラーの原因を診断するには、次のステップを実行
します。

1. Amazon Route 53 コンソールにサインインする
2. ナビゲーションペインで、[Hosted Zones] (ホストゾーン)] をクリックし、接続するドメインの名前を

選択します。
3. ホストゾーンの詳細セクションからネームサーバーの値を記録します。これらの値は、次のステップ

を完了するために必要となります。次の Route 53 コンソールのスクリーンショットでは、右下隅に
ネームサーバー値の場所が表示されています。
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CNAMEAlreadyExistsException エラーが発生します

4. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。[登録済みドメイン] セクションに
表示されているネームサーバーが、前のステップで [ホストゾーンの詳細] セクションで記録したネー
ムサーバーの値と一致していることを確認します。一致しない場合は、ネームサーバーの値をホスト
ゾーンの値と一致するように編集します。次の Route 53 コンソールのスクリーンショットは、右側
にネームサーバー値の場所を示しています。

5. それでも問題が解決しない場合は、「GitHub問題」を参照し、まだ存在しない場合は新しい問題を開
いてください。

CNAMEAlreadyExistsException エラーが発生します
CNAMEAlreadyExistsException エラーが発生した場合、接続しようとしたホスト名の 1 つ (サブドメイン
または apex ドメイン) が既に別の Amazon CloudFront ディストリビューションにデプロイされているこ
とを意味します。エラーの原因を診断するには、次のステップを実行します。

1. Amazon CloudFront コンソールにサインインして、このドメインが他のディストリビューションにデ
プロイされていないことを確認します。一度に 1CNAME レコードをアタッチできます。 CloudFront

2. CloudFront 以前にドメインをディストリビューションにデプロイしたことがある場合は、そのドメイ
ンを削除する必要があります。

a. 左のナビゲーションメニューから [ディストリビューション] を選択します。
b. 編集したいディストリビューションの名前を選択します。
c. [General] (全般) タブを選択します。[Settings] (設定) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
d. 代替ドメイン名 (CNAME) からドメイン名を削除します。次に、[変更を保存] を選択します。

3. このドメインが、所有している別のAmplifyアプリに接続されているかどうかを確認してください。接
続されている場合は、ホスト名のいずれかを再利用していないことを確認します。www.example.com
を別のアプリに使用している場合、現在接続しているアプリで www.example.com を使用することは
できません。blog.example.com など、他のサブドメインを使用することもできます。

4. このドメインが別のアプリに正常に接続され、過去 1 時間以内に削除された場合は、少なくとも 1 時
間が経過してからもう一度試してください。6 時間経ってもこの例外が表示される場合は、「GitHub
問題」を参照し、まだ存在しない場合は新しい問題を開いてください。
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「追加の検証が必要です」というエラーが表示される

「追加の検証が必要です」というエラーが表示される
「追加の検証が必要です」というエラーが表示される場合は、AWS Certificate Manager (ACM) がこの証
明書リクエストを処理するために追加情報が必要であることを意味します。この状況は不正保護対策とし
て生じることがあります。たとえば、ドメインが「Alexa の上位 1,000 のウェブサイト」内にランク付け
されている場合です。要求された情報を提供するには、サポートセンターから AWS Support にお問い合わ
せください。サポートプランを契約していない場合は、ACM フォーラムに新しいスレッドを投稿してくだ
さい。

Note

末尾が amazonaws.com、cloudfront.net、または elasticbeanstalk.com などの Amazon が所有す
るドメイン名に証明書をリクエストすることはできません。

CloudFront URL に 404 エラーが表示されます
トラフィックを処理するために、Amplify ホスティングは CNAME レコード経由で CloudFront URL を
指します。アプリをカスタムドメインに接続する過程で、Amplify コンソールにはアプリの CloudFront 
URL が表示されます。ただし、この CloudFront URL を使用してアプリケーションに直接アクセ
スすることはできません。404 エラーが返されます。アプリケーションは、Amplify アプリの URL 
(例:) またはカスタムドメイン (例:www.example.com) のみを使用して解決します。https://
main.d5udybEXAMPLE.amplifyapp.com

Amplifyはリクエストをデプロイされた正しいブランチにルーティングする必要があり、ホスト名を使用し
てこれを行います。たとえば、www.example.comアプリのメインラインブランチを指すドメインを設定
できますが、同じアプリの devdev.example.com ブランチを指すように構成することもできます。その
ため、Amplifyがリクエストをそれに応じてルーティングできるように、設定されているサブドメインに基
づいてアプリケーションにアクセスする必要があります。
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ビルド仕様のオペレーティングシステム

ビルド設定の構成
Amplify Hosting でアプリをデプロイすると、package.jsonリポジトリ内のファイルを検査することで、
フロントエンドフレームワークと関連するビルド設定が自動的に検出されます。アプリのビルド設定を保
存するには、次のオプションがあります。

• ビルド設定を Amplify コンソールに保存-Amplify コンソールはビルド設定を自動検出して保存
し、Amplify コンソールからアクセスできるようにします。Amplifyは、amplify.ymlリポジトリにファ
イルが保存されていない限り、これらの設定をすべてのブランチに適用します。

• ビルド設定をリポジトリに保存-amplify.yml ファイルをダウンロードしてリポジトリのルートに追加
します。

Amplify コンソールでアプリのビルド設定を編集するには、[アプリ設定]、[ビルド設定] を選択します。ビ
ルド設定は、amplify.ymlリポジトリにファイルが保存されているブランチを除いて、アプリ内のすべて
のブランチに適用されます。

Note

ビルド設定は、アプリが継続的デプロイ用に設定され、gitリポジトリに接続されている場合にの
み、Amplifyコンソールのアプリ設定メニューに表示されます。このタイプのデプロイの手順につ
いては、「既存のコードを使い始める (p. 4)」を参照してください。

ビルド仕様のオペレーティングシステム
ビルド環境には、Amplifyがビルドを実行するために使用するオペレーティングシステム、プログラミング
言語ランタイム、およびツールの組み合わせを表します。YAML は次のように構成されます。

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
backend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - *enter command* 
    build: 
      commands: 
        - *enter command* 
    postBuild: 
        commands: 
        - *enter command*
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - cd react-app 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    files: 
        - location 
        - location 
    discard-paths: yes 
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ブランチ固有のビルド設定

    baseDirectory: location 
  cache: 
    paths: 
        - path 
        - path
test: 
  phases: 
    preTest: 
      commands: 
        - *enter command* 
    test: 
      commands: 
        - *enter command* 
    postTest: 
      commands: 
        - *enter command* 
  artifacts: 
    files: 
        - location 
        - location 
    configFilePath: *location* 
    baseDirectory: *location*

• バージョン-Amplify YAML のバージョン番号を表します。
• APproot-このアプリケーションが存在するリポジトリ内のパス。複数のアプリケーションが定義されて

いない限り無視されます。
• env - 環境変数をこのセクションに追加します。また、環境変数はコンソールを使用して追加することも

できます。
• backend - Amplify CLI コマンドを実行して、バックエンドのプロビジョン、Lambda 関数の更新、また

は継続的なデプロイの一環としての GraphQL スキーマの更新を行います。フロントエンドでバックエ
ンドをデプロイ (p. 10)する方法について説明します。

• frontend - フロントエンドのビルドコマンドを実行します。
• test-テストフェーズ中にコマンドを実行します。アプリにテストを追加する方法をご覧くださ

い (p. 80)。
• フロントエンド、バックエンド、テストには、ビルドの各シーケンスで実行されるコマンドを表す 3 つ

のフェーズがあります。
• preBuild - preBuild スクリプトは、実際のビルドの開始前、依存関係のインストール後に実行され

ます。
• build - お客様のビルドコマンド。
• postBuild - ビルド後のスクリプトはビルド完了後に実行されるため、必要なすべてのアーティ

ファクトを出力ディレクトリにコピーしました。
• artifacts>base-directory - ビルドアーティファクトが存在するディレクトリ。
• artifacts>files - デプロイするアーティファクトからファイルを指定します。**/* は、すべてのファイルを

含めることを意味します。
• cache-buildspec の cache フィールドは、node_modules フォルダーなどのビルド時の依存関係をキャッ

シュするために使用され、お客様のアプリが組み込まれているパッケージマネージャーとフレームワー
クに基づいて自動的に提案されます。最初のビルドでは、ここにあるパスはすべてキャッシュされ、そ
れ以降のビルドではキャッシュを再膨張させ、キャッシュされた依存関係を可能な限り使用してビルド
時間を短縮します。

ブランチ固有のビルド設定
bash シェルスクリプトを使用してブランチ固有のビルドを設定できます。たとえば、次のスクリプトは、
システム環境変数 $AWS_BRANCH を使用して、ブランチ名が main の場合はあるコマンドセットを実行
し、ブランチ名が dev の場合は別のコマンドセットを実行します。
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サブフォルダへの移動

frontend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
        - if [ "${AWS_BRANCH}" = "main" ]; then echo "main branch"; fi 
        - if [ "${AWS_BRANCH}" = "dev" ]; then echo "dev branch"; fi

サブフォルダへの移動
モノリポジトリの場合、cdユーザーはビルドを実行するためのフォルダーにアクセスできるようにしたい
と考えています。cdコマンドを実行すると、ビルドのすべての段階に適用されるため、コマンドを別々の
フェーズで繰り返す必要はありません。

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - cd react-app 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build

フロントエンドでのバックエンドのデプロイ
amplifyPushこのコマンドは、バックエンドのデプロイに役立つヘルパースクリプトです。以下のビルド
設定によって、現在のブランチにデプロイする上で適切なバックエンド環境が自動的に判別されます。

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
backend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
        - amplifyPush --simple

出力フォルダの設定
次のビルド設定は、出力ディレクトリをパブリックフォルダに設定します。

frontend: 
  phases: 
    commands: 
      build: 
        - yarn run build 
  artifacts: 
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ビルドの一部としてパッケージをインストールする

    baseDirectory: public

ビルドの一部としてパッケージをインストールする
npmyarnまたはコマンドを使用して、ビルド中にパッケージをインストールできます。

frontend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
        - npm install -g pkg-foo 
        - pkg-foo deploy 
        - yarn run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: public

プライベート npm レジストリを使用する
プライベートレジストリへのリファレンスは、ビルド設定で追加するか、環境変数として追加することが
できます。

build: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm config set <key> <value> 
        - npm config set registry https://registry.npmjs.org 
        - npm config set always-auth true 
        - npm config set email hello@amplifyapp.com 
        - yarn install

OS パッケージのインストール
OS パッケージをインストールして、不足している依存関係を入手します。

build: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - yum install -y <package>

ビルドごとのキーと値のストレージ
envCacheはビルド時にキーバリューストレージを提供します。に保存されている値はenvCache、ビルド
中にのみ変更でき、次のビルドで再利用できます。を使用するとenvCache、デプロイされた環境に関す
る情報を保存し、それを次のビルドでビルドコンテナで使用できるようにすることができます。に保存さ
れている値とは異なりenvCache、ビルド中に環境変数に加えられた変更は、future ビルドに永続化され
ません。
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使用例:

envCache --set <key> <value>
envCache --get <key>

ビルドをスキップする値は、ビルドをスキップする
特定のコミットの自動ビルドをスキップするには、コミットメッセージの最後に [skip-cd] というテキスト
を含めてください。現在、[skip-cd] は GitHub Git リポジトリでのみサポートされています。

自動ビルドを無効にする
コードコミットのたびに自動ビルドを無効にするように Amplify を設定できます。セットアップするに
は、[アプリ設定]、[一般] を選択し、接続されているブランチを一覧表示する [ブランチ] セクションまでス
クロールします。ブランチを選択し、[アクション]、[auto ビルドを無効にする] を選択します。さらにその
ブランチにコミットしても、新しいビルドは作成されません。

差分ベースのフロントエンドビルドとデプロイを有
効または無効にする

差分ベースのフロントエンドビルドを使用するように Amplify を設定できます。有効にすると、各ビルド
の開始時に、appRoot/src/ Amplifyはデフォルトで自分またはフォルダーのいずれかに対して差分を実
行しようとします。Amplify で違いが見つからない場合、フロントエンドのビルド、テスト (設定されてい
る場合)、デプロイの手順はスキップされ、ホストされているアプリは更新されません。

差分ベースのフロントエンドビルドとデプロイを設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 差分ベースのフロントエンドビルドとデプロイを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[環境変数] を選択します。
4. [環境変数] セクションで、[変数の管理] を選択します。
5. 環境変数を設定する手順は、差分ベースのフロントエンドビルドとデプロイを有効にするか無効にす

るかによって異なります。
• 差分ベースのフロントエンドのビルドとデプロイを有効にするには

a. [変数の管理] セクションの [変数] に、次のように入力しますAMPLIFY_DIFF_DEPLOY。
b. [Value (値)] に「true」と入力します。

• 差分ベースのフロントエンドビルドとデプロイを無効にするには

• 以下のいずれかを実行します。
• 「変数の管理」セクションで、AMPLIFY_DIFF_DEPLOYを探します。[Value (値)] に

「false」と入力します。
• AMPLIFY_DIFF_DEPLOY環境変数を削除します。

オプションで、AMPLIFY_DIFF_DEPLOY_ROOT環境変数を設定して、デフォルトパスをリポジトリのルー
トを基準としたパス (など) でオーバーライドすることもできますdist。
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差分ベースのバックエンドビルドを有効または無効
にする

AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数を使用して、差分ベースのバックエンドビルドを使用するように 
Amplify Hosting を設定できます。差分ベースのバックエンドビルドを有効にすると、各ビルドの開始
時に Amplifyamplify はリポジトリ内のフォルダーで diff を実行しようとします。Amplifyで違いが見つ
からない場合、バックエンドのビルドステップはスキップされ、バックエンドリソースは更新されませ
ん。amplifyプロジェクトのリポジトリにフォルダーがない場合、AmplifyAMPLIFY_DIFF_BACKEND は
環境変数の値を無視します。

現在、バックエンドフェーズのビルド設定でカスタムコマンドが指定されている場合、条件付きバックエ
ンドビルドは機能しません。これらのカスタムコマンドを実行するには、amplify.ymlアプリのファイル
にあるビルド設定のフロントエンドフェーズに移動する必要があります。

差分ベースのバックエンドビルドを設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 差分ベースのバックエンドビルドを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[環境変数] を選択します。
4. [環境変数] セクションで、[変数の管理] を選択します。
5. 環境変数を設定する手順は、差分ベースのバックエンドビルドを有効にするか無効にするかによって

異なります。
• 差分ベースのバックエンドビルドを有効にするには

a. [変数の管理] セクションの [変数] に、次のように入力しますAMPLIFY_DIFF_BACKEND。
b. [Value (値)] に「true」と入力します。

• 差分ベースのバックエンドビルドを無効にするには

• 以下のいずれかを実行します。
• 「変数の管理」セクションで、AMPLIFY_DIFF_BACKENDを探します。[Value (値)] に

「false」と入力します。
• AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数を削除します。

モノレポビルド設定
複数のプロジェクトまたはマイクロサービスを 1 つのリポジトリに保存する場合、モノレポと呼ばれま
す。Amplify Hosting を使用すると、複数のビルド構成やブランチ構成を作成することなく、アプリケー
ションをモノレポにデプロイできます。

モノレポのビルド設定は Amplify コンソールに保存することも、amplify.ymlファイルをダウンロードし
てリポジトリのルートに追加することもできます。Amplifyは、amplify.ymlリポジトリでファイルが見
つからない限り、コンソールに保存されている設定をすべてのブランチに適用します。amplify.ymlファ
イルが存在する場合、その設定は Amplify コンソールに保存されているビルド設定よりも優先されます。

モノレポビルド仕様 YAML 構文
モノレポビルド仕様の YAML 構文は、単一アプリケーションを含むリポジトリの YAML 構文とは異なりま
す。モノレポの場合、各プロジェクトをアプリケーションのリストで宣言します。monorepo ビルド仕様
で宣言する各アプリケーションについて、以下の追加情報を提供する必要があります。
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アプロート

アプリケーションが起動するリポジトリ内のルート。このキー
は、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT環境変数と同じであることが必要です。この環境変数の設定方
法については、を参照してくださいAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数の設定 (p. 50)。

以下の monorepo ビルド仕様例は、同じリポジトリで複数の Amplify アプリケーションを宣言する方法を
示しています。applicationsリストには、、react-app、という 2angular-app つのアプリが宣言さ
れています。appRoot各アプリのキーは、appsそのアプリがリポジトリのルートフォルダーにあることを
示します。

version: 1
applications: 
  - appRoot: apps/react-app 
    env: 
      variables: 
        key: value 
    backend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postBuild: 
            commands: 
            - *enter command* 
    frontend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        discard-paths: yes 
        baseDirectory: location 
      cache: 
        paths: 
            - path 
            - path 
    test: 
      phases: 
        preTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
        test: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        configFilePath: *location* 
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        baseDirectory: *location* 
  - appRoot: apps/angular-app 
    env: 
      variables: 
        key: value 
    backend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postBuild: 
            commands: 
            - *enter command* 
    frontend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        discard-paths: yes 
        baseDirectory: location 
      cache: 
        paths: 
            - path 
            - path 
    test: 
      phases: 
        preTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
        test: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        configFilePath: *location* 
        baseDirectory: *location* 
     

AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数の設定
モノレポに保存されたアプリをデプロイする場合、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTアプリの環境変
数は、リポジトリのルートを基準としたアプリルートのパスと同じ値でなければなりません。たとえ
ば、ExampleMonorepoapp3という名前のルートフォルダを持つモノレポにはapps、、、app1、が含ま
れapp2、ディレクトリ構造は次のようになります。

-ExampleMonorepo 
   -apps 
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      -app1 
      -app2 
      -app3

この例では、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTapp1の環境変数の値はですapps/app1。

Amplify コンソールを使用して monorepo アプリをデプロイすると、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTコ
ンソールはアプリのルートへのパスに指定した値を使用して環境変数を自動的に設定します。ただ
し、monorepoアプリが既にAmplifyに存在するかAWS CloudFormation、を使用してデプロイされ
ている場合は、Amplifyコンソールの環境変数セクションで環境変数を手動で設定する必要がありま
す。AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT

デプロイ時に AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数を自
動的に設定する
以下の手順は、Amplify コンソールで monorepo アプリをデプロイする方法を示しています。Amplify 
は、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTコンソールで指定したアプリのルートフォルダーを使用して環境変
数を自動的に設定します。

Amplify コンソールでモノレポアプリをデプロイするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 右上の [新規アプリ]、[ウェブアプリをホスト] を選択します。
3. 「ウェブアプリのホスト」ページで、お使いの Git プロバイダーを選択し、「続行」を選択します。
4. 「リポジトリブランチを追加」ページで、次の操作を行います。

a. 最近更新されたリポジトリのリストからリポジトリの名前を選択します。
b. [ブランチ] では、使用するブランチの名前を選択します。
c. 「モノレポを接続する?」を選択します。フォルダを選択してください。
d. アプリへのパスを monorepo に入力します (例:)apps/app1。
e. [Next] (次へ) を選択します。

5. ビルド設定ページでは、デフォルト設定を使用するか、アプリのビルド設定をカスタマイズでき
ます。次のスクリーンショット例では、Amplifyamplify.yml はビルド設定に使用するリポジ
トリ内のファイルを検出します。環境変数セクションでは、手順 4d で指定したパスを使用して 
AmplifyAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT がに設定されています。apps/app1
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6. [Next] (次へ) を選択します。
7. レビューページで、[保存してデプロイ] を選択します。

既存のアプリの AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数を
設定する
以下の手順に従って、Amplify に既にデプロイされているアプリ、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTまたは
を使用して作成されたアプリの環境変数を手動で設定します CloudFormation。
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既存のアプリに AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数を設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 環境変数を設定するアプリの名前を選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、[環境変数] を選択します。
4. [環境変数] ページで、[変数の管理] を選択します。
5. 「変数の管理」セクションで、次の操作を行います。

a. [変数を追加] を選択します。
b. [変数] にキーを入力しますAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT。
c. Value には、たとえばアプリへのパスを入力しますapps/app1。
d. Branchの場合、Amplifyはデフォルトで環境変数をすべてのブランチに適用します。

6. [Save] (保存) を選択します。
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機能ブランチのデプロイとチームの
ワークフロー

Amplify Hostingは、 GitFlow 機能ブランチとワークフローと連携するように設計されています。Amplify 
は、開発者がリポジトリ内の新しいブランチを接続するたびに、Git ブランチを活用して新しいデプロイを
作成します。最初のブランチを接続したら、次のようにブランチを追加して新しい機能ブランチのデプロ
イを作成できます。

1. ブランチリストのページで、[Connect branch (ブランチの接続)] を選択します。
2. リポジトリからブランチを選択します。
3. アプリを保存してからデプロイします。

これで、アプリが https://main.appid.amplifyapp.com と https://dev.appid.amplifyapp.com で 2 つのデプロ
イを利用できるようになりました。これはと異なる場合がありますが team-to-team、通常はメインブラン
チがリリースコードを追跡し、本番ブランチになります。開発ブランチは、新機能をテストするための統
合ブランチとして使用されます。これにより、ベータテスターは、メインブランチデプロイの本番エンド
ユーザーに影響を与えることなく、開発ブランチデプロイで未リリースの機能をテストできます。

トピック
• Amplify バックエンド環境でのチームワークフロー (p. 55)
• パターンベースの機能ブランチのデプロイ (p. 62)
• Amplify コンフィグのビルド時の自動生成 (p. 64)
• 条件付きバックエンドend end end end end end end end (p. 65)
• アプリ間でAmplifyバックエンドを使用する (p. 66)
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Amplify バックエンド環境でのチームワークフロー
フィーチャーブランチのデプロイは、フロントエンドとオプションのバックエンド環境で構成されます。
フロントエンドはグローバルコンテンツ配信ネットワーク（CDN）に構築およびデプロイされ、バック
エンドはAmplify StudioまたはAmplify CLIによってビルドされてグローバルコンテンツ配信ネットワーク
（CDN）AWSにデプロイされます。この展開シナリオの詳細については、「」を参照してくださいフルス
タックの継続的デプロイの使用開始 (p. 10)。

Note

Amplify バックエンド環境は Amplify アプリ全体で簡単に再利用できます。詳細については、「ア
プリ間でAmplifyバックエンドを使用する (p. 66)」を参照してください。

Amplify Hosting は、フィーチャーブランチのデプロイで GraphQL API や Lambda 関数などのバックエン
ドリソースを継続的にデプロイします。以下のブランチモデルを使用して、Amplify Hosting でバックエン
ドとフロントエンドをデプロイできます。

トピック
• 機能ブランチのワークフロー (p. 55)
• GitFlow ワークフロー (p. 60)
• 開発者ごとのサンドボックス (p. 60)

機能ブランチのワークフロー
• Amplify StudioまたはAmplify CLIを使用して、本番環境、テスト環境、開発バックエンド環境を作成しま

す。
• prod バックエンドをメインブランチにマップします。
• テストバックエンドを開発ブランチにマップします。
• チームメンバーは、開発バックエンド環境を使用して個々の機能ブランチをテストできます。
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1. Amplify CLI をインストールして新しい Amplify プロジェクトを初期化します。

npm install -g @aws-amplify/cli

2. プロジェクト用の prod バックエンド環境を初期化します。プロジェクトがない場合は、 create-react-
app やギャツビーなどのブートストラップツールを使用してプロジェクトを作成します。

create-react-app next-unicorn
cd next-unicorn
amplify init 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: prod
...
amplify push

3. test 環境と dev バックエンド環境を追加します。

amplify env add 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: test
...
amplify push

amplify env add 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: dev
...
amplify push

4. 任意の Git リポジトリにコードをプッシュします (この例では、main にプッシュしたと仮定します)。

git commit -am 'Added dev, test, and prod environments'
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git push origin main

5. AWS Management ConsoleのAmplifyにアクセスして、現在のバックエンド環境を確認してください。
ブレッドクラムから1つ上のレベルに移動すると、「バックエンド環境」タブで作成されたすべての
バックエンド環境のリストが表示されます。

6. フロントエンド環境タブに切り替えて、リポジトリプロバイダーとメインブランチを接続します。
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7. ビルド設定画面で、既存のバックエンド環境を選択し、メインブランチでの継続的デプロイを設定しま
す。ドロップダウンから prod を選択し、サービスロールを Amplify に付与します。[保存してデプロイ] 
を選択します。ビルドが完了すると、メインブランチデプロイが https://main.appid.amplifyapp.com で
利用可能になります。

8. Amplifyの開発ブランチConnect します（この時点で開発ブランチとメインブランチは同じと仮定しま
す）。テストバックエンド環境を選択します。
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9. これで Amplify がセットアップされました。機能ブランチで新機能を使用することができます。ローカ
ルワークステーションの dev バックエンド環境を使用して、バックエンド機能を追加します。

git checkout -b newinternet
amplify env checkout dev
amplify add api
...
amplify push

10.機能を使用するための準備が整ったら、コードをコミットして、内部でレビューするためのプルリクエ
ストを作成します。

git commit -am 'Decentralized internet v0.1'
git push origin newinternet

11.変更がどのようになるかをプレビューするには、Amplify コンソールに移動して機能ブランチを接続し
ます。注:(Amplify CLI ではなく)AWS CLI システムにがインストールされている場合は、ターミナル
から直接ブランチに接続できます。アプリ ID を検索するには、[App settings] > [General] > AppARN:
arn:aws:amplify:<region>:<region>:apps/<appid> の順に進みます。

aws amplify create-branch --app-id <appid> --branch-name <branchname>
aws amplify start-job --app-id <appid> --branch-name <branchname> --job-type RELEASE

12.https://newinternet.appid.amplifyapp.com から機能にアクセスして、チームメイトと共有できるように
なります。問題なければ、PR を develop ブランチにマージします。

git checkout develop
git merge newinternet
git push

13.これにより、Amplify のバックエンドとフロントエンドを更新するビルドが開始され、https://
dev.appid.amplifyapp.com にブランチがデプロイされます。新機能を確認できるように、このリンクを
社内の関係者と共有することができます。
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14.Git、Amplify から機能ブランチを削除し、クラウドからバックエンド環境を削除します ('amplify env 
checkout prod' を実行して 'amplify env add' を実行することで、いつでも新しい環境を起動できます)。

git push origin --delete newinternet
aws amplify delete-branch --app-id <appid> --branch-name <branchname>
amplify env remove dev

GitFlow ワークフロー
GitFlow 2 つのブランチを使用してプロジェクトの履歴を記録します。メインブランチはリリースコードの
みを追跡し、開発ブランチは新機能の統合ブランチとして使用されます。 GitFlow 完了した作業から新し
い開発を分離することで、parallel 開発を簡素化します。新機能の開発 (機能や緊急ではないバグの修正な
ど) は機能ブランチで行われます。開発者がコードのリリース準備が整ったことを確認すると、機能ブラ
ンチは統合開発ブランチにマージされます。メインブランチへのコミットは、リリースブランチとホット
フィックスブランチ (緊急バグの修正用) からのマージだけです。

以下の図は、での推奨設定を示しています GitFlow。上記の機能ブランチのワークフローのセクションで
説明したプロセスと同じプロセスに従って行うことができます。

開発者ごとのサンドボックス
• チーム内の各開発者は、自分のローカルコンピュータとは別に、サンドボックス環境をクラウド内に作

成すること。これにより、開発者は他のチームメンバーの変更を上書きすることなく、互いに独立して
作業できます。

• Amplify の各ブランチには独自のバックエンドがあります。これにより、Amplify では、チームの開発者
がバックエンドやフロントエンドをローカルコンピューターから手動で本番環境にプッシュする必要が
なくなり、変更をデプロイするための信頼できる唯一の情報源として Git リポジトリを使用できるよう
になります。
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1. Amplify CLI をインストールして新しい Amplify プロジェクトを初期化します。

npm install -g @aws-amplify/cli

2. プロジェクトの mary バックエンド環境を初期化します。プロジェクトがない場合は、 create-react-app 
やギャツビーなどのブートストラップツールを使用してプロジェクトを作成します。

cd next-unicorn
amplify init 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: mary
...
amplify push

3. 任意の Git リポジトリにコードをプッシュします (この例では、main にプッシュしたと仮定します)。

git commit -am 'Added mary sandbox'
git push origin main

4. リポジトリ>メインをAmplifyConnect。
5. Amplify コンソールは、Amplify CLI によって作成されたバックエンド環境を検出します。ドロップダウ

ンから [新しい環境を作成] を選択し、サービスロールを Amplify に付与します。[保存してデプロイ] を
選択します。ビルドが完了すると、メインブランチデプロイが https://main.appid.amplifyapp.com で利
用可能になり、ブランチにリンクされた新しいバックエンド環境が用意されます。

6. Amplifyの開発ブランチConnect し（この時点で開発ブランチとメインブランチは同じと仮定します）、
[新しい環境を作成] を選択します。ビルドが完了したら、ブランチにリンクされている新しいバックエ
ンド環境を持つ、https://develop.appid.amplifyapp.com で利用可能な develop ブランチのデプロイを取
得します。

パターンベースの機能ブランチのデプロイ
パターンベースのブランチデプロイでは、特定のパターンに一致するブランチをAmplifyに自動的にデプ
ロイできます。 GitFlowリリースにフィーチャーブランチやワークフローを使用している製品チームは、
「release**」などのパターンを定義して、「release」で始まる Git ブランチを共有可能な URL に自動的
にデプロイできるようになりました。このブログ記事では、さまざまなチームワークフローでこの機能を
使用する方法について説明します。

1. [App settings] > [General] > [Edit] の順に選択します。
2. ブランチの自動検出スイッチを有効にします。
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1. ブランチを自動的にデプロイするためのパターンを定義します。
• *— リポジトリ内のすべてのブランチをデプロイします。
• release*'—「release」で始まるすべてのブランチをデプロイします。
• release*/— 'release /' パターンに一致するすべてのブランチをデプロイします。
• カンマ区切りのリストで複数のパターンを指定します。例えば、release*, feature*。

2. [Branch autodetection - access control] を [Enabled] に設定して、自動的に作成されるすべてのブランチ
に対して自動パスワード保護を設定します。

3. Amplify バックエンドを使用して構築されたアプリケーションの場合は、新しい環境を作成するか、す
べてのブランチを既存のバックエンドにポイントするかを選択できます。
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カスタムドメインに接続されたアプリのパターンベー
スの機能ブランチデプロイ
Amazon Route 53 カスタムドメインに接続されたアプリには、パターンベースの機能ブランチデプロイを
使用できます。

• パターンベースのフィーチャーブランチ展開をセットアップする手順については、「」を参照してくだ
さい。Amazon Route 53 カスタムドメインの自動サブドメインを設定する (p. 38)

• Amplify アプリを Route 53 で管理されているカスタムドメインに接続する手順については、以下を参照
してください。Amazon Route 53 によって管理されるカスタムドメインを追加します (p. 31)

• Route 53 の使用方法の詳細については、「Amazon Route 53 とは」を参照してください。

Amplify コンフィグのビルド時の自動生成
Amplify は Amplifyaws-exports.js 設定ファイルのビルド時の自動生成をサポートしています。フルス
タック CI/CD デプロイをオフにすることで、aws-exports.jsアプリがファイルを自動生成し、ビルド
時にバックエンドが更新されないようにすることができます。

aws-exports.jsビルド時に自動生成するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 編集するアプリを選択します。
3. 「ホスティング環境」タブを選択します。
4. 編集するブランチを見つけて、[編集] を選択します。
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条件付きバックエンドend end end end end end end end

5. 「ターゲットバックエンドの編集」 ページで、「フルスタック継続的デプロイメント (CI/CD) を有効
にする」のチェックを外して、このバックエンドのフルスタック CI/CD をオフにします。

6. 既存のサービスロールを選択して、アプリのバックエンドを変更するために必要な権限をAmplifyに
与えます。サービスロールを作成する必要がある場合は、[Create new role] を選択します。サービス
ロールの作成の詳細については、「サービスロールの追加 (p. 110)」を参照してください。

7. [Save] (保存) を選択します。Amplify は、次回アプリケーションを構築するときに、これらの変更を適
用します。

条件付きバックエンドend end end end end end 
end end

Amplify は、アプリ内のすべてのブランチでの条件付きバックエンドビルドをサポートします。条件付き
バックエンドビルドを設定するには、AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数をに設定しますtrue。条件付き
バックエンドビルドを有効にすると、フロントエンドのみに変更が加えられるビルドをスピードアップで
きます。

差分ベースのバックエンドビルドを有効にすると、各ビルドの開始時に、Amplifyamplify はリポジ
トリ内のフォルダーで diff を実行しようとします。Amplifyで違いが見つからない場合、バックエンド
のビルドステップはスキップされ、バックエンドリソースは更新されません。amplifyプロジェクト
のリポジトリにフォルダーがない場合、AmplifyAMPLIFY_DIFF_BACKEND は環境変数の値を無視しま
す。AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数の設定方法については、を参照してください差分ベースのバック
エンドビルドを有効または無効にする (p. 48)。

現在、バックエンドフェーズのビルド設定でカスタムコマンドが指定されている場合、条件付きバックエ
ンドビルドは機能しません。これらのカスタムコマンドを実行するには、amplify.ymlアプリのファイル
にあるビルド設定のフロントエンドフェーズに移動する必要があります。amplify.ymlファイルの更新の
詳細については、を参照してくださいビルド仕様のオペレーティングシステム (p. 43)。

65



AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
アプリ間でAmplifyバックエンドを使用する

アプリ間でAmplifyバックエンドを使用する
Amplifyを使用すると、特定のリージョンのすべてのアプリで既存のバックエンド環境を簡単に再利用でき
ます。これは、新しいアプリを作成するとき、新しいブランチを既存のアプリに接続するとき、または既
存のフロントエンドを別のバックエンド環境を指すように更新するときに行うことができます。

新しいアプリを作成するときにバックエンドを再利用
する
新しい Amplify アプリを作成するときにバックエンドを再利用するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. この例で使用する新しいバックエンドを作成するには、次の手順を実行します。

a. ナビゲーションペインで、[All ls] (全アプリ) を選択します。
b. [新規アプリ]、[アプリバックエンドの作成] を選択します。
c. たとえば、アプリケーションの名前を入力しますExample-Amplify-App。
d. [デプロイの確認] を選択します。

3. フロントエンドを新しいバックエンドに接続するには、「フロントエンド環境」タブを選択します。
4. Git プロバイダーを選択し、[ブランチをConnect] を選択します。
5. [リポジトリブランチを追加] ページの [最近更新されたリポジトリ] で、リポジトリ名を選択しま

す。Branch の場合は、リポジトリから接続するブランチを選択します。
6. [ビルド設定の構成] (ビルド設定) (ビルド設定) ページで、次の操作を行います。

a. [アプリ名] で、バックエンド環境を追加するために使用するアプリを選択します。現在のアプリ
または現在の地域の他のアプリを選択できます。

b. [環境] で、追加するバックエンド環境の名前を選択します。既存の環境を作成することも、新し
い環境を作成することもできます。

c. 既存のサービスロールを選択して、アプリのバックエンドを変更するために必要な権限をAmplify
に与えます。サービスロールを作成する必要がある場合は、[Create new role] を選択します。
サービスロールの作成の詳細については、「サービスロールの追加 (p. 110)」を参照してくださ
い。

d. デフォルトでは、フルスタック CI/CD は有効になっています。このオプションをオフにすると、
このバックエンドのフルスタック CI/CD がオフになります。フルスタック CI/CD をオフにする
と、アプリはプル専用モードで実行されます。ビルド時に、Amplifyaws-exports.js はバック
エンド環境を変更せずに自動的にファイルのみを生成します。

e. [Next] (次へ) を選択します。
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るときにバックエンドを再利用する

7. [保存してデプロイ] を選択します。

ブランチを既存のアプリに接続するときにバックエン
ドを再利用する
ブランチを既存の Amplify アプリに接続するときにバックエンドを再利用するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 新しいブランチを接続するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[一般] を選択します。
4. 「ブランチ」セクションで、「ブランチをConnect」を選択します。
5. [リポジトリブランチを追加] ページの [ブランチ] で、リポジトリから接続するブランチを選択しま

す。
6. [アプリ名] で、バックエンド環境を追加するために使用するアプリを選択します。現在のアプリまた

は現在の地域の他のアプリを選択できます。
7. [環境] で、追加するバックエンド環境の名前を選択します。既存の環境を作成することも、新しい環

境を作成することもできます。
8. アプリバックエンドを変更するために必要な権限をAmplifyに付与するサービスロールを設定する必要

がある場合、コンソールからこのタスクを実行するように求められます。サービスロールの作成の詳
細については、「サービスロールの追加 (p. 110)」を参照してください。

9. デフォルトでは、フルスタック CI/CD は有効になっています。このオプションをオフにすると、この
バックエンドのフルスタック CI/CD がオフになります。フルスタック CI/CD をオフにすると、アプリ
はプル専用モードで実行されます。ビルド時に、Amplifyaws-exports.js はバックエンド環境を変
更せずに自動的にファイルのみを生成します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
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別のバックエンドを指すようにする

11. [保存してデプロイ] を選択します。

既存のフロントエンドを編集して別のバックエンドを
指すようにする
フロントエンドの Amplify アプリを編集して別のバックエンドを指すようにするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. バックエンドを編集するアプリを選択します。
3. 「フロントエンド環境」タブを選択します。
4. 編集するブランチを見つけて、[編集] を選択します。

5. [ターゲットバックエンドの編集] ページの [アプリ名] で、バックエンド環境を追加するために使用す
るアプリを選択します。現在のアプリまたは現在の地域の他のアプリを選択できます。

6. [環境] で、追加するバックエンド環境の名前を選択します。
7. デフォルトでは、フルスタック CI/CD は有効になっています。このオプションをオフにすると、この

バックエンドのフルスタック CI/CD がオフになります。フルスタック CI/CD をオフにすると、アプリ
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はプル専用モードで実行されます。ビルド時に、Amplifyaws-exports.js はバックエンド環境を変
更せずに自動的にファイルのみを生成します。

8. [Save] (保存) を選択します。Amplify は、次回アプリケーションを構築するときに、これらの変更を適
用します。
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手動*
手動デプロイでは、Git プロバイダーに接続せずに Amplify Hosting でウェブアプリを公開できます。
デスクトップからフォルダをドラッグアンドドロップして、数秒でサイトをホストできます。また
は、Amazon S3 バケット内のアセットを参照するか、ファイルが保存されている場所のパブリック URL 
を指定することもできます。

Amazon S3 では、AWS Lambda新しいアセットがアップロードされるたびにサイトを更新するトリガーを
設定することもできます。このシナリオの設定の詳細については、Amazon S3、Dropbox、AWS Amplify
またはデスクトップに保存されているファイルをコンソールにデプロイするブログ記事を参照してくださ
い。

Amplify Hosting は、サーバーサイドレンダリング (SSR) アプリの手動デプロイをサポートしていません。
詳細については、「Amplify Hosting でサーバーサイドでレンダリングされたアプリをデプロイ (p. 14)」を
参照してください。

ドラッグアンドドロップによる手動デプロイ
ドラッグアンドドロップを使用してアプリを手動でデプロイするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 「ウェブアプリをホスト」ページに移動する方法は、Amplifyのホームページから開始するのか、すべ

てのアプリページから開始するのかによって異なります。
• Amplify のホームページから

a. [Get started] (開始する) を選択します。
b. 「配信」セクションで、「はじめに」を選択します。

• [すべてのアプリ] ページから

• 右上隅にある [新規アプリ]、[ウェブアプリをホスト] を選択します
3. 「ウェブアプリをホスト」ページで、「Git プロバイダーなしでデプロイ」を選択します。次

に、[Continue] (続行する) を選択します。
4. [手動デプロイを開始する] セクションの [アプリ名] に、アプリの名前を入力します。
5. [環境名] には、developmentまたはなど、環境を表すわかりやすい名前を入力しますproduction。
6. [メソッド] で、[ドラッグアンドドロップ] を選択します。
7. デスクトップからドロップゾーンにファイルをドラッグアンドドロップするか、[ファイルを選択] を

使用してコンピューターからファイルを選択します。ドラッグアンドドロップまたは選択するファイ
ルは、サイトのルートを含むフォルダでも ZIP ファイルでもかまいません。

8. [保存してデプロイ] を選択します。

Amazon S3 または URL の手動デプロイ
Amazon S3 またはパブリック URL からアプリケーションを手動でデプロイするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. ページの上部にある [はじめに] を選択します。
3. 「配信」セクションで、「はじめに」を選択します。

70

http://aws.amazon.com/blogs/mobile/deploy-files-s3-dropbox-amplify-console/
http://aws.amazon.com/blogs/mobile/deploy-files-s3-dropbox-amplify-console/
http://aws.amazon.com/blogs/mobile/deploy-files-s3-dropbox-amplify-console/
https://console.aws.amazon.com/amplify/
https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Amazon S3 バケットへのアクセス
に関するトラブルシューティング

4. 「ウェブアプリをホスト」ページで、「Git プロバイダーなしでデプロイ」を選択します。次
に、[Continue] (続行する) を選択します。

5. [手動デプロイを開始する] セクションの [アプリ名] に、アプリの名前を入力します。
6. [環境名] には、developmentまたはなど、環境を表すわかりやすい名前を入力しますproduction。
7. [メソッド] には、[Amazon S3] または [任意の URL] を選択します。
8. ファイルをアップロードする手順は、アップロード方法によって異なります。

• Amazon S3

a. [バケット] で、リストから Amazon S3 バケットの名前 (Amazon S3 バケット名) を選択し
ます。選択したバケットで、アクセスコントロールリスト (ACL) を有効にする必要がありま
す。詳細については、「Amazon S3 バケットへのアクセスに関するトラブルシューティン
グ (p. 71)」を参照してください。

b. Zip ファイルの場合は、デプロイする zip ファイルの名前を選択します。
• 任意の URL

• [リソース URL] に、デプロイする zip ファイルの URL を入力します。
9. [保存してデプロイ] を選択します。

Note

zip フォルダーを作成するときは、最上位のフォルダーではなく、ビルド出力の内容を必ず zip で
圧縮してください。たとえば、ビルド出力で「build」または「public」という名前のフォルダー
が生成される場合は、まずそのフォルダーに移動し、すべてのコンテンツを選択して、そこか
ら圧縮します。これを行わないと、サイトのルートディレクトリが正しく初期化されないため、
「アクセスが拒否されました」というエラーが表示されます。

Amazon S3 バケットへのアクセスに関するトラブル
シューティング
Amazon S3 バケットを作成するときは、Amazon S3 オブジェクト所有権設定を使用して、バケットへの
アクセスコントロールリスト (ACL) を有効にするか無効にするかをコントロールするために使用できま
す。Amazon S3 バケットから Amplify に手動でアプリケーションをデプロイするには、バケット上で ACL 
を有効にする必要があります。

Amazon S3AccessControlList バケットからデプロイするときにエラーが発生した場合、バケットは 
ACL を無効にして作成されているため、Amazon S3 コンソールで有効にする必要があります。手順につ
いては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「既存のバケットにオブジェクト所有権を設
定する」を参照してください。
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ンソールにデプロイ」ボタンを追加

[増幅ボタンに配信] ボタン
「Amplify Console にデプロイ」ボタンを使用すると、 GitHub プロジェクトを公開したり、チーム内で共
有したりできます。ボタンの画像。

リポジトリまたはブログに「Amplify コンソールに
デプロイ」ボタンを追加

このボタンを GitHub README.md ファイル、ブログ投稿、または HTML をレンダリングするその他の
マークアップページに追加してください。ボタンには、次の 2 つのコンポーネントがあります。

1. SVG イメージ: https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg
2. GitHub リポジトリへのリンクを含む Amplify コンソール URL。リポジトリの URL のみをコピーするか 

(例:https://github.com/username/repository)、特定のフォルダにディープリンクを指定しま
す (例:https://github.com/username/repository/tree/branchname/folder)。Amplify ホス
ティングは、リポジトリにデフォルトブランチをデプロイします。アプリが接続されたら、ブランチを
追加接続することができます。

ボタンをマークダウンファイル (例: GitHub README.md) に追加するには、https://github.com/
username/repositoryリポジトリ名に置き換えてください。

[![amplifybutton](https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg)](https://
console.aws.amazon.com/amplify/home#/deploy?repo=https://github.com/username/repository)

任意の HTML ドキュメントにボタンを追加するには、次の HTML サンプルを使用してください。

<a href="https://console.aws.amazon.com/amplify/home#/deploy?repo=https://github.com/
username/repository"> 
    <img src="https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg" alt="Deploy to Amplify Console">
</a>
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アプリのインストールと認証

GitHubリポジトリへの Amplify アク
セスを設定する

Amplify GitHub はアプリ機能を使用して Amplify GitHub のリポジトリへの読み取り専用アクセスを承認
するようになりました。 GitHub Amplifyアプリでは、権限がより微調整され、指定したリポジトリにのみ
Amplifyアクセスを許可できます。 GitHubアプリの詳細については、 GitHub ウェブサイトの「 GitHub ア
プリについて」を参照してください。

GitHub リポジトリに保存されている新しいアプリを接続すると、 GitHub Amplifyはデフォルトでアプリを
使用してリポジトリにアクセスします。ただし、 GitHub以前にリポジトリから接続した既存のAmplifyア
プリは、OAuthを使用してアクセスします。CI/CD はこれらのアプリでも引き続き使用できますが、新し
い Amplify GitHub アプリを使用するように移行することを強くお勧めします。

Amplifyコンソールを使用して新しいアプリをデプロイしたり、既存のアプリを移行したりすると、 
GitHub Amplifyアプリのインストール場所に自動的にリダイレクトされます。アプリのインストールラン
ディングページに手動でアクセスするには、ウェブブラウザを開き、地域ごとにアプリに移動します。
この形式を使用しhttps://github.com/apps/aws-amplify-REGION、REGION を Amplify アプリ
をデプロイするリージョンに置き換えてください。たとえば、米国西部 (オレゴン) リージョンに Amplify 
GitHub App をインストールするには、https://github.com/apps/aws-amplify-us-west -2 に移動します。

トピック
• 新規デプロイ用の Amplify GitHub アプリのインストールと認証 (p. 73)
• OAuth既存のアプリを Amplify GitHub アプリに移行する (p. 74)
• CLIAWS CloudFormation、および SDK デプロイメント用の Amplify GitHub アプリのセットアッ

プ (p. 74)
• Amplify GitHub アプリによるウェブプレビューの設定 (p. 76)

新規デプロイ用の Amplify GitHub アプリのインス
トールと認証

GitHub リポジトリ内の既存のコードから新しいアプリを Amplify にデプロイする場合は、 GitHub 以下の
手順に従ってアプリをインストールして認証します。

Amplify GitHub アプリをインストールして認証するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 「すべてのアプリ」ページから「新規アプリ」を選択し、「ウェブアプリをホスト」を選択します。
3. 「Amplify ホスティングを始める」ページで、を選択しGitHub、「続行」を選択します。
4. GitHub リポジトリに初めて接続する場合、 GitHub .com のブラウザに新しいページが開き、AWS 

Amplify GitHubアカウントでの承認を要求します。[Authorize] を選択します。
5. 次に、 GitHub GitHub アカウントにAmplifyアプリをインストールする必要があります。GitHub.com 

に、AWS Amplify GitHubアカウントへのインストールと認証の許可を求めるページが開きます。
6. Amplify GitHub GitHub アプリをインストールするアカウントを選択します。
7. 次のいずれかを実行します。

• インストールをすべてのリポジトリに適用するには、[すべてのリポジトリ] を選択します。
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• 選択した特定のリポジトリにインストールを制限するには、「リポジトリのみを選択」を選択し
ます。選択するリポジトリには、移行するアプリのリポジトリを必ず含めてください。

8. [インストールして認証] を選択します。
9. Amplify コンソールのアプリの [リポジトリブランチを追加] ページにリダイレクトされます。
10. 「最近更新されたリポジトリ」リストで、接続するリポジトリの名前を選択します。
11. Branch List で、接続するリポジトリブランチの名前を選択します。
12. [次へ] を選択します。
13. 「ビルド設定の構成」 ページで、「次へ」を選択します。
14. レビューページで、[保存してデプロイ] を選択します。

OAuth既存のアプリを Amplify GitHub アプリに移行
する

GitHub 以前にリポジトリから接続した既存のAmplifyアプリは、リポジトリへのアクセスにOAuthを使用し
ます。Amplify GitHub App を使用するにはれらのアプリを移行することを強くお勧めします。

以下の手順に従ってアプリを移行し、 GitHub アカウント内の対応する OAuth Webhook を削除します。移
行の手順は、Amplify GitHub アプリが既にインストールされているかどうかによって異なることに注意し
てください。最初のアプリを移行し、アプリをインストールして認証したら、 GitHub その後のアプリ移
行のためにリポジトリ権限を更新するだけで済みます。

アプリを OAuth GitHub からアプリに移行するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 移行するアプリを選択します。
3. アプリの情報ページで、青色の [ GitHubアプリに移行] メッセージを見つけて、[移行を開始] を選択し

ます。
4. [ GitHub アプリのインストールと認証] ページで、[ GitHub アプリを設定] を選択します。
5. GitHub.com のブラウザに新しいページが開き、AWS Amplify GitHub アカウントでの承認を求める

ページが表示されます。[Authorize] を選択します。
6. Amplify GitHub GitHub アプリをインストールするアカウントを選択します。
7. 次のいずれかを実行します。

• インストールをすべてのリポジトリに適用するには、[すべてのリポジトリ] を選択します。
• 選択した特定のリポジトリにインストールを制限するには、「リポジトリのみを選択」を選択し

ます。選択したリポジトリには、移行するアプリのリポジトリを必ず含めてください。
8. [インストールして認証] を選択します。
9. Amplify コンソールのアプリの [ GitHub アプリのインストールと認証] ページにリダイレクトされま

す。 GitHub 承認が成功すると、成功メッセージが表示されます。「次へ」を選択します。
10. [インストールの完了] ページで、[インストールの完了] を選択します。このステップにより、既存の

ウェブフックが削除され、新しいウェブフックが作成され、移行が完了します。

CLIAWS CloudFormation、および SDK デプロイメ
ント用の Amplify GitHub アプリのセットアップ

GitHub 以前にリポジトリから接続した既存のAmplifyアプリは、リポジトリへのアクセスにOAuthを使用し
ます。これには、Amplify Command Line Interface (CLI)AWS CloudFormation、または SDK を使用してデ
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CLIAWS CloudFormation、および SDK デプロイ
メント用の Amplify GitHub アプリのセットアップ

プロイしたアプリが含まれます。Amplify GitHub App を使用するにはれらのアプリを移行することを強く
お勧めします。移行は、の Amplify コンソールで実行する必要がありますAWS Management Console。手
順については、「OAuth既存のアプリを Amplify GitHub アプリに移行する (p. 74)」を参照してくださ
い。

Amplify CLI と SDK を使用してAWS CloudFormation、そのアプリを使用してリポジトリにアクセスする
新しい Amplify GitHub アプリをデプロイできます。このプロセスでは、 GitHub GitHub まずアカウントに
Amplifyアプリをインストールする必要があります。次に、 GitHub アカウントに個人アクセストークンを
生成する必要があります。最後に、アプリをデプロイし、個人用アクセストークンを指定します。

GitHub アカウントにAmplifyアプリをインストール

1. ウェブブラウザを開き、AWSアプリをデプロイする地域の Amplify GitHub アプリのインストール場所
に移動します。

REGION を独自の入力に置き換えてhttps://github.com/apps/aws-amplify-REGION/
installations/new、形式を使用してください。たとえば、米国西部 (オレゴン) リージョンにアプ
リをインストールする場合は、次のように指定しますhttps://github.com/apps/aws-amplify-
us-west-2/installations/new。

2. Amplify GitHub GitHub アプリをインストールするアカウントを選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• インストールをすべてのリポジトリに適用するには、[すべてのリポジトリ] を選択します。
• 選択した特定のリポジトリにインストールを制限するには、「リポジトリのみを選択」を選択し

ます。選択するリポジトリには、移行するアプリのリポジトリを必ず含めてください。
4. [Install] (インストール) を選択します。

GitHub アカウントで個人用アクセストークンを生成する

1. GitHub アカウントにサインインします。
2. 右上隅にあるプロフィール写真を見つけ、メニューから [設定] を選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [デベロッパー設定] をクリックします。
4. GitHub アプリページの左側のナビゲーションメニューで、「個人アクセストークン」を選択します。
5. 「個人アクセストークン」ページで、「新規トークンを生成」を選択します。
6. 「個人アクセストークンの新規作成」ページの「メモ」に、トークンのわかりやすい名前を入力しま

す。
7. 「スコープの選択」 セクションで、「admin: repo_hook」を選択します。
8. [Generate token] を選択します。
9. 個人用アクセストークンは、コピーして保存します。CLIまたはSDKを使用してAmplifyアプリをデプ

ロイするときに指定する必要があります。AWS CloudFormation

Amplify GitHub GitHub アプリがアカウントにインストールされ、個人アクセストークンを
生成したら、Amplify CLI または SDK を使用して新しいアプリをデプロイできます。AWS 
CloudFormationaccessTokenフィールドを使用して、前の手順で作成した個人用アクセストークンを指
定します。詳細についてはCreateApp、Amplify API AWS::Amplify::AppAWS CloudFormationリファレンス
およびユーザーガイドのを参照してください。

次の CLI コマンドは、リポジトリへのアクセスにアプリを使用する新しい Amplify GitHub アプリをデプ
ロイします。myapp-using-githubapp、https://github.com/Myaccount/react-app、および
MY_TOKEN を自分の情報に置き換えてください。

aws amplify create-app --name myapp-using-githubapp --repository https://github.com/
Myaccount/react-app --access-token MY_TOKEN
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Amplify GitHub アプリによるウェブプレビューの設
定

ウェブプレビューは、 GitHub リポジトリに対して行われたすべてのプルリクエスト (PR) を固有のプレ
ビュー URL にデプロイします。プレビューでは、Amplify GitHub GitHub アプリを使用してリポジトリに
アクセスできるようになりました。Web GitHub プレビュー用アプリのインストールと認証の手順につい
ては、を参照してくださいWeb プレビューを有効にする (p. 77)。
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プルリクエストの Web プレビュー
ウェブプレビューでは、開発チームや品質保証 (QA) チームが、コードをプロダクションブランチやイン
テグレーションブランチにマージする前に、プルリクエスト (PR) からの変更をプレビューできます。プル
リクエストを使うと、リポジトリ内のブランチにプッシュした変更を他の人に伝えることができます。プ
ルリクエストを開いたら、変更がベースブランチにマージされる前に、潜在的な変更についてコラボレー
ターと話し合ったり確認したり、フォローアップコミットを追加したりできます。

Note

現在、Amplify GitLab のプレビューブランチでは BitBucket、、、AWS CodeCommitと機能がすべ
て同等ではありません GitHub。AWS_PULL_REQUEST_ID環境変数は、 GitHub リポジトリプロバ
イダーとして使用する場合にのみ使用できます。

ウェブプレビューは、リポジトリに対して行われたすべてのプルリクエストを、メインサイトが使用する 
URL とはまったく異なる固有のプレビュー URL にデプロイします。Amplify CLIまたはAmplify Studioを使
用してバックエンド環境がプロビジョニングされたアプリの場合、すべてのプルリクエスト（プライベー
トGitリポジトリのみ）は一時的なバックエンドを起動し、PRが閉じられると削除されます。

Important

セキュリティ上の理由から、プライベートリポジトリを持つすべてのアプリでウェブプレビュー
を有効にできますが、パブリックリポジトリを持つすべてのアプリでウェブプレビューを有効に
することはできません。Git リポジトリが公開されている場合、IAM サービスロールを必要としな
いアプリにのみプレビューを設定できます。
たとえば、WEB_COMPUTEバックエンドを持つアプリやホスティングプラットフォームにデプロイ
されるアプリには、IAM サービスロールが必要です。そのため、これらの種類のアプリのリポジ
トリが公開されている場合、ウェブプレビューを有効にすることはできません。
Amplify はこの制限を適用して、アプリの IAM ロール権限を使用して実行される任意のコードを
第三者が送信することを防ぎます。

Web プレビューを有効にする
リポジトリに保存されているアプリの場合、 GitHub プレビューではリポジトリへのアクセスに Amplify 
GitHub アプリを使用します。 GitHub 以前にOAuthを使用してリポジトリからデプロイした既存のAmplify
アプリのWebプレビューを有効にしてアクセスできるようにする場合は、 GitHub まずアプリを移行して
Amplifyアプリを使用する必要があります。移行手順については、を参照してくださいOAuth既存のアプリ
を Amplify GitHub アプリに移行する (p. 74)。

プルリクエストの Web プレビューを有効にするには

1. [アプリ設定]、[プレビュー] を選択し、[プレビューを有効にする] を選択します。
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Note

プレビューは、アプリが継続的デプロイ用に設定され、Git リポジトリに接続されている場
合にのみ、アプリ設定メニューに表示されます。このタイプのデプロイの手順については、
「既存のコードを使い始める (p. 4)」を参照してください。

2. GitHub リポジトリのみ、 GitHub 次の手順を実行してアカウントにAmplifyアプリをインストールして
認証します。

a. 「 GitHub アプリをインストールしてプレビューを有効にする」ウィンドウで、「 GitHub アプリ
をインストール」を選択します。

b. Amplify GitHub GitHub アプリを設定するアカウントを選択します。
c. GitHub.com に、アカウントのリポジトリ権限を設定するページが開きます。
d. 以下のいずれかを実行します。

• インストールをすべてのリポジトリに適用するには、[すべてのリポジトリ] を選択します。
• 選択した特定のリポジトリにインストールを制限するには、「リポジトリのみを選択」を選

択します。Web プレビューを有効にするアプリのリポジトリを、選択したリポジトリに必ず
含めてください。

e. [Save] (保存) を選択します。
3. リポジトリのプレビューを有効にしたら、Amplify コンソールに戻って特定のブランチのプレビューを

有効にします。プレビューページで、リストからブランチを選択し、「管理」を選択します。

4. 「ブランチプレビュー設定の管理」ウィンドウで、プルリクエストプレビューをオンにします。
5. フルスタックアプリケーションを行ってください。

• を選択し、プルリクエストごとに新しいバックエンド環境を作成します。このオプションによ
り、本番環境に影響を与えずに変更をテストできます。

• 「このブランチのすべてのプルリクエストを既存の環境に向ける」を選択します。
6. [Confirm] (確認) を選択します。

次にブランチのプルリクエストを送信すると、AmplifyはPRをビルドしてプレビューURLにデプロイしま
す。
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GitHub リポジトリの場合のみ、 GitHub アカウントのプルリクエストから URL のプレビューに直接アクセ
スできます。

プルリクエストが閉じられると、プレビュー URL が削除され、プルリクエストにリンクされている一時的
なバックエンド環境はすべて削除されます。

サブドメインによる Web プレビューアクセス
プルリクエストのウェブプレビューには、Amazon Route 53 が管理するカスタムドメインに接続されてい
る Amplify アプリのサブドメインでアクセスできます。プルリクエストが閉じられると、プルリクエスト
に関連するブランチとサブドメインは自動的に削除されます。これは、アプリにパターンベースの機能ブ
ランチデプロイを設定した後のウェブプレビューのデフォルト動作です。自動サブドメインをセットアッ
プする手順については、「」を参照してくださいAmazon Route 53 カスタムドメインの自動サブドメイン
を設定する (p. 38)。
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チュートリアル: end-to-endサイプレスでテストを設定する

end-to-end サイプレステストを
Amplifyアプリに追加する

Amplify アプリのテストフェーズで end-to-end (E2E) テストを実行して、コードを本番環境にプッシュす
る前にリグレッションcatch できます。テストフェーズはビルド仕様 YML で設定できます。現在、ビルド
中に実行できるのはサイプレステストフレームワークのみです。

チュートリアル: end-to-endサイプレスでテストを
設定する

Cypress は、ブラウザで E2E JavaScript テストを実行できるベースのフレームワークです。このチュート
リアルでは、E2E テストをゼロからセットアップする方法を示します。

既存の Amplify アプリにテストを追加
テストステップを使用して、ビルド時に任意のテストコマンドを実行できます。E2Eテストの場
合、Amplify Hostingはサイプレスとのより緊密な統合を提供しているため、テスト用のUIレポートを生成
できます。サイプレステストを既存のアプリに追加するには、amplify.ymlビルド設定を次の値で更新し
ます。

test: 
  phases: 
    preTest: 
      commands: 
        - npm ci 
        - npm install -g pm2 
        - npm install -g wait-on 
        - npm install mocha mochawesome mochawesome-merge mochawesome-report-generator 
        - pm2 start npm -- start 
        - wait-on http://localhost:3000 
    test: 
      commands: 
        - 'npx cypress run --reporter mochawesome --reporter-options "reportDir=cypress/
report/mochawesome-report,overwrite=false,html=false,json=true,timestamp=mmddyyyy_HHMMss"' 
    postTest: 
      commands: 
        - npx mochawesome-merge cypress/report/mochawesome-report/mochawesome*.json > 
 cypress/report/mochawesome.json 
        - pm2 kill 
  artifacts: 
    baseDirectory: cypress 
    configFilePath: '**/mochawesome.json' 
    files: 
      - '**/*.png' 
      - '**/*.mp4'

• PreTest-サイプレステストの実行に必要なすべての依存関係をインストールします。Amplify Hosting は
mochaawesome を使用してレポートを生成し、テスト結果を表示し、ビルド中にローカルホストサー
バーをセットアップするまで待ちます。

80

http://aws.amazon.com/blogs/mobile/run-end-to-end-cypress-tests-for-your-fullstack-ci-cd-deployment-with-amplify-console/
http://aws.amazon.com/blogs/mobile/run-end-to-end-cypress-tests-for-your-fullstack-ci-cd-deployment-with-amplify-console/
https://github.com/adamgruber/mochawesome
https://github.com/jeffbski/wait-on
https://github.com/jeffbski/wait-on


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
テストを無効にする

• test-サイプレスコマンドを実行して mochawesome を使用してテストを実行します。
• 事後テスト-mochawesome レポートは出力 JSON から生成されます。
• アーティファクト>ベースディレクトリ-テストが実行されるディレクトリ。
• artifacts>configFilePath-生成されたテストレポートデータ。
• artifacts>files-生成されたアーティファクト (スクリーンショットとビデオ) をダウンロードできます。

テストを無効にする
amplify.ymlビルド設定に「テスト」設定が追加されると、テストステップはすべてのビルド、すべての
ブランチで実行されます。テストの実行をグローバルに無効にしたい場合や、特定のブランチに対しての
みテストを実行したい場合は、USER_DISABLE_TESTS環境変数を使用してビルド設定を変更せずに実行
できます。

すべてのブランチのテストをグローバルに無効にするには、true for allUSER_DISABLE_TESTS ブラン
チの値を持つ環境変数を追加します。次の例では、すべてのブランチでテストが無効になっています。

特定のブランチのテストを無効にするには、USER_DISABLE_TESTSすべてのブランチの値を持つ環境変
数を追加し、無効にする各ブランチの値でオーバーライドを追加しますtrue。false次の例では、テスト
は「メイン」ブランチでは無効にされ、他のすべてのブランチでは有効になっています。

この変数でテストを無効にすると、ビルド中にテストステップが完全にスキップされます。テストを再度
有効にするには、この値をに設定するかfalse、環境変数を削除します。
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リダイレクトのタイプ

リダイレクトを使用する
リダイレクトを使用すると、ウェブサーバーで 1 つの URL から別の URL にナビゲーションを再ルートす
ることができます。リダイレクトを使用する一般的な理由には、URL の外観をカスタマイズする、リンク
切れにならないようにする、アドレスを変更せずにアプリやサイトのホスティング場所を移動する、リク
エストされた URL をウェブアプリで必要な形式に変更する、などがあります。

リダイレクトのタイプ
Amplify はコンソールで次のリダイレクトタイプをサポートしています。

恒久的なリダイレクト (301)

301 リダイレクトは、ウェブアドレスの送信先への恒久的な変更を目的としています。新しい送信先アド
レスには、元のアドレスの検索エンジンのランキング履歴が適用されます。リダイレクトはクライアント
側で行われるため、ブラウザのナビゲーションバーには、リダイレクト後の送信先アドレスが表示されま
す。

301 リダイレクトを使用する一般的な理由を以下に示します。

• ページのアドレスが変更されたときにリンク切れを回避する。
• ユーザーがアドレスに予測可能なタイプミスをしたときにリンクが壊れるのを防ぐ。

一時的なダイレクト (302)

302 リダイレクトは、ウェブアドレスの送信先への一時的な変更を目的としています。元の住所の検索エ
ンジンのランキング履歴は、新しい宛先の住所には適用されません。リダイレクトはクライアント側で行
われるため、ブラウザのナビゲーションバーには、リダイレクト後の送信先アドレスが表示されます。

302 リダイレクトを使用する一般的な理由を以下に示します。

• 元のアドレスの修正中に迂回先を提供する。
• ユーザーインターフェースのA/B比較のためのテストページを提供すること。

Note

アプリが予期しない 302 応答を返す場合、エラーはアプリのリダイレクトとカスタムヘッダー
構成に加えた変更が原因である可能性があります。この問題を解決するには、カスタムヘッ
ダーが有効であることを確認してから、アプリのデフォルトの 404 書き換えルールを再度有効
にします。

書き換え (200)

200 リダイレクト (書き換え) は、まるで元のアドレスから配信されたかのように、送信アドレスからの
コンテンツを表示することを目的としています。検索エンジンのランキング履歴は、引き続き元のアドレ
スに適用されます。リダイレクトはサーバー側で行われるため、ブラウザのナビゲーションバーには、リ
ダイレクト後の元のアドレスが表示されます。200 リダイレクトを使用する一般的な理由を以下に示しま
す。

• サイトのアドレスを変更せずに、サイト全体を新しいホスティング場所にリダイレクトする。
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リダイレクトの作成と編集

• 単一ページのウェブアプリケーション (SPA) へのすべてのトラフィックを index.html ページにリダイレ
クトし、クライアント側のルーター機能で処理する。

Not Found (404)

404 リダイレクトは、リクエストが存在しないアドレスを指している場合に発生します。リクエストされ
たページではなく、404 の送信先ページが表示されます。404 リダイレクトが発生する一般的な理由を以
下に示します。

• ユーザーが誤った URL を入力したときにリンク切れメッセージが表示されないようにする。
• ウェブアプリケーションの存在しないページへのリクエストをクライアント側のルーター機能で処理す

る index.html ページに向けること。

リダイレクトの作成と編集
Amplify コンソールでアプリのリダイレクトを作成および編集できます。開始する前に、以下のリダイレク
トの各ものが必要です。

元の住所

ユーザーが要求した住所。
送信先アドレス

ユーザーに表示されるコンテンツを実際に配信するアドレス。
リダイレクトタイプ

タイプには、永続的なリダイレクト（301）、一時的なリダイレクト（302）、書き換え（200）、ま
たは見つかりません（404）があります。

2 文字の国コード (オプション)

アプリのユーザーエクスペリエンスを地域別に区分する際に含めることができる値です。

Amplify コンソールでリダイレクトを作成するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. リダイレクトを作成するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定] を選択し、[書き換えとリダイレクト] を選択します。
4. 「書き換えとリダイレクト」セクションで、「編集」を選択します。
5. リダイレクトを追加する手順は、ルールを個別に追加するか、一括編集するかによって異なります。

• 個別リダイレクトを作成するには、[ルールを追加] を選択します。

a. [送信元アドレス] には、ユーザーが要求した元のアドレスを入力します。
b. [ターゲットアドレス] に、コンテンツをユーザーにレンダリングする宛先アドレスを入力し

ます。
c. [タイプ] で、一覧からリダイレクトのタイプを選択します。
d. （オプション）国コードには、2 文字の国コード条件を入力します。

• リダイレクトを一括編集するには、「テキストエディターを開く」を選択します。

• JSON エディタの一括追加リライトとリダイレクトで、リダイレクトを手動で追加または更
新します。

6. [Save] (保存) を選択します。

83

https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
リダイレクトの順序

リダイレクトの順序
リダイレクトはリストの上から順に実行されます。順序に、意図した効果があることを確認してくだ
さい。たとえば、リダイレクトの順序が次の場合、/docs/ 以下の特定のパスに対するすべてのリクエス
トは /documents/ 以下の同じパスにリダイレクトされます。ただし、/docs/specific-filename.html は /
documents/different-filename.html にリダイレクトされます。

/docs/specific-filename.html /documents/different-filename.html 301
/docs/<*> /documents/<*>

次のリダイレクト順序では、specific-filename.html から different-filename.html へのリダイレクトは無視さ
れます。

/docs/<*> /documents/<*>
/docs/specific-filename.html /documents/different-filename.html 301

クエリパラメータ
クエリパラメータを使用して、URL の一致をより詳細に制御できます。Amplifyは、次の例外を除いて、す
べてのクエリパラメータを301および302リダイレクトの宛先パスに転送します。

• 元のアドレスに特定の値に設定されたクエリ文字列が含まれている場合、Amplifyはクエリパラメータを
転送しません。この場合、リダイレクトは、指定されたクエリ値を持つ宛先 URL へのリクエストにのみ
適用されます。

• マッチングルールの宛先アドレスにクエリパラメータがある場合、クエリパラメータは転送され
ません。たとえば、リダイレクトの宛先アドレスがの場合https://example-target.com?
q=someParam、クエリパラメータは渡されません。

簡単なリダイレクトと書き換え
このセクションでは、一般的なリダイレクトシナリオのサンプルコードを紹介します。

次のサンプルコードを使用して、特定のページを新しいアドレスに恒久的にリダイレクトすることができ
ます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/original.html /destination.html permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/original.html", "status": "301", "target": "/destination.html", "condition": null}]

次のサンプルコードを使用して、フォルダ内の任意のパスを別のフォルダ内の同じパスにリダイレクトで
きます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

docs/<*> /documents/<*> permanent redirect 
(301)
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シングルページウェブアプリ (SPA) へのリダイレクト

JSON [{"source": "/docs/<*>", "status": "301", "target": "/documents/<*>", "condition": null}]

次のサンプルコードを使用して、書き換えとしてすべてのトラフィックを index.html にリダイレクトする
ことができます。このシナリオでは、書き換えによって元のアドレスに到達したようにユーザーに表示さ
れます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/<*> /index.html rewrite (200)  

JSON [{"source": "/<*>", "status": "200", "target": "/index.html", "condition": null}]

次のサンプルコードを使用して、書き換えによって、ユーザーに表示されるサブドメインを変更すること
ができます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

https://
mydomain.com

https://
www.mydomain.com

rewrite (200)  

JSON [{"source": "https://mydomain.com", "status": "200", "target": "https://www.mydomain.com", "condition": null}]

次のサンプルコードを使用して、見つからないフォルダーの下のパスをカスタム 404 ページにリダイレク
トできます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/<*> /404.html not found (404)  

JSON [{"source": "/<*>", "status": "404", "target": "/404.html", "condition": null}]

シングルページウェブアプリ (SPA) へのリダイレ
クト

SPA フレームワークは通常、HTML5 history.pushState() をサポートしており、サーバーリクエストをトリ
ガーせずに、ブラウザの場所を変更できます。この方法は、ユーザーがルート (または /index.html) から作
業を開始する問題ありませんが、他のページに直接ナビゲートする場合は失敗します。

次の例では、正規表現を使用して、正規表現で指定されたファイル拡張子を除くすべてのファイルを 
index.html に 200 で書き換えるように設定しています。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

</^[^.]+$|\.(?!
(css|gif|ico|jpg|
js|png|txt|svg|
woff|woff2|ttf|
map|json|webp)$)
([^.]+$)/>

/index.html 200  
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リバースプロキシの書き換え

JSON [{"source": "</^[^.]+$|\.(?!(css|gif|ico|jpg|js|png|txt|svg|woff|woff2|ttf|map|json|webp)$)([^.]+$)/>", "status": "200", "target": "/index.html", 
"condition": null}]

リバースプロキシの書き換え
次の例では、別の場所からコンテンツをプロキシするように書き換えて、ユーザーにはドメインが変更さ
れていないように見せています。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/images/<*> https://
images.otherdomain.com/
<*>

rewrite (200)  

JSON [{"source": "/images/<*>", "status": "200", "target": "https://images.otherdomain.com/<*>", "condition": null}]

末尾のスラッシュとクリーンな URL
about.html の代わりに about のようなきれいな URL 構造を作成するために、Hugo などの静的サイトジェ
ネレーターは index.html (/about/index.html) を含むページのディレクトリを生成します。Amplifyは、必要
に応じて末尾にスラッシュを追加してクリーンなURLを自動的に作成します。以下の表は、さまざまなシ
ナリオをまとめたものです。

ブラウザでのユーザー入力 アドレスバーの URL 提供されたドキュメント

/about /about /about.html

/about (when about.html 
returns 404)

/about/ /about/index.html

/about/ /about/ /about/index.html

プレースホルダー
次のサンプルコードを使用して、フォルダ構造内のパスを別のフォルダ内の一致する構造にリダイレクト
することができます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/docs/<year>/
<month>/<date>/
<itemid>

/documents/<year>/
<month>/<date>/
<itemid>

permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/docs/<year>/<month>/<date>/<itemid>", "status": "301", "target": "/documents/<year>/<month>/<date>/<itemid>", 
"condition": null}]
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クエリ文字列とパスパラメータ

クエリ文字列とパスパラメータ
次のサンプルコードを使用して、元のアドレスのクエリ文字列要素の値と一致する名前のパスをフォルダ
にリダイレクトできます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/docs?id=<my-blog-
id-value

/documents/<my-
blog-post-id-
value>

permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/docs?id=<my-blog-id-value>", "status": "301", "target": "/documents/<my-blog-id-value>", "condition": null}]

Note

Amplifyは、301および302リダイレクトの宛先パスにすべてのクエリ文字列パラメーターを転送
します。ただし、この例で示されているように、元のアドレスに特定の値に設定されたクエリ文
字列が含まれている場合、Amplifyはクエリパラメータを転送しません。この場合、リダイレクト
は、指定されたクエリ値を持つ宛先アドレスへのリクエストにのみ適用されますid。

次のサンプルコードを使用すると、フォルダー構造の特定のレベルに見つからないすべてのパスを、指定
されたフォルダーの index.html にリダイレクトできます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/documents/
<folder>/<child-
folder>/<grand-
child-folder>

/documents/
index.html

404  

JSON [{"source": "/documents/<x>/<y>/<z>", "status": "404", "target": "/documents/index.html", "condition": null}]

地域ベースのリダイレクト
次のサンプルコードを使用して、リージョンに基づきリクエストをリダイレクトできます。

元のアドレス 送信先アドレス リダイレクトの種類 国コード

/documents /documents/us/ 302 <US>

JSON [{"source": "/documents", "status": "302", "target": "/documents/us/", "condition": "<US>"}]
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ブランチへのアクセスを制限する
未リリースの機能に取り組んでいる場合は、一般公開する準備ができていない機能ブランチをパスワード
で保護できます。ブランチにアクセス制御が設定されている場合、ユーザーがブランチの URL にアクセス
しようとすると、ユーザー名とパスワードの入力が求められます。

機能ブランチにパスワードを設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. フィーチャーブランチのパスワードを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定] を選択し、[アクセス制御] を選択します。
4. 「アクセス制御設定」セクションで、「アクセスを管理」を選択します。
5. アクセス制御設定で次のいずれかを実行します。

• 接続されているすべてのブランチに適用されるユーザー名とパスワードを設定するには、「グ
ローバルパスワードの適用」をオンにします。たとえば、main、dev、feature の各ブランチが接
続されている場合、グローバルパスワードを使用してすべてのブランチに同じユーザー名とパス
ワードを設定できます。

• ユーザー名とパスワードを個々のブランチに適用するには、「グローバルパスワードの適用」を
オフにします。一意のユーザー名とパスワードを設定したいブランチでは、「アクセス設定」で
「制限付きパスワードが必要」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。

6. サーバーサイドレンダリング (SSR) アプリのアクセス制御を管理している場合は、Git リポジトリか
ら新しいビルドを実行してアプリを再デプロイします。この手順は、Amplifyがアクセス制御設定を適
用できるようにするために必要です。
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環境変数
環境変数はビルド時に使用できるキーと値のペアで、アプリケーションの設定で設定できます。ベストプ
ラクティスとして、環境変数を使用してアプリケーション構成データを公開できます。追加した環境変数
はすべて、不正アクセスを防ぐために暗号化されます。

Important

Secrets の保存には環境変数を使用しないでください。シークレットは、AWS Systems Manager
パラメータストアを使用して作成された環境シークレットに保存します。詳細については、「環
境シークレット (p. 94)」を参照してください。

Note

環境変数は、アプリが継続的デプロイ用に設定され、gitリポジトリに接続されている場合にの
み、Amplifyコンソールのアプリ設定メニューに表示されます。このタイプのデプロイの手順につ
いては、「既存のコードを使い始める (p. 4)」を参照してください。

環境変数を設定する
環境変数を設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Amplify コンソールで [アプリ設定] を選択し、次に [環境変数] を選択します。
3. [環境変数] セクションで、[変数の管理] を選択します。
4. [変数の管理] セクションの [変数] に、キーを入力します。[値] に値を入力します。デフォルトで

は、Amplifyはすべてのブランチに環境変数を適用するので、新しいブランチを接続するときに変数を
再入力する必要はありません。

5. (オプション) 環境変数をブランチ専用にカスタマイズするには、次のようにブランチオーバーライド
を追加します。

a. [アクション] を選択し、[変数オーバーライドの追加] を選択します。
b. これで、ブランチに固有の一連の環境変数ができました。
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6. [Save] (保存) を選択します。

環境変数にアクセスする
ビルド中に環境変数にアクセスするには、ビルドコマンドに環境変数が含まれるようにビルド設定を編集
します。

環境変数を含むようにビルド設定を編集するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Amplify コンソールで [アプリ設定] を選択し、次に [ビルド設定] を選択します。
3. 「アプリビルド仕様」セクションで、「編集」を選択します。
4. 環境変数をビルドコマンドに追加します。これで、次回のビルド時に自分の環境変数にアクセスで

きるようになります。この例では、npm の動作 (BUILD_ENV) を変更し、後で使用できるように外部
サービスの API トークン (TWITCH_CLIENT_ID) を環境ファイルに追加します。

build: 
  commands: 
    - npm run build:$BUILD_ENV 
    - echo "TWITCH_CLIENT_ID=$TWITCH_CLIENT_ID" >> backend/.env 

ビルド設定の各コマンドは Bash シェル内で実行されます。Bash での環境変数の操作の詳細について
は、GNU Bash マニュアルの「シェル拡張」を参照してください。

ソーシャルサインインの認証パラメータを使用して
新しいバックエンド環境を作成する

ブランチをアプリに接続するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
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2. ブランチをアプリに接続する手順は、ブランチを新しいアプリに接続するのか、既存のアプリに接続
するのかによって異なります。
• ブランチを新しいアプリに接続する

a. ブランチを新しいアプリに接続する場合、ウィザードの「ビルド設定の設定」ステップで、
「Create new environment」を選択し、バックエンド環境の名前を入力します。次のスク
リーンショットは、backendバックエンド環境名を入力したAmplifyコンソールのバックエン
ドデプロイメントセクションを示しています。

b. ビルド設定設定ウィザードの「詳細設定」セクションを展開し、ソーシャルサインインキー
の環境変数を追加します。たとえば、AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_SECRETは有効な環境
変数です。デフォルトで使用できる Amplify システム環境変数のリストについては、の表を
参照してください環境変数のAmplify (p. 92)。

• ブランチを既存のアプリに接続する

a. 新しいブランチを既存のアプリに接続する場合は、ブランチを接続する前にソーシャルログ
イン環境変数を設定します。ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[環境変数] を選択しま
す。

b. [環境変数] セクションで、[変数の管理] を選択します。
c. [変数の管理] セクションの [変数 (キー)] に、クライアント ID を入力します。Value には、ク

ライアントシークレットを入力します。デフォルトで使用できる Amplify システム環境変数
のリストについては、の表を参照してください環境変数のAmplify (p. 92)。

フロントエンドフレームワーク環境変数
独自の環境変数をサポートするフロントエンドフレームワークでアプリを開発する場合、これらはAmplify
コンソールで構成する環境変数と同じではないことを理解することが重要です。たとえば、React (プレ
フィックスは REACT_APP) と Gatsby (プレフィックスは GATSBY) では、これらのフレームワークがフ
ロントエンドの本番ビルドに自動的にバンドルするランタイム環境変数を作成できます。これらの環境変
数を使用して値を保存した場合の効果を理解するには、使用しているフロントエンドフレームワークのド
キュメントを参照してください。

API キーなどの機密値を、これらのフロントエンドフレームワークのプレフィックスが付けられた環境変
数内に格納することはベストプラクティスではないため、お勧めしません。この目的で Amplify のビルド
時環境変数を使用する例については、を参照してください環境変数にアクセスする (p. 90)。

91



AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
環境変数のAmplify

環境変数のAmplify
Amplify コンソールでデフォルトでアクセス可能な以下の環境変数を使用できます。

変数名。 説明 値の例

AWS_APP_ID 現在のビルドのアプリ ID abcd1234

AWS_BRANCH 現在のビルドのブランチ名 main, develop, beta, v2.0

AWS_BRANCH_ARN 現在のビルドの Amazon リソー
スネーム (ARN)

aws:arn:amplify:us-
west-2:123456789012:appname/
branch/...

AWS_CLONE_URL git リポジトリの内容を取得する
ために使用されるクローン URL

git@github.com:<user-
name>/<repo-name>.git

AWS_COMMIT_ID 現在のビルドのコミット ID

リビルド用の「HEAD」

abcd1234

AWS_JOB_ID 現在のビルドのジョブ ID。

これには「0」のパディングが含
まれるため、常に同じ長さにな
ります。

0000000001

_LIVE_UPDATES ツールは最新バージョンにアッ
プグレードされます。

[{“name”:”Amplify 
CLI”,”pkg”:”@aws-
amplify/
cli”,”type”:”npm”,”version”:”latest”}]

AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_IDフェイスブックのクライアント 
ID

123456

AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_SECRETフェイスブックのクライアント
シークレット

example123456

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_ID Google クライアント ID 123456

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_SECRETGoogle クライアントシークレッ
ト

example123456

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_ID アマゾンのクライアント ID 123456

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRETAmazon クライアントシークレッ
ト

example123456

AMPLIFY_DIFF_DEPLOY 差分ベースのフロントエンドデ
プロイを有効または無効にし
ます。詳細については、「差分
ベースのフロントエンドビルド
とデプロイを有効または無効に
する (p. 47)」を参照してくださ
い。

true

AMPLIFY_DIFF_DEPLOY_ROOT リポジトリのルートを基準とし
た、差分ベースのフロントエ

dist
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変数名。 説明 値の例
ンドデプロイ比較に使用するパ
ス。

AMPLIFY_DIFF_BACKEND 差分ベースのバックエンドビル
ドを有効または無効にします。
詳細については、「差分ベース
のバックエンドビルドを有効ま
たは無効にする (p. 48)」を参照
してください。

true

AMPLIFY_BACKEND_PULL_ONLYAmplify はこの環境変数を管理
します。詳細については、「既
存のフロントエンドを編集して
別のバックエンドを指すように
する (p. 68)」を参照してくださ
い。

true

AMPLIFY_BACKEND_APP_ID Amplify はこの環境変数を管理
します。詳細については、「既
存のフロントエンドを編集して
別のバックエンドを指すように
する (p. 68)」を参照してくださ
い。

abcd1234

AMPLIFY_SKIP_BACKEND_BUILDビルド仕様にバックエンドセ
クションがなく、バックエン
ドビルドを無効にしたい場合
は、この環境変数をに設定しま
すtrue。

true

AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTリポジトリのルートを基準とし
て、monorepo アプリのアプリ
ルートを指定するために使用す
るパス。

apps/react-app

_BUILD_TIMEOUT ビルドのタイムアウト時間 (分単
位)

30

AMPLIFY_USERPOOL_ID 認証用にインポートされた 
Amazon Cognito ユーザープール
の ID

us-west-2_example

AMPLIFY_WEBCLIENT_ID Web アプリケーションが使用す
るアプリクライアントの ID

アプリクライアント
は、AMPLIFY_USERPOOL_ID 
環境変数で指定された Amazon 
Cognito ユーザープールにアクセ
スできるように設定する必要が
あります。

123456
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変数名。 説明 値の例

AMPLIFY_NATIVECLIENT_ID ネイティブアプリケーションが
使用するアプリクライアントの 
ID

アプリクライアント
は、AMPLIFY_USERPOOL_ID 
環境変数で指定された Amazon 
Cognito ユーザープールにアクセ
スできるように設定する必要が
あります。

123456

AMPLIFY_IDENTITYPOOL_ID Amazon Cognito identity の ID example-identitypool-id

AMPLIFY_PERMISSIONS_BOUNDARY_ARNAmplify の ARN です。Amplify 
の ARN です。詳細については、
「Amplify で生成されたロール
のパーミッションバウンダリで
す。

arn:aws:iam::123456789012:policy/
example-policy

AMPLIFY_DESTRUCTIVE_UPDATESこの環境変数を true に設定す
ると、データ損失の原因となる
可能性のあるスキーマ操作で 
GraphQL API を更新できます。
詳細については、「スキーマの
更新」を参照してください。

true

Note

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_IDAMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRETおよび環境変数は OAuth 
トークンであり、AWSアクセスキーやシークレットキーではありません。

環境シークレット
環境シークレットは環境変数と似ていますが、暗号化できるAWS Systems Manager (SSM) パラメータス
トアのキー値のペアです。Amplify の Apple プライベートキーでサインインするなど、一部の値は暗号化
する必要があります。

環境シークレットを設定する
AWS Systems Managerコンソールを使用して Amplify アプリの環境シークレットを設定するには、次の手
順に従います。

環境シークレットを設定するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Systems Manager コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [アプリケーション管理] を選択し、次に [パラメータストア] を選択します。
3. AWS Systems Manager Parameter Store ページで、[パラメータの作成] を選択します。
4. [パラメータの作成] ページの [パラメータの詳細] セクションで、次の操作を行います。

a. [名前] には、次の形式でパラメータを入力します/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name}/{your_parameter_name}。

b. [Type] (タイプ) で、SecureString を選択します。
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c. KMS キーソースについては、「現在のアカウント」を選択し、アカウントのデフォルトキーを使
用してください。

d. Value には、暗号化する秘密の値を入力します。
5. を選択し、パラメータを作成します。

Note

Amplifyは、/amplify/{your_app_id}/{your_backend_environment_name}特定の環境ビ
ルドの下にあるキーにのみアクセスできます。AmplifyAWS KMS key が値を復号化できるように
するには、デフォルトを指定する必要があります。

環境シークレットにアクセスする
ビルド中の環境シークレットへのアクセスは、環境変数へのアクセスと似ていますが、環境シークレット
が (p. 90) JSONprocess.env.secrets 文字列として保存される点が異なります。

環境シークレットのAmplify
Systems Manager パラメータを次の形式で指定します/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name}/AMPLIFY_SIWA_CLIENT_ID。

Amplify コンソール内でデフォルトでアクセス可能な以下の環境シークレットを使用できます。

変数名。 説明 値の例

AMPLIFY_SIWA_CLIENT_ID 「Apple サインイン」 com.yourapp.auth

AMPLIFY_SIWA_TEAM_ID 「Apple サインイン」 ABCD123

AMPLIFY_SIWA_KEY_ID 「Apple サインイン」 ABCD123

AMPLIFY_SIWA_PRIVATE_KEY 「Apple サインイン」 -----プライベートキーを開始-----

****......

-----プライベートキーの終了-----
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カスタムヘッダー
カスタム HTTP ヘッダーを使用すると、すべての HTTP 応答にヘッダーを指定できます。レスポンス
ヘッダーは、デバッグ、セキュリティ、および情報提供に使用できます。ヘッダーは、で指定するかAWS 
Management Console、customHttp.ymlアプリケーションのファイルをダウンロードして編集し、プロ
ジェクトのルートディレクトリに保存することで指定できます。詳細な手順については、「カスタムヘッ
ダーの設定 (p. 97)」を参照してください。

以前は、アプリのカスタム HTTP ヘッダーを指定するには、でビルド仕様 (buildspec)AWS Management 
Console を編集するか、amplify.ymlファイルをダウンロードして更新し、プロジェクトのルートディレ
クトリに保存していました。この方法で指定されたカスタムヘッダーは、buildspecamplify.yml とファ
イルから移行する必要があります。手順については、「カスタムヘッダーの移行 (p. 98)」を参照してく
ださい。

カスタムヘッダー
次の YAML 形式を使用してカスタムヘッダーを指定します。

customHeaders: 
  - pattern: '*.json'
    headers: 
    - key: 'custom-header-name-1'
      value: 'custom-header-value-1'
    - key: 'custom-header-name-2'
      value: 'custom-header-value-2'
  - pattern: '/path/*'
    headers: 
    - key: 'custom-header-name-1'
      value: 'custom-header-value-2'

モノレポの場合は、次の YAML 形式を使用してください。

applications: 
  - appRoot: app1
    customHeaders: 
    - pattern: '**/*'
      headers: 
      - key: 'custom-header-name-1'
        value: 'custom-header-value-1'
  - appRoot: app2
    customHeaders: 
    - pattern: '/path/*.json'
      headers: 
      - key: 'custom-header-name-2'
        value: 'custom-header-value-2'
    

アプリにカスタムヘッダーを追加するときは、次の値に独自の値を指定します。

pattern

カスタムヘッダーには、パターンに一致するすべての URL ファイルパスが適用されます。
headers

ファイルパターンに一致するヘッダーを定義します。
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key

カスタムヘッダーの名前。
値

カスタムヘッダーの値。

HTTP ヘッダーについて詳しくは、Mozilla の HTTP ヘッダーのリストをご覧ください。

カスタムヘッダーの設定
AWS Amplifyアプリのカスタム HTTP ヘッダーを指定するには、2 つの方法があります。AWS 
Management Consoleヘッダーはで指定することも、customHttp.ymlアプリのファイルをダウンロード
して編集し、プロジェクトのルートディレクトリに保存することでヘッダーを指定することもできます。

でアプリのカスタムヘッダーを設定するにはAWS Management Console

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. カスタムヘッダーを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[カスタムヘッダー] を選択します。
4. 「カスタムヘッダー仕様」セクションで、「編集」を選択します。
5. 編集ウィンドウで、カスタムヘッダー YAML 形式を使用してカスタムヘッダーの情報を入力しま

す (p. 96)。

a. にはpattern、一致するパターンを入力してください。
b. にkey、カスタムヘッダーの名前を入力します。
c. にはvalue、カスタムヘッダーの値を入力します。

6. [Save] (保存) を選択します。
7. アプリを再デプロイして、新しいカスタムヘッダーを適用します。

• CI/CD アプリの場合、デプロイするブランチに移動し、[このバージョンを再デプロイ] を選択し
ます。Git リポジトリから新しいビルドを実行することもできます。

• 手動でデプロイするアプリの場合は、Amplify コンソールにアプリを再度デプロイします。

CustomHttp.yml ファイルを使用してカスタムヘッダーを設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. カスタムヘッダーを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[カスタムヘッダー] を選択します。
4. 「カスタムヘッダーの仕様」セクションで、「ダウンロード」を選択します。
5. customHttp.ymlダウンロードしたファイルを任意のコードエディターで開き、カスタムヘッダー 

YAML 形式を使用してカスタムヘッダーの情報を入力します (p. 96)。

a. にはpattern、一致するパターンを入力してください。
b. にkey、カスタムヘッダーの名前を入力します。
c. にはvalue、カスタムヘッダーの値を入力します。

6. customHttp.yml編集したファイルをプロジェクトのルートディレクトリに保存します。モノレポを
使用している場合は、customHttp.ymlファイルをリポジトリのルートに保存します。

7. アプリを再デプロイして、新しいカスタムヘッダーを適用します。
• CI/CD アプリの場合は、customHttp.yml新しいファイルを含む Git リポジトリから新しいビル

ドを実行します。

97

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers
https://console.aws.amazon.com/amplify/
https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
カスタムヘッダーの移行

• 手動デプロイアプリの場合は、アプリを Amplify コンソールに再度デプロイ
し、customHttp.ymlアップロードしたアーティファクトを含む新しいファイルを含めます。

Note

customHttp.ymlファイルに設定され、アプリケーションのルートディレクトリにデプロイされ
たカスタムヘッダーは、の Custom headers セクションで定義されているカスタムヘッダーより
も優先されますAWS Management Console。

カスタムヘッダーの移行
以前は、カスタム HTTP ヘッダーは、で buildspec を編集するか、amplify.ymlファイルをダウンロー
ドして更新し、プロジェクトのルートディレクトリに保存することでアプリに指定されていました。AWS 
Management Consoleカスタムヘッダーを buildspecamplify.yml とファイルから移行することを強くお
勧めします。

AWS Management Consoleのカスタムヘッダーセクションでカスタムヘッダーを指定する
か、customHttp.ymlファイルをダウンロードして編集します。

Amplify コンソールに保存されているカスタムヘッダーを移行するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. カスタムヘッダーの移行を実行するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[ビルド設定] を選択します。アプリビルド仕様セクションで

は、アプリのビルドスペックを確認できます。
4. 「ダウンロード」を選択して、現在のビルドスペックのコピーを保存します。後で新しいコピーを作

成できます。
5. ダウンロードが完了したら、[編集] を選択します。
6. このファイル内のカスタムヘッダー情報は、手順 9 の後半で使用するため、書き留めておきます。編

集ウィンドウで、ファイルからカスタムヘッダーを削除し、「保存」を選択します。
7. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[カスタムヘッダー] を選択します。
8. 「カスタムヘッダー仕様」セクションで、「編集」を選択します。
9. 編集ウィンドウで、手順 6 で削除したカスタムヘッダーの情報を入力します。
10. [Save] (保存) を選択します。
11. 新しいカスタムヘッダーを適用したいブランチを再デプロイします。

カスタムヘッダーを amplify.yml から customHttp.yml に移行するには

1. amplify.ymlアプリのルートディレクトリに現在デプロイされているファイルに移動します。
2. amplify.yml任意のコードエディターで開きます。
3. ファイル内のカスタムヘッダー情報を書き留めておきます。この情報は、ステップ 8 の後半で使用し

ます。ファイル内のカスタムヘッダーを削除します。 ファイルを保存して閉じます。
4. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
5. カスタムヘッダーを設定するアプリを選択します。
6. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[カスタムヘッダー] を選択します。
7. 「カスタムヘッダーの仕様」セクションで、「ダウンロード」を選択します。
8. customHttp.ymlダウンロードしたファイルを任意のコードエディターで開き、手順 

3amplify.yml で削除したカスタムヘッダーの情報を入力します。
9. customHttp.yml編集したファイルをプロジェクトのルートディレクトリに保存します。モノレポを

使用している場合は、ファイルをリポジトリのルートに保存します。
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10. アプリを再デプロイして、新しいカスタムヘッダーを適用します。
• CI/CD アプリの場合は、customHttp.yml新しいファイルを含む Git リポジトリから新しいビル

ドを実行します。
• 手動デプロイアプリの場合は、アプリを Amplify コンソールに再度デプロイ

し、customHttp.ymlアップロードしたアーティファクトを含む新しいファイルを含めます。

Note

customHttp.ymlファイルに設定され、アプリケーションのルートディレクトリにデプロイされ
たカスタムヘッダーは、の Custom headers セクションで定義されているカスタムヘッダーより
も優先されますAWS Management Console。

モノレポカスタムヘッダー
モノレポでアプリのカスタムヘッダーを指定するときは、次の設定要件に注意してください。

• モノレポには特定のYAML形式があります。正しい構文については、を参照してくださいカスタムヘッ
ダー (p. 96)。

• のカスタムヘッダーセクションを使用して、モノレポ内のアプリケーションのカスタムヘッダーを指定
できますAWS Management Console。新しいカスタムヘッダーを適用するには、アプリケーションを再
デプロイする必要があることに注意してください。

• コンソールを使用する代わりに、customHttp.ymlファイル内のモノレポ内のアプリのカスタムヘッ
ダーを指定できます。customHttp.ymlファイルをリポジトリのルートに保存し、アプリケーション
を再デプロイして新しいカスタムヘッダーを適用する必要があります。customHttp.ymlファイルに指
定されているカスタムヘッダーは、の Custom headers セクションを使用して指定されたカスタムヘッ
ダーよりも優先されますAWS Management Console。

セキュリティヘッダーの例
カスタムセキュリティヘッダーを使用すると、HTTPS を適用し、XSS 攻撃を防ぎ、クリックジャッキン
グからブラウザを守ることができます。次の YAML 構文を使用して、カスタムセキュリティヘッダーをア
プリに適用します。

customHeaders: 
  - pattern: '**' 
    headers: 
      - key: 'Strict-Transport-Security' 
        value: 'max-age=31536000; includeSubDomains' 
      - key: 'X-Frame-Options' 
        value: 'SAMEORIGIN' 
      - key: 'X-XSS-Protection' 
        value: '1; mode=block' 
      - key: 'X-Content-Type-Options' 
        value: 'nosniff' 
      - key: 'Content-Security-Policy' 
        value: "default-src 'self'"
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受信ウェブフック
Amplify コンソールで受信ウェブフックを設定すると、Git リポジトリにコードをコミットせずにビルドを
トリガーできます。Webhook トリガーをヘッドレス CMS ツール (Contentful や GraphCMS など) で使用
すると、コンテンツが変更されるたびにビルドを開始したり、Zapier などのサービスを使用して毎日ビル
ドを実行したりできます。

受信ウェブフックを作成するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Web フックを作成するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [を選択します。
4. 「ビルド設定」 ページで、「受信ウェブフック」セクションまでスクロールし、「ウェブフックの作

成」を選択します。

5. [ウェブフックの作成) ダイアログボックスで、次の操作を行います。

a. [ウェブフック名] に、ウェブフックの名前を入力します。
b. 「Branch to build」では、受信した Webhook リクエストに基づいてビルドするブランチを選択し

ます。
c. [Save] (保存) を選択します。
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6. 「受信ウェブフック」セクションで、次のいずれか方法があります。
• Webhook URL をコピーしてヘッドレス CMS ツールまたは他のサービスに提供すると、ビルドが

トリガーされます。
• ターミナルウィンドウで curl コマンドを実行して、新しいビルドをトリガーします。
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モニタリング
AWS Amplify CloudWatch Amazonを通じてメトリックスを送信し、アプリに対して行われたリクエストに
関する詳細情報を含むアクセスログを提供します。このセクションの各トピックで、これらのメトリクス
とログを使用してアプリを監視する方法を確認してください。

トピック
• によるモニタリング CloudWatch (p. 102)
• アクセスログ (p. 104)

によるモニタリング CloudWatch
AWS AmplifyはAmazonと統合されているため CloudWatch、Amplifyアプリケーションのメトリックスをほ
ぼリアルタイムで監視できます。アラームを作成できます。アラームを作成できます。 CloudWatch サー
ビスの仕組みの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

メトリクス
Amplify は、アプリのトラフィック、エラー、データ転送、AWS/AmplifyHostingレイテンシーを監視す
るための名前空間で 6 CloudWatch つのメトリクスをサポートしています。これらの指標は 1 分間隔で集
計されます。 CloudWatch モニタリングメトリックは無料で、CloudWatch サービスクォータにはカウン
トされません。

メトリクスがすべてのメトリクスに適用できるわけではありません。次の表では、最も関連性の高い統計
が各指標の説明に記載されています。

メトリクス 説明

リクエスト アプリが受け取った視聴者リクエストの総数。

最も関連性の高い統計はSum. Sum統計を使用し
て、リクエスト数のしきい値の数を取得します。

BytesDownloaded 、、GETOPTIONSおよびリクエストに対して視聴
者がアプリから転送（ダウンロード）した（ダ
ウンロードされた）データの合計量（バイト単
位）。HEAD

最も関連性の高い統計はSum.

BytesUploaded アプリに転送された（アップロードされた）デー
タの総量（POSTPUT使用バイト数とリクエスト
数）。

最も関連性の高い統計はSum.

4XXErrors HTTP ステータスコード 400-499 の範囲でエラー
を返したリクエストの数。

最も関連性の高い統計はSum. Sum統計を使用し
て、これらのエラーの合計発生回数を取得しま
す。
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メトリクス 説明

5XXErrors HTTP ステータスコード 500-599 の範囲でエラー
を返したリクエストの数。

最も関連性の高い統計はSum. Sum統計を使用し
て、これらのエラーの合計発生回数を取得しま
す。

レイテンシー 最初のバイトまでの時間 (秒単位)。これ
は、Amplify Console がリクエストを受け取ってか
ら、ネットワークにレスポンスを返すまでの合計
時間です。これには、応答が視聴者のデバイスに
届くまでに発生するネットワーク遅延は含まれま
せん。

最も関連性の高い統計
はAverage、、Maximum、Minimum、p10、p50、、p90、p95、p100で
す。

Averageこの統計を使用して、予想されるレイテ
ンシーを評価します。

Amplify CloudWatch には以下のメトリクスディメンションが用意されています。

ディメンション 説明

アプリケーション 指標データはアプリによって提供されます。

AWS アカウント メトリックデータは、AWSアカウント内のすべて
のアプリで提供されます。

CloudWatch メトリクスにはAWS Management Console https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ か
らアクセスできます。または、次の手順を使用して、Amplify コンソールでメトリクスにアクセスできま
す。

Amplify コンソールでメトリクスにアクセスするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. メトリクスを表示するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[監視] を選択します。
4. モニタリングページで、「メトリック」を選択します。

Alarms
CloudWatch 特定の条件が満たされたときに通知を送信するアラームを Amplify コンソールで作成できま
す。アラームが1 CloudWatch つの評価期間数にわたってメトリクスがしきい値を超えると、アラームが送
信します。

CloudWatchコンソールまたは CloudWatch API を使用して、メトリック数学式を使用するより高度なア
ラームを作成できます。たとえば、4xxError のパーセンテージが 3 期間数のしきい値を超えたときにア
ラームで警告します。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatch メトリッ
ク数学式に基づくアラームの作成」を参照してください。
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CloudWatch アラームには標準価格が適用されます。詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を
参照してください。

次の手順に従って、Amplify コンソールでアラームを作成します。

Amplify CloudWatch メトリクスのアラームを作成するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. アラームを設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[監視] を選択します。
4. 監視ページで、「アラーム」を選択します。
5. [Create alarm] (アラームの作成) を選択します。
6. 「アラームの作成」ウィンドウで、アラームを次のように設定します。

a. [メトリクス] で、監視するメトリクスの名前をリストから選択します。
b. [アラーム名] に、アラームの名前を入力します。たとえば、リクエストを監視している場合は、

アラームに名前を付けることができますHighTraffic。名前には ASCII 文字のみを使用しま
す。

c. [Notifications] については、次のいずれかを実行します。
• i. [新規] を選択し、新しい Amazon SNS トピックを設定します。

ii. [Eメールアドレス] に、通知の受信者のメールアドレスを入力します。
iii. 受信者を追加するには、[新しいメールアドレスを追加] を選択します。

• i. Amazon SNS トピックを再利用するには、[既存] を選択します。
ii. SNS トピックについては、リストから既存の Amazon SNS トピックの名前を選択しま

す。
d. 「Whenever the Statistic of Metric」では、アラームの条件を次のように設定します。

i. メトリクスがしきい値より小さい、またはしきい値に等しい必要があるかどうかを指定しま
す。

ii. しきい値を指定します。
iii. アラームをトリガーするためにアラームが状態に移行する必要がある連続した評価期間数に

わたってしきい値の数を指定します。
iv. 評価期間の長さを指定します。

e. [Create alarm] (アラームの作成) を選択します。

Note

指定した Amazon SNS 受信者はそれぞれ、AWS通知から確認メールを受け取ります。メールに
は、受信者が購読を確認して通知を受け取るためにたどる必要があるリンクが含まれています。

アクセスログ
Amplifyは、Amplifyでホストしているすべてのアプリのアクセスログを保存します。アクセスログには、
ホストアプリケーションに対して行われたリクエストに関する情報が含まれます。これらのアクセスログ
は、指定した 2 週間の任意の期間で取得できます。

Important

ログは、すべてのリクエストを完全に課金するためのものではなく、コンテンツに対するリクエ
ストの本質を把握するものとして使用することをお勧めします。Amplify はベストエフォートベー
スでアクセスログを提供します。特定のリクエストのログエントリが、リクエストが実際に処理
されてからかなり後に配信されることも、(まれに) 一切配信されないこともあります。ログエン
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トリをアクセスログから省略すると、アクセスログ内のエントリ数は AWS の請求と使用状況レ
ポートに表示される使用量と一致しなくなります。

以下の手順に従って、アクセスログを取得します。

アクセスログを表示するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. アクセスログを表示するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[監視] を選択します。
4. 監視ページで、「アクセスログ」を選択します。
5. [時間範囲を編集] を選択します。
6. [時間範囲の編集] ウィンドウの [開始日] に、ログを取得する 2 週間の間隔の最初の日を指定します。

[開始時間] には、ログの取得を開始する最初の日の時間を選択します。
7. コンソールの [アクセスログ] セクションには、指定した時間範囲のログが表示されます。ログを CSV 

形式で保存するには、[ダウンロード] を選択します。

アクセスログの分析
アクセスログを分析するには、CSV ファイルを Amazon S3 バケットに保存します。アクセスログを分析
する方法の 1 つとして Athena を使用する方法があります。Athena は、AWSサービスのデータを分析でき
る対話式のクエリサービスです。step-by-step こちらの手順に従ってテーブルを作成できます。テーブル
を作成した後、次のようにデータをクエリできます。

SELECT SUM(bytes) AS total_bytes
FROM logs
WHERE "date" BETWEEN DATE '2018-06-09' AND DATE '2018-06-11'
LIMIT 100;
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通知
AWS Amplifyアプリの通知を設定して、ビルドが成功または失敗したときに関係者やチームメンバーに
警告することができます。AmpAmpAmpage Hompple Notification Service (SNS) トピックを作成し、E 
メール通知の設定に使用する AMPAmpage Service (SNS) トピックです。この Amazon SNS トピック
は、Slack などの他のツールに通知を送信するために使用できます。通知は、Amplifyアプリのすべてのブ
ランチまたは特定のブランチに適用するように設定できます。

E メール通知
以下の手順を使用して、Amplify アプリのすべてのブランチまたは特定のブランチにメール通知を設定しま
す。

AmpAmpAmpageAmplemppoint（AAmplify）

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. メール通知を設定するアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで [アプリ設定]、[通知] を選択し、[メール通知] セクションで [通知を追加] を選

択します。
4. 「通知の管理」セクションで次のいずれかを実行します。

• 1 つのブランチに通知を送信する先の E メールアドレスを入力します。「ブランチ」で、通知を
送信するブランチの名前を選択します。

• 接続先の E メールアドレスを入力して、接続しているすべてのブランチに通知を送信する先の E 
メールアドレスを入力します。[ブランチ] で [すべてのブランチ] を選択します。

5. 完了したら、[保存] を選択します。

106

https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ビルドイメージをビルドする

カスタムビルドイメージとライブ
パッケージアップデート

トピック
• ビルドイメージをビルドする (p. 107)
• Public のライブパッケージアップデート (p. 108)

ビルドイメージをビルドする
カスタムビルドイメージを使用して、Amplify アプリ用にカスタマイズされたビルド環境を提供できま
す。Amplify のデフォルトコンテナを使ったビルド中にインストールに時間がかかる特定の依存関係がある
場合は、独自の Docker イメージを作成してビルド中に参照できます。イメージをビルドする Public でホ
ストする

Note

ビルド設定は、アプリが継続的デプロイ用に設定され、gitリポジトリに接続されている場合にの
み、Amplifyコンソールのアプリ設定メニューに表示されます。このタイプのデプロイの手順につ
いては、「既存のコードを使い始める (p. 4)」を参照してください。

カスタムビルドイメージの設定
Amazon ECR でホストされるカスタムビルドイメージを設定するには

1. Docker イメージを使用して Amazon ECR パブリックリポジトリをセットアップするには、Amazon 
ECR パブリックユーザーガイドの「はじめに」を参照してください。

2. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
3. カスタムのビルドイメージをビルドする [Public の目的とするアプリを選択します。
4. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[ビルド設定] を選択します。
5. ビルド設定ページの「ビルドイメージ設定」セクションで、「編集」を選択します。
6. ビルドイメージ設定の編集ダイアログボックスで、ビルドイメージメニューを展開し、ビルドイメー

ジを選択します。
7. ステップ 1 で作成した Amazon ECR パブリックリポジトリの名前を入力します。これはビルドイ

メージがホストされる場所です。たとえば、リポジトリの名前が ecr-examplerepo の場合は、次のよ
うに入力しますpublic.ecr.aws/xxxxxxxx/ecr-examplerepo。

8. [Save] (保存) を選択します。

カスタムビルドイメージの要件
カスタムビルドイメージを Amplify ビルドイメージとして機能させるには、次の要件を満たしている必要
があります。
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1. cURL: カスタムイメージを起動すると、ビルドランナーがコンテナにダウンロードされるため、cURL 
が必要です。この依存関係が欠落している場合は、build-runner で出力を生成できないため、ビルドは
何も出力することなく即座に失敗します。

2. Git: Git リポジトリのクローンを作成するには、Git をイメージにインストールする必要があります。こ
の依存関係が欠落している場合、「リポジトリのクローンを作成する」ステップは失敗します。

3. OpenSSH: リポジトリのクローンを安全に作成するには、OpenSSH を使用して、ビルド中に一時的に 
SSH キーを設定する必要があります。OpenSSH パッケージには、ビルドランナーでこれを行うのに必
要なコマンドが揃っています。

4. (NPM ベースのビルド) Node.js+NPM: ビルドランナーは Node をインストールせず、代わりにイメージ
にインストールされている Node と NPM に依存しています。これは、NPM パッケージまたはノード固
有のコマンドを必要とするビルドにのみ必要です。

Public のライブパッケージアップデート
ライブパッケージアップデートでは、Amplify のデフォルトビルドイメージで使用するパッケージと依存関
係のバージョンを指定できます。デフォルトのビルドイメージには、いくつかのパッケージと依存関係が
プリインストールされています（Hugo、Amplify CLI、Yarnなど）。ライブパッケージアップデートでは、
これらの依存関係のバージョンをオーバーライドして特定のバージョンを指定することも、常に最新バー
ジョンがインストールされていることを確認することもできます。ライブパッケージ更新が有効になっ
ている場合、ビルドを実行する前に、ビルドランナーは指定された依存関係を最初に更新 (またはダウン
グレード) します。これにより、依存関係の更新にかかる時間に比例してビルド時間が増えますが、利点
は、同じバージョンの依存関係をアプリのビルドに使用できることです。

ライブパッケージ更新の設定
ライブパッケージ更新を設定するには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. Public の条件となるアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[ビルド設定] を選択します。
4. ビルド設定ページの「ビルドイメージ設定」セクションで、「編集」を選択します。
5. ビルドイメージ設定の編集ダイアログボックスで、「パッケージバージョンオーバーライドの追加」

リストを展開し、変更するパッケージを選択します。
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6. [バージョン] には、デフォルトの最新バージョンをそのまま使用するか、依存関係の特定のバージョ
ンを入力します。latest を使用すると、依存関係は常に利用可能な最新バージョンにアップグレード
されます。

7. [Save] (保存) を選択します。
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サービスロールの追加
Amplify では、フロントエンドにバックエンドリソースをデプロイする権限が必要です。このアクセス許可
を付与するには、サービスロールを使用します。サービスロールは、他のサービスを代理で呼び出すとき
に Amplifyが引き受けるAWS Identity and Access Management IAM ロールです。このガイドでは、アカウ
ント管理者権限を持つAmplifyサービスロールを作成し、AmplifyアプリケーションがAmplify Studioまたは
CLIリソースをデプロイするために必要なリソースへの直接アクセスを明示的に許可し、バックエンドの作
成と管理を行います。Amplify Studio について詳しくは、Amplify ドキュメントの「はじめに」を参照して
ください。Amplify CLI の詳細については、Amplify ドキュメントの「Amplify CLI」を参照してください。

ステップ 1: IAM コンソールにサインインする
IAM コンソールを開き、左側のナビゲーションバーから [ロール] を選択し、[Create role] を選択します。

ステップ 2: Amplify ロールを作成する
ロール選択画面で「Amplify」を探し、「Amplify-Backend Deployment」ロールを選択します。デフォルト
をすべてそのまま使用して、AmplifyConsoleServiceRole- などのロール名を選択しますAmplifyRole。

ステップ 3: Amplify コンソールに戻る
Amplify コンソールを開きます。新しいアプリをデプロイ中の場合は、[更新] を選択してから、作成したば
かりのロールを選択します。次のようになるはずです AmplifyConsoleServiceRole-AmplifyRole.

既存のアプリがすでにある場合は、[App settings > General] でサービスロール設定を探し、ボックスの右
上隅から [編集] を選択します。ドロップダウンから先ほど作成したサービスロールを選択し、[保存] を選
択します。
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Amplify コンソールに、バックエンドリソースをデプロイする権限が付与されるようになりました。

混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。詳細については、「サービ
ス間の混乱した代理の防止 (p. 150)」を参照してください。

現在、Amplify-Backend Deploymentサービスロールのデフォルトの信頼ポリシーでは、代理人が混乱
しないように、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバルコンテキスト条件キーが適用さ
れます。ただし、Amplify-Backend Deployment以前にアカウントでロールを作成したことがある場合
は、ロールの信頼ポリシーを更新してこれらの条件を追加して、代理人が混乱しないようにすることがで
きます。

次の例を使用して、アカウント内のアプリへのアクセスを制限します。例に使用しているものを自分の情
報に置き換えてください。

"Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    }
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を使用してロールの信頼ポリシーを編集する手順についてはAWS Management Console、IAM User Guide
の「ロール (コンソール) の変更」を参照してください。
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アプリパフォーマンスの管理
Amplifyのデフォルトのホスティングアーキテクチャは、ホスティングのパフォーマンスとデプロイメン
トの可用性のバランスを最適化します。詳細については、「the section called “即時デプロイによる即時
キャッシュ無効化” (p. 113)」を参照してください。

アプリのパフォーマンスをより細かく制御する必要がある上級ユーザー向けに、Amplify Hostingはパ
フォーマンスモードをサポートしています。パフォーマンスモードは、コンテンツをより長い間隔、コ
ンテンツをより長い間隔でコンテンツ配信パフォーマンスを最適化して高速化します。詳細については、
「the section called “パフォーマンスモード” (p. 113)」を参照してください。

即時デプロイによる即時キャッシュ無効化
Amplify Hostingは、コードコミットのたびにCDNの即時キャッシュ無効化をサポートします。これによ
り、CDN キャッシュのパフォーマンス上の利点をあきらめることなく、単一ページまたは静的アプリに更
新を即座にデプロイできます。

Amplifyがキャッシュ無効化を処理する方法の詳細については、ブログ投稿を参照してください。AWS 
Amplifyコンソールは、すべてのコードコミットでインスタントキャッシュ無効化とデルタデプロイをサ
ポートします。

パフォーマンスモード
Amplify Hosting パフォーマンスモードは、コンテンツをより長い間隔でCDN の端にCDNの端にエッジに
エッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジにエッジ
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ヘッダーを使用したヘッダーを使用し
たヘッダーを使用したキャッシュ保持

にエッジにエッジにエッジにエッジに パフォーマンスモードを有効にすると、ホスト構成またはコードの
変更がデプロイされて利用可能になるまで最大 10 分かかることがあります。

パフォーマンスモードは、アプリのパフォーマンスをより細かく制御する必要がある上級ユーザー向けで
す。ホスティングのパフォーマンスとデプロイメントの可用性のバランスを最適化するには、the section 
called “即時デプロイによる即時キャッシュ無効化” (p. 113)デフォルトのホスティングアーキテクチャを
お勧めします。

アプリのパフォーマンスモードを有効にするには

1. にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
2. パフォーマンスモードを有効にするアプリを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[一般] を選択します。
4. 「一般」ペインで、「ブランチ」セクションまでスクロールします。パフォーマンスモードを有効に

するブランチを選択します。
5. [アクション]、[パフォーマンスモードを有効にする] を選択します。
6. [パフォーマンスモードを有効にする] ダイアログボックスで、[パフォーマンスモードを有効にする] 

を選択します。

ヘッダーを使用したヘッダーを使用したヘッダーを使
用したキャッシュ保持
HTTPCache-Controlmax-ages-maxage ヘッダーとディレクティブは、アプリのコンテンツキャッ
シュ時間に影響します。max-ageディレクティブは、コンテンツをより長い期間 (秒単位) にオリジンサー
バーにキャッシュに保持する期間 (秒単位) をブラウザに通知します。s-maxagemax-ageディレクティブ
はオーバーライドし、コンテンツをより長い期間 (秒単位) を指定できます。Amplifyでホストされているア
プリは、定義したカスタムヘッダーで上書きされない限り、Cache-Controlクライアントから送信され
たリクエストヘッダーを尊重して再利用することに注意してください。カスタムヘッダーの設定方法の説
明については、引き続きお読みください。

s-maxageディレクティブを手動で調整して、アプリのパフォーマンスとデプロイの可用性をより細か
く制御できます。たとえば、コンテンツがエッジにキャッシュされる時間を長くするには、デフォルト
の 600 秒（10 分）s-maxageよりも長い値に更新して Time to Live（TTL）を手動で増やすことができま
す。

Note

アプリでパフォーマンスモードを有効にすると、Amplifyはカスタムヘッダーを使用してアプリに
設定できる最大TTLを10分（600秒）から1日（86,400秒）に増やします。Amplifyでは、カスタム
ヘッダーを使用して設定できる上限を1日としています。s-maxageたとえば、1週間（604,800
秒）s-maxageに設定した場合、Amplifyは1日という最大TTLを使用します。

Amplify コンソールのカスタムヘッダーセクションでアプリのカスタムヘッダーを定義できます。、「」
「」「」「」「」「」「」「」「」 (p. 97)「」 のカスタム値を指定するにはs-maxage、次の YAML 形式
を使用します。この例では、関連するコンテンツを 3,600 秒 (1 時間) エッジにエッジにエッジにエッジに
エッジにエッジにキャッシュ保持する例です。

customHeaders: 
  - pattern: '/img/*' 
    headers: 
      - key: 'Cache-Control'  
        value: 's-maxage=3600'
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Amplify 記録AWS CloudTrail
AWS Amplify は、Amplify でユーザー、ロール、または AWS サービスによって行われたアクションのレ
コードを提供するサービス、AWS CloudTrail と統合されています。取得されたコールには、Amplify コン
ソールからのコールや、Amplify API オペレーションへのコードコールが含まれます。証跡を作成する場
合は、Amazon S3 CloudTrail バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を
設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示で
きます。 CloudTrail 収集された情報を使用して、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行
者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリクエストが行われたかを判断でき
ます。

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

情報をAmplify CloudTrail
CloudTrail AWSアカウントではデフォルトで有効になっています。Amplify CloudTrail AWS 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、AWS CloudTrailユーザーガ
イドの「 CloudTrail イベント履歴によるイベントの表示」を参照してください。

AAmplifyAWS 証跡により CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。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 AWS 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、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、AWS CloudTrailユーザーガ
イドで次を参照してください。

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

らログファイルを受け取る」

Amplifyのすべての操作は、AWS AmplifyコンソールAPIリファレンス、AWS Amplify管理UI APIリファレン
ス、およびAmplify CloudTrail UIビルダーAPIリファレンスによって記録され、文書化されています。たと
えば、、DeleteAppDeleteBackendEnvironmentおよび操作を呼び出すとCreateApp、 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。

• リクエストが、ルートまたはAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちらを
使用して送信されたか.

• リクエストが、ロールまたはフェデレーティッドッドッドッドッドの一時的なセキュリティ認証情報を
使用して送信されたか.

• AWS別のサービスからのリクエストでした。

詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドのCloudTrail  userIdentity 要素を参照してください。
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Amplify
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

AWS AmplifyコンソールAPI CloudTrail ListAppsリファレンスオペレーションを示すログエントリの例
は、次のとおりです。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Mary_Major", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-01-12T05:48:10Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-01-12T06:47:29Z", 
    "eventSource": "amplify.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListApps", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.255", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.898 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.275-b01 
 java/1.8.0_275 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "maxResults": "100" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "1c026d0b-3397-405a-95aa-aa43aexample", 
    "eventID": "c5fca3fb-d148-4fa1-ba22-5fa63example", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

AWS Amplify管理UI API CloudTrail ListBackendJobsリファレンスオペレーションを示すログエントリ
の例は、次のとおりです。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Mary_Major", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
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        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-01-13T00:47:25Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-01-13T01:15:43Z", 
    "eventSource": "amplifybackend.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListBackendJobs", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.255", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.898 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.275-b01 
 java/1.8.0_275 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "appId": "d23mv2oexample", 
        "backendEnvironmentName": "staging" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "jobs": [ 
            { 
                "appId": "d23mv2oexample", 
                "backendEnvironmentName": "staging", 
                "jobId": "ed63e9b2-dd1b-4bf2-895b-3d5dcexample", 
                "operation": "CreateBackendAuth", 
                "status": "COMPLETED", 
                "createTime": "1610499932490", 
                "updateTime": "1610500140053" 
            }, 
            { 
                "appId": "d23mv2oexample", 
                "backendEnvironmentName": "staging", 
                "jobId": "06904b10-a795-49c1-92b7-185dfexample", 
                "operation": "CreateBackend", 
                "status": "COMPLETED", 
                "createTime": "1610499657938", 
                "updateTime": "1610499704458" 
            } 
        ], 
        "appId": "d23mv2oexample", 
        "backendEnvironmentName": "staging" 
    }, 
    "requestID": "7adfabd6-98d5-4b11-bd39-c7deaexample", 
    "eventID": "68769310-c96c-4789-a6bb-68b52example", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}
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Amplify のセキュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、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を利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザー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。AWS Amplify に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、コ
ンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• 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、Amplify を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。
する方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達
成するように Amplify を設定する方法を示します。また、Amplify リソースのモニタリングとセキュリティ
確保に役立つその他のAWSサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Amplify 向けのIdentity and Access Management (p. 118)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 150)
• Amplify でのセキュリティイベントのロギングとモニタリング (p. 151)
• Amplify でのデータ保護 (p. 152)
• AWS Amplify のコンプライアンス検証 (p. 153)
• AWS Amplify でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 154)

Amplify 向けのIdentity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amplify リソースの
使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを制御できます。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 119)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 119)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 121)
• Amplify で IAM を使用する方法 (p. 123)
• Amplify 向けのアイデンティティ例 (p. 128)
• AWS Amplify の AWS マネージドポリシー (p. 130)
• Amplify Identity and Access のトラブルシューティング (p. 141)
• Amplify 許可リファレンス (p. 143)
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対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、AAmplify で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — Amplify サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証情
報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Amplify 機能を使用するとき、追加の許可
が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可をリクエスト
するうえで役立ちます。AAmplify の機能にアクセスできない場合は、を参照してくださいAmplify Identity 
and Access のトラブルシューティング (p. 141)。

サービス管理者 — 社内の Amplify リソースを担当している場合は、おそらく Amplify 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 Amplify 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 AAmplify を使用して IAM 
を利用する方法の詳細については、を参照してくださいAmplify で IAM を使用する方法 (p. 123)。

IAM 管理者 — 管理者は、Amplify 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 Amplify アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照し
てくださいAmplify 向けのアイデンティティ例 (p. 128)。

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

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

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

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

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 
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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
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
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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、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Amplify 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。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

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

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
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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。

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
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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。

Amplify で IAM を使用する方法
IAM を使用して Amplify へのアクセスを管理する前に、Amplify で利用できる IAM の機能について学びま
す。

AAmplify で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amplify サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 124) はい

リソースベースのポリシー (p. 124) いいえ

ポリシーアクション (p. 124) はい

ポリシーリソース (p. 125) はい

ポリシー条件キー (p. 125) はい

ACL (p. 126) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 126) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 127) はい

プリンシパル許可 (p. 127) はい

サービスロール (p. 127) はい

サービスにリンクされたロール (p. 127) いいえ

Amplify と他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するには、IAM ユー
ザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

123

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Amplify で IAM を使用する方法

Amplify 向け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。

Amplify 向けのアイデンティティ例

Amplify アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAmplify 向けのアイデン
ティティ例 (p. 128)。

Amplify 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
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。

Amplify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
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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。

Amplify アクションのリストについては、サービス認証リファレンスの「AWS Amplifyで定義されているア
クション」を参照してください。

Amplify のポリシーは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

amplify

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": [ 
      "amplify:action1", 
      "amplify:action2" 
         ]

Amplify アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAmplify 向けのアイデン
ティティ例 (p. 128)。

Amplify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 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。

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": "*"

Amplify リソースタイプとその ARN のリストについては、サービス認可リファレンス」の「AWS Amplify
で定義されるリソースタイプ」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できる
かについては、「AWS Amplify で定義されるアクション」を参照してください。

Amplify アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAmplify 向けのアイデン
ティティ例 (p. 128)。

Amplify 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
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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。

Amplify 条件キーの一覧については、『サービス認証リファレンス』AWS Amplifyの「条件キー」を参照し
てください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、「AWS Amplify で定
義されるアクション」を参照してください。

Amplify アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAmplify 向けのアイデン
ティティ例 (p. 128)。

AAmplify の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。

ABAC C C

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

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。
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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。

Amplify 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
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。

Amplify 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、「サービス認可リファレンス」の「AWS Amplify 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。

Amplify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、Amplify の機能が破損する可能性があります。Amplify 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。

Amplify のサービスリンクロール

サービスリンクロールのサポート いいえ
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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。

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、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。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされた
ロール) 列に Yes と記載されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメ
ントをサービスで表示するには、[はい] リンクを選択します。

Amplify 向けのアイデンティティ例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、Amplify 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。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amplify で定義されるアクションとリソースタイプの詳細につ
いては、「サービス認証リファレンス」の「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。AWS Amplify

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 128)
• AAmplify コンソール (p. 129)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 129)

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で誰かが Amplify 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 
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のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AAmplify コンソール
AWS Amplify コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらのアクセス許可により、
の Amplify リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が
厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーま
たはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

Amplify Studioのリリースに伴い、amplifyamplifybackendアプリまたはバックエンドを削除するには
権限の両方が必要です。IAMamplify ポリシーがアクセス権限のみを提供している場合、ユーザーがア
プリを削除しようとするとアクセス権限エラーが表示されます。ポリシーを作成している管理者の場合
は、権限リファレンスを使って (p. )、削除アクションを実行する必要のあるユーザーに与えられる適
切な権限を決定してください。

ユーザーとロールが引き続き Amplify コンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
AmplifyConsoleAccessReadOnlyAWS またはマネージドポリシーもアタッチします。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
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                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Amplify の AWS マネージドポリシー

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 では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、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。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み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 ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS 管理ポリシー: AdministratorAccess-Amplify
Amplify はこのポリシーをサービスのロールにアタッチし、Amplify がユーザーに代わってアクションを
実行することを許可します。Amplify コンソールにバックエンドをデプロイする場合、AmplifyAmplify-
Backend DeploymentAWS がリソースの作成と管理に使用するサービスロールを作成する必要がありま
す。IAMAdministratorAccess-AmplifyAmplify-Backend Deployment は管理ポリシーをサービ
スロールにアタッチします。

このポリシーは、アカウントに管理者権限を付与すると同時に、Amplifyアプリケーションがバックエンド
の作成と管理に必要なリソースへの直接アクセスを明示的に許可します。

許可の詳細

このポリシーは、IAMAWS アクションを含む複数のサービスへのアクセスを提供します。これらのアク
ションにより、このポリシーを持つ IDAWS Identity and Access Management を使用して、任意の権限を

130

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_job-functions.html


AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
AWS 管理ポリシー

持つ他の ID を作成できます。これにより権限の昇格が可能になり、AdministratorAccessこのポリ
シーもポリシーと同じくらい強力であると考えるべきです。

このポリシーは、iam:PassRoleすべてのリソースに対するアクション権限を付与します。これは 
Amazon Cognito ユーザープール設定をサポートするために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CLICloudformationPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:ListStackResources", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CLIManageviaCFNPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoleTags", 
                "iam:TagRole", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:DeletePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UntagRole", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
                "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
                "appsync:CreateApiKey", 
                "appsync:CreateDataSource", 
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                "appsync:CreateFunction", 
                "appsync:CreateResolver", 
                "appsync:CreateType", 
                "appsync:DeleteApiKey", 
                "appsync:DeleteDataSource", 
                "appsync:DeleteFunction", 
                "appsync:DeleteResolver", 
                "appsync:DeleteType", 
                "appsync:GetDataSource", 
                "appsync:GetFunction", 
                "appsync:GetIntrospectionSchema", 
                "appsync:GetResolver", 
                "appsync:GetSchemaCreationStatus", 
                "appsync:GetType", 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:ListApiKeys", 
                "appsync:ListDataSources", 
                "appsync:ListFunctions", 
                "appsync:ListGraphqlApis", 
                "appsync:ListResolvers", 
                "appsync:ListResolversByFunction", 
                "appsync:ListTypes", 
                "appsync:StartSchemaCreation", 
                "appsync:UntagResource", 
                "appsync:UpdateApiKey", 
                "appsync:UpdateDataSource", 
                "appsync:UpdateFunction", 
                "appsync:UpdateResolver", 
                "appsync:UpdateType", 
                "appsync:TagResource", 
                "appsync:CreateGraphqlApi", 
                "appsync:DeleteGraphqlApi", 
                "appsync:GetGraphqlApi", 
                "appsync:ListTagsForResource", 
                "appsync:UpdateGraphqlApi", 
                "apigateway:DELETE", 
                "apigateway:GET", 
                "apigateway:PATCH", 
                "apigateway:POST", 
                "apigateway:PUT", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-identity:CreateIdentityPool", 
                "cognito-identity:DeleteIdentityPool", 
                "cognito-identity:DescribeIdentity", 
                "cognito-identity:DescribeIdentityPool", 
                "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:UpdateIdentityPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:DeleteUserPool", 
                "cognito-idp:DeleteUserPoolClient", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListTagsForResource", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:DeleteGroup", 
                "cognito-identity:TagResource", 
                "cognito-idp:TagResource", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
                "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
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                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:InvokeAsync", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "lambda:AddLayerVersionPermission", 
                "lambda:CreateEventSourceMapping", 
                "lambda:DeleteEventSourceMapping", 
                "lambda:DeleteLayerVersion", 
                "lambda:GetEventSourceMapping", 
                "lambda:GetLayerVersion", 
                "lambda:ListEventSourceMappings", 
                "lambda:ListLayerVersions", 
                "lambda:PublishLayerVersion", 
                "lambda:RemoveLayerVersionPermission", 
                "lambda:UpdateEventSourceMapping", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:DescribeContinuousBackups", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive", 
                "dynamodb:ListStreams", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:TagResource", 
                "dynamodb:ListTagsOfResource", 
                "dynamodb:UntagResource", 
                "dynamodb:UpdateContinuousBackups", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:UpdateTable", 
                "dynamodb:UpdateTimeToLive", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutBucketAcl", 
                "s3:PutBucketCORS", 
                "s3:PutBucketNotification", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketWebsite", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:CreateDistribution", 
                "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:DeleteDistribution", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig", 
                "cloudfront:GetDistribution", 
                "cloudfront:GetDistributionConfig", 
                "cloudfront:TagResource", 
                "cloudfront:UntagResource", 
                "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:UpdateDistribution", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListRuleNamesByTarget", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets", 
                "mobiletargeting:GetApp", 
                "kinesis:AddTagsToStream", 
                "kinesis:CreateStream", 
                "kinesis:DeleteStream", 
                "kinesis:DescribeStream", 
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                "kinesis:DescribeStreamSummary", 
                "kinesis:ListTagsForStream", 
                "kinesis:PutRecords", 
                "es:AddTags", 
                "es:CreateElasticsearchDomain", 
                "es:DeleteElasticsearchDomain", 
                "es:DescribeElasticsearchDomain", 
                "es:UpdateElasticsearchDomainConfig", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": [ 
                        "cloudformation.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "CLISDKCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appsync:GetIntrospectionSchema", 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:UpdateApiKey", 
                "appsync:ListApiKeys", 
                "amplify:*", 
                "amplifybackend:*", 
                "amplifyuibuilder:*", 
                "sts:AssumeRole", 
                "mobiletargeting:*", 
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:DeleteGroup", 
                "cognito-idp:DeleteUser", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:AdminGetUser", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "cognito-idp:AdminDisableUser", 
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
                "cognito-idp:AdminResetUserPassword", 
                "cognito-idp:AdminListGroupsForUser", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents", 
                "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
                "cognito-idp:AdminConfirmSignUp", 
                "cognito-idp:AdminEnableUser", 
                "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes", 
                "cognito-idp:DescribeIdentityProvider", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DeleteUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
                "cognito-idp:AdminSetUserPassword", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:CreateIdentityPool", 
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                "cognito-identity:DeleteIdentityPool", 
                "cognito-identity:ListIdentityPools", 
                "cognito-identity:DescribeIdentityPool", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTables", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:DeleteLayerVersion", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:ListLayerVersions", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:GetSMSSandboxAccountStatus", 
                "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers", 
                "sns:ListOriginationNumbers", 
                "rekognition:DescribeCollection", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "lex:GetBot", 
                "lex:GetBuiltinIntent", 
                "lex:GetBuiltinIntents", 
                "lex:GetBuiltinSlotTypes", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "codecommit:GitPull", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig", 
                "polly:DescribeVoices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSMCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                "ssm:DeleteParameter", 
                "ssm:GetParametersByPath", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:GetParameter", 
                "ssm:DeleteParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GeoPowerUser", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "geo:*" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifyStorageSDKCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:DeleteBucketPolicy", 
                "s3:DeleteBucketWebsite", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:PutBucketAcl", 
                "s3:PutBucketCORS", 
                "s3:PutBucketNotification", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketVersioning", 
                "s3:PutBucketWebsite", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:CreateDistribution", 
                "cloudfront:CreateInvalidation", 
                "cloudfront:GetDistribution", 
                "cloudfront:GetDistributionConfig", 
                "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities", 
                "cloudfront:ListDistributions", 
                "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction", 
                "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId", 
                "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs", 
                "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles", 
                "cloudfront:ListInvalidations", 
                "cloudfront:ListPublicKeys", 
                "cloudfront:ListStreamingDistributions", 
                "cloudfront:UpdateDistribution", 
                "cloudfront:TagResource", 
                "cloudfront:UntagResource", 
                "cloudfront:ListTagsForResource", 
                "cloudfront:DeleteDistribution", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:PassRole", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:EnableReplication", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:PublishVersion", 
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                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "route53:ChangeResourceRecordSets", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetAccelerateConfiguration", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutAccelerateConfiguration", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutBucketTagging", 
                "s3:GetBucketTagging", 
                "lambda:ListEventSourceMappings", 
                "lambda:CreateEventSourceMapping", 
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:DeleteQueue", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:SetQueueAttributes", 
                "amplify:GetApp", 
                "amplify:GetBranch", 
                "amplify:UpdateApp", 
                "amplify:UpdateBranch" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRViewLogGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:DescribeLogGroups", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRCreateLogGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRPushLogs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシーの更新をAmplify

AmplifyAWS のマネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始し
た以降の分について表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、AWS Amplify の
ドキュメント履歴 (p. 156) ページの RSS フィードを購読してください。
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変更 説明 日付

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

AWS AppSyncリソースからの
タグの削除をサポートするポリ
シーアクションを追加します。

Amazon Polly リソースをサポー
トするポリシーアクションを追
加します。

OpenSearch ドメイン設定の更
新をサポートするポリシーアク
ションを追加します。

AWS Identity and Access 
Managementロールからのタグの
削除をサポートするポリシーア
クションを追加します。

Amazon DynamoDB リソースか
らのタグの削除をサポートする
ポリシーアクションを追加しま
す。

Amplifycloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
のパブリッシュとホ
スティングのワークフ
ローをサポートするため
に、cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfigCLISDKCallsス
テートメントブロックにおよび
権限を追加します。

s3:PutBucketPublicAccessBlockCLIManageviaCFNPolicyス
テートメントブロックにアクセ
ス許可を追加すると、AWS CLI
が内部バケットで Amazon S3 
ブロックパブリックアクセス機
能を有効にする Amazon S3 セ
キュリティのベストプラクティ
スをサポートできるようになり
ます。

cloudformation:DescribeStacksCLISDKCallsス
テートメントブロックに
パーミッションを追加する
と、AmplifyAWS CloudFormation 
バックエンドプロセッサでの再
試行時に顧客のスタックを取得
できるようになります。これに
より、スタックが更新されてい
る場合に実行が重複することが
なくなります。

cloudformation:ListStacksCLICloudformationPolicyス
テートメントブロックに権限
を追加します。この権限は、 
CloudFormation DescribeStacks 

2023 年 2 月 24 日
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変更 説明 日付
アクションを完全にサポートす
るために必要です。

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

ポリシーアクションを追加し
て、 CloudWatch Amplifyのサー
バー側レンダリング機能がアプ
リケーションメトリックを顧客
のものにプッシュできるように
しますAWS アカウント。

2022 年 8 月 30 日

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

AAmplify デプロイ Amazon S3 
バケットへのパブリックアクセ
スをブロックするポリシーアク
ションを追加します。

2022 年 4 月 27 日

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

ユーザーがサーバーサイドレン
ダリング (SSR) アプリを削除
できるようにするアクション
を追加します。これにより、 
CloudFront対応するディストリ
ビューションを正常に削除する
こともできます。

アクションを追加して、お客様
が Amplify CLI を使用して既存の
イベントソースからのイベント
を処理する別の Lambda 関数を
指定できるようにします。AWS 
Lambdaこれらの変更によ
り、UpdateEventSourceMappingア
クションを実行できるようにな
ります。

2022 年 4 月 17 日

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

ポリシーアクションを追加し
て、すべてのリソースで Amplify 
UI Builder アクションを有効にし
ます。

2021 年 12 月 2 日

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

ソーシャル ID プロバイダーを使
用する Amazon Cognito 認証機
能をサポートするポリシーアク
ションを追加します。

Lambda Layer をサポートする
ポリシーアクションを追加しま
す。

Amplify Storage カテゴリをサ
ポートするポリシーアクション
を追加します。

2021 年 11 月 8 日
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変更 説明 日付

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

Amplify インタラクションカテゴ
リをサポートする Amazon Lex 
アクションを追加します。

Amazon Rekognition アクション
を追加して、Amplify Predictions 
カテゴリをサポートしてくださ
い。

Amazon Cognito ユーザープー
ルでの MFA 設定をサポートする 
Amazon Cognito アクションを追
加します。

CloudFormation サポートに
アクションを追加しますAWS 
CloudFormation StackSets。

Amplify Geo カテゴリをサポート
する Amazon Location Service ア
クションを追加します。

Amplify の Lambda レイヤーをサ
ポートする Lambda アクション
を追加します。

CloudWatch CloudWatch イベン
トをサポートするログアクショ
ンを追加します。

Amplify ストレージカテゴリをサ
ポートする Amazon S3 アクショ
ンを追加します。

サーバー側レンダリング (SSR) 
アプリをサポートするポリシー
アクションを追加します。

2021 年 9 月 27 日
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変更 説明 日付

AdministratorAccess-
Amplify (p. 130) — 既存のポリ
シーの更新

すべての Amplify アクションを 
1amplify:* つのアクションに
統合します。

お客様の Amazon S3 バケットの
暗号化をサポートする Amazon 
S3 アクションを追加します。

IAM 権限境界アクションを追加
して、権限境界が有効になって
いる Amplify アプリをサポートし
ます。

発信元の電話番号の表示、宛
先の電話番号の表示、作成、検
証、削除をサポートする Amazon 
SNS アクションを追加します。

Amplify Studio: 
Amazon CognitoAWS 
Lambda、IAM、AWS 
CloudFormationポリシーアク
ションを追加して、Amplify コン
ソールと Amplify Studio でバック
エンドを管理できるようにしま
す。

AWS Systems Manager(SSM) ポ
リシーステートメントを追加し
て、Amplify 環境シークレットを
管理します。

Amplify アプリの LambdaAWS 
CloudFormationListResources
レイヤーをサポートするアク
ションを追加します。

2021 年 7 月 28 日

Amplify が変更の追跡を開始しま
した

Amplify が、AWS管理ポリシーの
変更の追跡を開始しました。

2021 年 7 月 28 日

Amplify Identity and Access のトラブルシューティン
グ
以下の情報は、Amplify 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
• AAmplify でアクションを実行する権限がない (p. 142)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 142)
• AWSアカウント以外のユーザーにAmplify リソースへのアクセスを許可したい (p. 142)
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AAmplify 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 amplify: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: 
 amplify:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、amplify: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。

Amplify Studioのリリースに伴い、amplifyamplifybackendアプリまたはバックエンドを削除するには
権限の両方が必要です。amplify管理者がアクセス権限のみを提供する IAM ポリシーを作成した場合、ア
プリを削除しようとすると権限エラーが表示されます。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、example-amplify-
app架空のリソースを削除しようとしているが、amplifybackend:RemoveAllBackendsアクセス許可
がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 amplifybackend;:RemoveAllBackends on resource: example-amplify-app

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

iam を実行する権限がないPassRole
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 
Amplify 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、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amplifymarymajor 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。

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

詳細については、以下を参照してください。

• Amplify がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、を参照してくださいAmplify で IAM を
使用する方法 (p. 123)。

• 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。

Amplify 許可リファレンス
次の表は、各AWS Amplify Console API オペレーション、AWSオペレーションを実行するために必要な対
応するアクセス許可と許可を付与できるリソースを示しています。この表をセットアップし、IAM アイデ
ンティティ (アイデンティティベースのポリシー) にアタッチできるアクセス許可ポリシーを作成する際、
この表を参照してください。

コンソール API オペレーション
Amplify

必要なアクセス許可 リソース

CreateApp amplify:CreateApp arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

CreateBackendEnvironment amplify:CreateBackendEnvironmentarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

CreateBranch amplify:CreateBranch arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

CreateDeployment amplify:CreateDeployment arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

CreateDomainAssociation amplify:CreateDomainAssociationarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

CreateWebhook amplify:CreateWebhook arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

DeleteApp amplify:DeleteApp arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

DeleteBackendEnvironment amplify:DeleteBackendEnvironmentarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
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コンソール API オペレーション
Amplify

必要なアクセス許可 リソース

DeleteBranch amplify:DeleteBranch arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

DeleteDomainAssociation amplify:DeleteDomainAssociationarn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

DeleteJob amplify:DeleteJob arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

DeleteWebhook amplify:DeleteWebhook arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

GenerateAccessLogs amplify:GenerateAccessLogs arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

GetApp amplify:GetApp arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

GetArtifactUrl amplify:GetArtifactUrl arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

GetBackendEnvironment amplify:GetBackendEnvironmentarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

GetBranch amplify:GetBranch arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

GetDomainAssociation amplify:GetDomainAssociationarn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

GetJob amplify:GetJob arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

GetWebhook amplify:GetWebhook arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

ListApps amplify:ListApps 必要なリソースはありません

ListArtifacts amplify:ListArtifacts arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

ListBackendEnvironments amplify:ListBackendEnvironmentsarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

ListBranches amplify:ListBranches arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

ListDomainAssociations amplify:ListDomainAssociationsarn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
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コンソール API オペレーション
Amplify

必要なアクセス許可 リソース

ListJobs amplify:ListJobs arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

ListWebhooks amplify:ListWebhooks arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

StartDeployment amplify:StartDeployment arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

StartJob amplify:StartJob arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

StopJob amplify:StopJob arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

TagResource amplify:TagResource arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

or

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

or

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

UntagResource amplify:UntagResource arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

or

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

or

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ ##### /###/ ### 
ID

UpdateApp amplify:UpdateApp arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
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コンソール API オペレーション
Amplify

必要なアクセス許可 リソース

UpdateBranch amplify:UpdateBranch arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

UpdateDomainAssociation amplify:UpdateDomainAssociationarn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

UpdateWebhook amplify:UpdateWebhook arn: aws: Amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID

次の表は、各 Amplify Admin UI API オペレーション、オペレーションを実行するために必要な対応するア
クセス許可と許可を付与できるAWSリソースを示しています。

管理 UI API オペレーション 必要なアクセス許可 リソース

CloneBackend amplifybackend:CloneBackendarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

CreateBackend amplifybackend:CreateBackendarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

CreateBackendAPI amplifybackend:CreateBackendAPIarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

CreateBackendAuth amplifybackend:CreateBackendAutharn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /##

CreateBackendConfig amplifybackend:CreateBackendConfigarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID
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管理 UI API オペレーション 必要なアクセス許可 リソース

CreateToken amplifybackend:CreateToken arn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

DeleteBackend amplifybackend:DeleteBackendarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

DeleteBackendAPI amplifybackend:DeleteBackendAPIarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

DeleteBackendAuth amplifybackend:DeleteBackendAutharn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /##

DeleteToken amplifybackend:DeleteToken arn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

GenerateBackendAPI モデル amplifybackend:GenerateBackendAPIModelsarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

147
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管理 UI API オペレーション 必要なアクセス許可 リソース

GetBackend amplifybackend:GetBackend arn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

GetBackendAPI amplifybackend:GetBackendAPIarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

GetBackendAPI モデル amplifybackend:GetBackendAPIModelsarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

GetBackendAuth amplifybackend:GetBackendAutharn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /##

GetBackendJob amplifybackend:GetBackendJobarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /###

GetToken amplifybackend:GetToken arn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID
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管理 UI API オペレーション 必要なアクセス許可 リソース

ListBackendJobs amplifybackend:ListBackendJobsarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /###

RemoveAllBackends amplifybackend:RemoveAllBackendsarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

RemoveBackendConfig amplifybackend:RemoveBackendConfigarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

UpdateBackendAPI amplifybackend:UpdateBackendAPIarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /api

UpdateBackendAuth amplifybackend:UpdateBackendAutharn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /##

arn: aws: Amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: #####
#/ アプリ ID /##

UpdateBackendConfig amplifybackend:UpdateBackendConfigarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

UpdateBackendJob amplifybackend:UpdateBackendJobarn: aws: Amplify#####
#:#####:##### ID: #####
#/ ### ID

arn: aws: amplifybackend: ####
#:##### ID: ######/ アプリ 
ID /###
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サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキー
を使用して、AWS Amplify が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧めしま
す。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステートメントで使
用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカウント ID を
使用する必要があります。

の値は Amplify アプリのブランチ ARNaws:SourceArn でなければなりませ
ん。arn:Partition:amplify:Region:Account:apps/AppId/branches/BranchNameこの値を
フォーマットで指定してください。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename::123456789012:* です。

次の例は、アカウント内の任意のAmplifyアプリへのアクセスを制限し、混乱を招く代理人問題を防ぐため
に適用できる役割信頼ポリシーを示しています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの赤色
の斜体テキストを独自の情報に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": [ 
          "amplify.me-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.eu-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.ap-east-1.amazonaws.com", 
          "amplifybackend.amazonaws.com", 
          "amplify.amazonaws.com" 
        ] 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

次の例は、アカウント内の特定のAmplifyアプリへのアクセスを制限し、混乱を招く代理人問題を防ぐため
に適用できる役割信頼ポリシーを示しています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの赤色
の斜体テキストを独自の情報に置き換えます。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": [ 
          "amplify.me-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.eu-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.ap-east-1.amazonaws.com", 
          "amplifybackend.amazonaws.com", 
          "amplify.amazonaws.com" 
        ] 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/d123456789/branches/
*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

Amplify でのセキュリティイベントのロギングとモ
ニタリング

モニタリングは、AmplifyAWS や他の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
重要な役割を果たします。 AWSには、Amplify を監視して異常を検出した場合にレポートを行い、必要に
応じて自動的に対処するために、次のモニタリングツールが用意されています。

• Amazon は、AWSリソースおよび CloudWatchAWSで実行しているアプリケーションをリアルタイム
でモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および特
定のメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を
行うことができます。たとえば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの CPU 
CloudWatch 使用率などのメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動する
ことができます。AAmplify CloudWatch でのメトリクスとアラームの使用の詳細については、を参照し
てくださいモニタリング (p. 102)。

• Amazon CloudWatch Logs では、Amazon EC2 インスタンス、およびその他のリソースからのログファ
イルをモニタリングAWS CloudTrail、保存、アクセスできます。 CloudWatch ログは、ログファイル
内の情報をモニタリングし、特定のしきい値に到達するときに通知を行います。高い耐久性を備えたス
トレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、Amazon CloudWatch ログ
ユーザーガイドを参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにログファイ
ルを配信します。AWS を呼び出したユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出
し日時を特定できます。詳細については、「Amplify 記録AWS CloudTrail (p. 115)」を参照してくださ
い。

• Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに簡単に接続できるよう
にするサーバーレスイベントバスサービスです。 EventBridge は、お客様独自のアプリケーショ
ン、Software-as-a-Service (SaaS) アプリケーション、AWSおよびサービスからリアルタイムデータの
ストリームを配信し、AWS Lambdaそのデータをなどのターゲットにルーティングします。これによ
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り、サービスで発生したイベントをモニタリングし、イベント駆動型アーキテクチャを構築できます。
詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドを参照してください。

Amplify でのデータ保護
AWS Amplify は、データ保護に関する規制やガイドラインを含む AWS 責任共有モデルに準拠していま
す。AWS は、AWS のすべてのサービスを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を
負います。AWS は、お客様のコンテンツや個人データを取り扱うためのセキュリティ設定コントロール
など、このインフラストラクチャでホストされるデータの制御を管理します。AWS のお客様および APN 
パートナーは、データ管理者またはデータ処理者として、AWS クラウドに格納した個人データに対して責
任を負います。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な許可
のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3 

に保存される個人データの検出と保護が支援されます。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、名前フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。コンソー
ル、API、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、AWS 
CLI、、、、、、、、、、AWSAWSAmplify や他のサービスに入力されたデータはすべて、診断ログの内
容として取得される可能性があります。外部サーバーへの URL を指定するときは、そのサーバーへのリク
エストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

保管中の暗号化
保存時の暗号化とは、保存中にデータを暗号化することで、不正なアクセスからデータを保護することで
す。Amplify は、が管理する Amazon S3AWS KMS keys を使用してアプリケーションのビルドアーティ
ファクトをデフォルトで暗号化しますAWS Key Management Service。

CloudFront AmplifyはAmazonを利用してアプリを顧客に提供しています。 CloudFront は、エッジロケー
ション POP (Point Of Presence) 用に暗号化された SSD、およびリージョナルエッジキャッシュ (REC) 用
に暗号化された EBS ボリュームを使用します。Functions CloudFront の関数コードと設定は、エッジロ
ケーション POP の暗号化された SSD や、で使用されるその他のストレージロケーションに、常に暗号化
された形式で保存されます CloudFront。

転送中の暗号化
転送中の暗号化とは、通信エンドポイント間の移動中にデータが傍受されるのを防ぐことです。Amplify ホ
スティングは、デフォルトで送信中のデータを暗号化します。お客様と Amplify の間、および Amplify と
そのダウンストリーム依存関係の間のすべての通信は、署名バージョン 4 署名プロセスで署名された TLS 
接続を使用して保護されます。すべての Amplify Hosting エンドポイントは、AWS Certificate Managerプ
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ライベート認証局が管理する SHA-256 証明書を使用します。詳細については、「署名バージョン 4 の署
名プロセス」および「ACM PCA とは」を参照してください。

暗号化キーの管理
AWS Key Management Service(KMS) は、AWS KMS keys顧客データの暗号化に使用される暗号化キーの
作成と管理のためのマネージド型サービスです。 AWS Amplify顧客に代わってデータを暗号化するための
暗号鍵を生成および管理します。お客様が管理する必要のある暗号化キーはありません。

AWS Amplify のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査員は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環として AWS Amplify 
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらには、SOC、PCI、ISO、HIPAA、ENS 
High、HITRUST、HIPAA、ENS High、HITRUST、HIPAA、ENS High、HITRUST、HIPAA、ENS 
High、HIPAA、

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

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

• 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。
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AWS Amplify でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

AWS AmplifyマネージドサービスであるはAWSグローバルネットワークセキュリティで保護されていま
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 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Amplify 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)。TLS 1.2 が必要です。
• 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、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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AWS Amplifyホスティングリファレ
ンス

このセクションのトピックを使用して、のドキュメントを参照してくださいAWS Amplify。

トピック
• AWS CloudFormation サポート (p. 155)
• AWS Command Line Interface サポート (p. 155)
• リソースタグのサポート (p. 155)

AWS CloudFormation サポート
AWS CloudFormationテンプレートを使用してAmplifyリソースをプロビジョニングすることで、繰り返し
可能で信頼性の高いWebアプリのデプロイが可能になります。 AWS CloudFormationには、クラウド環境
のすべてのインフラストラクチャリソースを記述してプロビジョニングするための共通言語が用意されて
おり、AWS数回クリックするだけで複数のアカウントやリージョンへのロールアウトが簡単になります。

Amplify ホスティングについては、Amplify CloudFormation のドキュメントを参照してください。Amplify 
Studio については、Amplify UI CloudFormation ビルダーのドキュメントを参照してください。

AWS Command Line Interface サポート
AWS Command Line Interfaceを使用して、コマンドラインからプログラムで Amplify アプリを作成しま
す。詳細についてはAWS CLIのドキュメントを参照してください。

リソースタグのサポート
を使用して AmplifyAWS Command Line Interface リソースにタグを付けることができます。詳細について
はAWS CLIのドキュメントを参照してください。
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AWS Amplify のドキュメント履歴
次の表に、AWS Amplify の前回のリリース以後に行われた、文書の重要な変更を示します。

• 最新のドキュメント更新:2023 年 2 年 2 年 2 2 年 2 2 年 2 2

変更 説明 日付

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2023 年 2 月 24 日

サーバー側レンダリングの章を
更新しました。

Amplify Hosting でサーバーサ
イドでレンダリングされたアプ
リをデプロイ (p. 14)この章を更
新して、Amplify の Next.js バー
ジョン 12 と 13 のサポートに対
する最近の変更について説明し
ました。

2022 年 11 月 17 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2022 年 8 月 30 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

Amplify Studioフルスタックの継
続的デプロイの使用開始 (p. 10)
を使用してバックエンドをデプ
ロイする方法を説明するトピッ
クを更新しました。

2022 年 8 月 23 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2022 年 4 月 27 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2022 年 4 17 年 17 17 年 17

GitHub アプリ新機能のリリース GitHub リポジトリへの Amplify
GitHubリポジトリへの Amplify ア
クセスを設定する (p. 73) GitHub 
アクセスを許可するための新し
いアプリを説明するトピックを
追加しました。

2022 年 4 月 5 日

Amplify・スタジオの新機能のリ
リース

AWS Amplifyホスティングへよう
こそ (p. 1)トピックを更新して、

2021 年 12 月 2 日
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変更 説明 日付
バックエンドデータに接続でき
る UI コンポーネントを作成する
ためのビジュアルデザイナーを
提供する Amplify Studio の更新に
ついて説明しました。

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS Studioをサ
ポートするためのAmplifyの管理
ポリシーの最近の変更について
説明しました。

2021 年 12 月 2 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2021 年 11 月 8 日

管理ポリシーのトピックを更新
しました。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 130)トピックを更
新して、AmplifyAWS の管理ポリ
シーの最近の変更について説明
しました。

2021 年 9 月 27 日

管理ポリシーのトピックを追加
しました。

Amplify のAWS管理ポリシー
と、これらのポリシーに対す
る最近の変更について説明しま
す。AWS Amplify の AWS マネー
ジドポリシー (p. 130)

2021 年 7 月 28 日

サーバー側レンダリングの章を
更新しました

Next.js バージョン 10Amplify 
Hosting でサーバーサイドでレ
ンダリングされたアプリをデプ
ロイ (p. 14) の新しいサポートに
ついて説明するように章を更新
しました。 x。 x と Next.js バー
ジョン 11。

2021 年 7 月 22 日

「ビルド設定の設定」の章を更
新

Amplify で monorepoモ
ノレポビルド設
定 (p. 48)AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
アプリをデプロイするときのビ
ルド設定と新しい環境変数を設
定する方法を説明するトピック
を追加しました。

2021 年 7 月 20 日
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変更 説明 日付

機能ブランチ導入の章を更新し
ました

Amplify コンフィグのビルド
時の自動生成 (p. 64)aws-
exports.jsビルド時にファ
イルを自動生成する方法を説
明するトピックを追加しまし
た。条件付きバックエンドビ
ルドを有効にする方法について
説明します。条件付きバックエ
ンドend end end end end end 
end end (p. 65)新しいアプリを
作成したり、新しいブランチを
既存のアプリに接続したり、既
存のフロントエンドを別のバッ
クエンド環境を指すように更新
したりするときに、アプリ間で
Amplifyバックエンドを使用す
る (p. 66)既存のバックエンド
を再利用する方法を説明するト
ピックを追加しました。

2021 年 6 月 30 日

セキュリティに関する章を更新
しました。

責任分担モデルを適用する方
法と、Amplify でのデータ保
護 (p. 152) Amplifyが暗号化を
使用して保存中および転送中の
データを保護する方法を説明す
るトピックを追加しました。

2021 年 6 月 3 日

SSR 機能の新規サポート開始 サーバーサイドレンダリング 
(SSR) を使用し、Next.js で
作成されたウェブアプリの 
AmplifyAmplify Hosting でサー
バーサイドでレンダリングされ
たアプリをデプロイ (p. 14) サ
ポートについて説明する章を追
加しました。

2021 年 5 月 18 日

セキュリティに関する新しい章 Amplifyを使用する際に責
任分担モデルを適用する方
法と、Amplify のセキュリ
ティ (p. 118)セキュリティとコン
プライアンスの目標に合わせて
Amplifyを構成する方法を説明す
る章を追加しました。

2021 年 3 月 26 日

カスタムビルドのトピックを更
新しました

Amazon Elastic Container 
Registry Public でホストされ
るカスタムビルドイメージを
設定する方法を説明するよう
に、「カスタムビルドイメー
ジとライブパッケージアップ
デート」トピックを更新しまし
た (p. )。

2021 年 3 月 12 日
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変更 説明 日付

監視トピックを更新しました。 Amazon  CloudWatch メトリック
スデータにアクセスしてアラー
ムを設定する方法を説明するモ
ニタリングトピックを更新しま
した (p. )。

2021 年 2 月 2 日

CloudTrail 新しいロギングトピッ
ク

「AWS Amplifyコンソール API 
リファレンス」と「AWS Amplify
管理 UI API リファレンス」に、
すべての APIAWS CloudTrail ア
クションをキャプチャしてロ
グに記録する方法を説明する
「Logging Amplify API コールの
記録 (p. )」AWS CloudTrail 
トピックを追加しました。

2021 年 2 月 2 日

新しい管理 UI 機能の開始 フロントエンド Web およびモバ
イルデベロッパーが外部でアプ
リバックエンドを作成および管
理するための視覚的なインター
フェイスを提供する新しい管理 
UIAWS Amplifyホスティングへよ
うこそ (p. 1)AWS Management 
Console について説明するように
トピックを更新しました。

2020 年 12 月 1 日

新しいパフォーマンスモード機
能の開始

「アプリのパフォーマンスの管
理 (p. )」トピックを更新
し、パフォーマンスモードを
有効にしてホスティングのパ
フォーマンスを最適化する方法
を説明しました。

2020 年 11 月 4 日

カスタムヘッダートピックを更
新しました

コンソールまたはYMLファイ
ルを編集して、Amplifyアプリ
のカスタムヘッダーを定義す
る方法を説明するカスタムヘッ
ダーのトピックを更新しまし
た。 (p. )

2020 年 10 月 28 日

新しいauto サブドメイン機能の
開始

Amazon Route 53 カスタムド
メインに接続されたアプリで
パターンベースの機能ブラン
チデプロイを使用する方法を説
明する「Route 53 カスタムド
メインの自動サブドメインの設
定 (p. )」トピックを追加
しました。プルリクエストから
Web プレビューをサブドメイン
でアクセスできるように設定す
る方法を説明する (p. 79)「サブ
ドメインによる Web プレビュー
アクセス」トピックを追加しま
した。

2020 年 6 20 年 6 20 6 20
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変更 説明 日付

新しい通知トピックです。 ビルドが成功または失敗した
ときに利害関係者やチームメン
バーに警告するように Amplify ア
プリのメール通知を設定する方
法を説明する通知トピックを追
加しました。 (p. )

2020 年 6 20 年 6 20 6 20

カスタムドメインのトピックを
更新しました

Amazon Route 53、、および 
Googleカスタムドメインをセッ
トアップする (p. 29) ドメインに
カスタムドメインを追加する手
順を改善するためにトピックを
更新しました。 GoDaddyこの
アップデートには、カスタムド
メインの設定に関する新しいト
ラブルシューティング情報も含
まれています。

2020 年 5 月 12 日

AWS Amplify リリース このリリースでは Amplify が導入
されました。

2018 年 11 月 26 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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