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ホスティング機能のAmplify

へようこそAWS Amplifyホスティン
グ
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。AWS。Amplify は、2 つ
のサービスを提供します。Hosting と Amplify Studio. 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。Amplify Hosting の開始にあたっては、Amplify Hosting の使用を開始するために必要な情報を提供し
ます。

ホスティング機能のAmplify
• Amplify Hosting は、React、Angular、Angular、Vue.js、Ionic、Ember などの一般的なSPAフレーム
ワークと、Gatsby、Eleventy、Hugo、VuePress、Jekyll などの静的サイトジェネレーターをサポートし
ています。
• 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稼働環境とステージング環境を管理
します。参照,機能ブランチのデプロイ (p. 55)。
• アプリケーションをカスタムドメインConnect。参照,カスタムドメインを設定する (p. 28)。
• SSR Web アプリをデプロイしてホストする (p. 14)Next.js. フレームワークを使用して作成されまし
た。
• 設定して、コードレビュー中に変更をプレビューするプルリクエストのプレビュー (p. 79)。
• 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す。参照,エンドツーエンドテスト (p. 82)。
• 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。参照,アクセスの制限 (p. 90)。
• SEO の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するに
は、書き換えとリダイレクトを設定します。参照,リダイレクトを使用する (p. 84)。
• インスタントキャッシュを無効にすると、すべてのコードコミットでアプリが即座に更新されます。
• アトミックデプロイでは、ウェブアプリがデプロイ全体の完了後に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。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。
• レイアウトの問題を特定するには、アプリのスクリーンショットをさまざまなモバイルデバイスにレン
ダリングします。

Amplify Hosting の使用開始
Amplify のホスティング機能の使用を開始するには、既存のコードの使用開始 (p. 4)チュートリア
ル チュートリアルを完了すると、git リポジトリを接続できるようになります (GitHub, BitBucket クラウ
ド、GitLab、AWS CodeCommit) をクリックして、継続的デプロイを設定します。または、フルスタック
の継続的デプロイのサンプル (p. 10)。

Studio Amplify
Amplify Studio には、AWS Amplifyコンソールには、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するビジュアル開発環境で
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す。Studio を使用して、次のセットでフロントエンド UI を構築します。 ready-to-use UI コンポーネン
トを使用して、アプリのバックエンドを作成し、2 つを接続します。のユーザガイドを参照してくださ
い。Studio AmplifyのドキュメントのAmplify。

Studio の機能Amplify
• ビジュアルデータモデリングを使用すると、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承認。
• コードとしてのインフラストラクチャ（Infrastructure As Code）は、すべてのバックエンドAWS
CloudFormation。
• Amplify コマンドラインインターフェイス (CLI) で動作します。Studio で行ったすべての更新を CLI に取
り込むことができます。
• 電子メールでユーザーを招待して、バックエンドを構成および管理します。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によるコンテンツ管理。
• 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で、数十種類のデザインから選択できます。
• デザイナーが構築した 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。
• テーマでフロントエンド UI をカスタマイズして、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。
• Studio 内で直接 UI コンポーネントを構成およびテストし、データの更新と表示方法を確認します。
• いくつかの簡単なステップで、クラウド接続されたバックエンドをフロントエンド UI にバインドしま
す。

Amplify Studio を始めるにあたって
は要りませんAWSStudio を使用してバックエンドの作成を開始するためのアカウント。なしAWSアカウ
ントでは、バックエンドのデータをローカルでモデリングできます。
でAWSアカウントでは、バックエンド環境を管理するための拡張された Studio 機能と、アプリのバック
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、次を参照してください。開始方法のドキュメントのAmplify。

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 Web アプリケーション (SPA) に関する基本的な知識をお
持ちのお客様を対象としています。最新のウェブ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 として構築されます。従来のクライアントサーバー型
のウェブアーキテクチャには、エクスペリエンスが低下する原因がありました。ボタンをクリックしたり
検索したりするたびに、サーバーのラウンドトリップや、アプリケーション全体の再レンダリングが必要
でした。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イス) を、あらか
じめ構築された HTML/JavaScript ファイルとしてブラウザに効率的に提供することで、ページをリロード
することなくバックエンド機能を呼び出すことができる、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ているフロ
ントエンドコード、バックエンドビジネスロジックなど、複数の場所に分散されていることが少なくあり
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ません。AWS Lambdaクラウドで実行されている機能。これにより、開発者がフロントエンドとバックエ
ンド間でデプロイメントを慎重に調整して、部分的または失敗したデプロイメントを回避する必要がある
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、単一のワークフローのフロン
トエンドとバックエンドのデプロイを簡素化します。
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既存のコードの使用開始
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
含まれます。Amplify Hosting は、Next.js を使用して作成されたサーバーサイドレンダリング (SSR) を使
用するウェブアプリもサポートしています。
開始するには、Amplify コンソールにログインします。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「はじめに

[すべてのアプリ] ページから始める場合は、右上隅にある [新規アプリ] を選択し、次に [ウェブアプリをホ
スト] を選択します。
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ステップ 1: リポジトリへのConnect
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. 71)」を参照してください)。

Bitbucket、 GitLabまたはを使用して Amplify コンソールを承認した後AWS CodeCommit、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。Amplify 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 リポジトリについては、Amplify GitHub が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。Amplify GitHub アプリでは、権限がより細かく調整され、指定したリポジトリのみへのア
クセス権限を Amplify に付与できます。 GitHub アプリのインストールおよび承認の詳細については、「」
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. 75)。
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ステップ 2a. フロントエンドのビルド設定を確認する

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。

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、アーティファクト > BaseDirectory) が正確であ
ることを確認します。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
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ステップ 2b. バックエンドのビルド設定を確認する

す。ビルド設定は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（monoreposの場合は、YMLをアプリのルートディレクトリに保存してください）。

詳細については、「ビルド仕様 YAML Syntax (p. 44)」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+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
ンを検索）、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によって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入門 (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、アカウント内のリソース
を操作するためのアクセス権限を Amplify に付与する安全な方法です。詳細な手順については、「サービ
スロールの追加 (p. 112)」を参照してください。
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ステップ 2c. 環境変数の追加 (オプション)

[Note:] (メモ:) Amplify CLIは、IAMサービスロールが有効になっていないと実行されません。

ステップ 2c. 環境変数の追加 (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. 91)、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。保存してデプロイを選択
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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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. 28)
• 複数の環境を管理する (p. 55)
• マージ前にプルリクエストをプレビューする (p. 79)
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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、コードをコミッ
トするたびにバックエンドとフロントエンドに更新を継続的にデプロイできます。Amplify Hostingを使用
すると、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、フロントエンドコードと同じコミットでデプロイできます。
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 Hosting 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: フロントエンドデプロイ (p. 10)
• ステップ 2: バックエンドの作成 (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 を作成します。https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start/email を開いて始め
ましょう。
• Git リポジトリプロバイダー (Bitbucket、 GitHub、など) 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）のインストール 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: フロントエンドデプロイ
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 Console 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 アプリ作成ドキュメントの React アプリ作成の手順に従うこともできます。
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ステップ 2: バックエンドの作成

フロントエンドアプリをデプロイするには
1.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

2.

[すべてのアプリ] ページで、右上隅にある [新規アプリ] を選択し、次に [ウェブアプリをホスト] を選
択します。

3.

ご利用のプロバイダー 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 リポジトリについては、Amplify GitHub
が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と認証の詳細については、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. 75)。

5.

リポジトリブランチの追加ページで、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: バックエンドの作成
Amplify Hosting にフロントエンドアプリをデプロイしたので、次は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 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.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

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設定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 Documentation を参照してくだ
さい。
次のステップに従って、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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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.

[保存して展開] 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、継続的デプロイメントワークフローにバックエンドを追加するようにビルドプロセスを設定でき
ます。以下の手順に従って、Amplify Hosting コンソールでフロントエンドブランチを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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次のステップ

3.

4.
5.
6.

「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。ビルド時には、aws-exports.js Amplifyはバックエンド環境を
変更せずにファイルのみを自動的に生成します。
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か、新しいサービスロールを作成できま
す。手順については、「サービスロールの追加 (p. 112)」を参照してください。
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。
ステージングバックエンドとフロントエンドアプリのメインブランチとの接続を完了するには、プロ
ジェクトの新しいビルドを実行します。
次のいずれかを実行します。
•
•

Git リポジトリから、Amplify コンソールでコードをプッシュして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
フィーチャーブランチ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のフィーチャーブランチデプロイをセット
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 UI コンポーネントのセッ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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サーバーサイドのレンダリングとは

Amplify Hostingを使用してサーバー
側でレンダリングされたアプリケー
ションをデプロイ
AWS Amplifyを使用して、サーバー側レンダリング (SSR) を使用する Web アプリケーションをデプロイ
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は自動的に SSR を検出します。で手動で設定を行
う必要はありませんAWS Management Console。
Amplify が SSR をサポートする方法については、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は静的ウェブ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。これらに
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、コン
テンツ配信ネットワーク (CDN) に保存された HTML、CSS、 JavaScript ファイルなどのファイルの組み
合わせで構成されます。クライアントブラウザーが Web サイトにリクエストを送信すると、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ーはコンテンツを解釈してユー
ザーに表示します。
Amplify は、サーバー側レンダリング (SSR) を使用する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、そのページの HTML がリクエストごとにサー
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ごとおよびユーザーごとに 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 を使用して作成されたサーバーサイドレンダリング (SSR) ウェブアプリのデプロイと
ホスティングのみをサポートします。Next.js は、を使用して SPA を開発するための React JavaScript フ
レームワークです。イメージとスクリプトの最適化、インクリメンタル静的再生 (ISR)、ミドルウェアなど
の機能を備えた Next.js 13 で構築されたアプリをデプロイできます。
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組み合わせること
ができます。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、パフォーマンスと検索エンジンの最適化を向上させることができます。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ため、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
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Next.js 機能のサポート

間が短くなると、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ランキングにもプラスの影
響を与えます。また、事前レンダリングを行うと、検索エンジンのボットがウェブサイトの 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 の向上にもつながります。
Next.js には、最初のバイトまでの時間 (TTFB) やファースト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クラシック (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 の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のコンピュート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)
• モノの静的ページ
• API ルート
• 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
• 国際化 (i18n) 自動ロケール検出
• 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
• 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)
• Next.js 13 アプリケーションディレクトリ (ベータ)

Next.js イメージ最適化を使用する
Next.js のドキュメントでは、画像の最適化が本番環境で正しく機能するようにシャープの画像処理モ
ジュールをインストールすることを推奨しています。ただし、Amplify のデプロイには必要ありませ
ん。Amplify が自動的にシャープをデプロイします。
画像の最大出力サイズは 6 MB を超えることはできません。大きな画像ファイルをどこかに保存してお
き、next/imageその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 アプリの料金
Next.js 12 以降の SSR アプリケーションをデプロイする場合、Amplify Hosting コンピューティングは
SSR アプリケーションのデプロイに必要なリソースを管理します。Amplify Hostingのコンピューティング
料金について詳しくは、「AWS Amplify料金」を参照してください。

Amplify を使用して Next.js SSR アプリケーションを
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アプリケーションをデプロイします。Amplify Hostingコンピューティングは、SSR
アプリケーション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 はユーザー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 アプリケーションを Amplify ホスティング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 アプリケーションをデプロイします。

Amplify ホスティングコンピュート 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.
3.

「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。
ご使用のプロバイダー GitHub、Bitbucket プロバイダー 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。
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。

4.

a.
b.
c.
5.

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。
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。
[Next] (次へ) を選択します。

アプリには、Amplify が代理で他のサービスを呼び出すときに IAM サービスロールが引き受けま
す。Amplify Hosting コンピュートにサービスロールの自動作成を許可するか、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
•

•

6.
7.

「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。
[Next] (次へ) を選択します。
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.json ファイルの設定
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。
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Next.js SSR アプリケーションのビルドスクリプトの例を次に示します。"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。
"scripts": {
"dev": "next dev",
"build": "next build",
"start": "next start"
},

Next.js SSG アプリケーションのビルドスクリプトの例を次に示します。"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す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のがSSGアプリかSSRアプリかを判断した
後、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. 44)」を
参照してください。
Amplify は、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、.nextファイル内でを手動でに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.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/**/*

Amplifyは、SSGアプリケーションをデプロイしていることを検出すると、そのアプリケーションのビルド
スペックを生成し、baseDirectory outに設定します。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ファイル内でを手動でに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:
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phases:
preBuild:
commands:
- npm ci
build:
commands:
- npm run build
artifacts:
baseDirectory: out
files:
- '**/*'
cache:
paths:
- node_modules/**/*

Next.js 11 SSR アプリケーションを Amplify ホスティ
ング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、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。現在、Amplify Hosting コンピューティング 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 SSR プロバイダーにアプリを移行する
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 コンピュート SSR プロバイダーに移行します。

アプリを Amplify ホスティングコンピュート SSR プロバイダーに移行するには
1.
2.

にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
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.
4.
5.
6.

ナビゲーションペインで、[アプリ設定]、[一般] を選択します。
Classic (Next.js 11 のみ) SSR プロバイダーを使用してデプロイされたブランチがアプリにある場合、
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。
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。
Amplify はアプリをビルドして再デプロイし、移行を完了します。

SSR 移行を元に戻す
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ます。
前のセクションの手順を使用し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 Compute に移行したら、コンソールで移行を元
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に戻すことはできません。移行を元に戻すには、を使用してアプリのプラットフォームをに戻す必要があ
りますWEB_DYNAMIC。AWS Command Line Interface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_DYNAMIC --region us-west-2

静的 Next.js アプリへの 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、以下のステップ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. アプリにサービスロールを追加します。
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. package.jsonアプリのファイルを更新して、アプリが SSR を使用していることを示します。

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
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、AmplifyWEB 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 が代理で他のサービスを呼び出す際に Amplify 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.
2.
3.

にサインインして Amplify コンソールを開きます。AWS Management Console
Amplify アカウントにサービスロールを作成していない場合は、「サービスロールの追加 (p. 112)」
を参照してこの前提条件の手順を完了してください。
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.
6.

アプリの詳細ページで、「編集」 を選択します。
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。
[Save] (保存) を選択します。

7.

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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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. 44) 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/**/*

パッケージ.json ファイルを更新してください
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.js アプリが SSG ページと SSR"next build" ページの両方をサポートすることを
示すようにビルドスクリプトをに設定します。
"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。

サーバー側のランタイムが環境変数にアクセスできる
ようにする
Amplify Hostingでは、Amplifyコンソールのプロジェクト構成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できます。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ことを目的としています。
特定の環境変数を Next.js から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。次のビルド仕様の例は、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:
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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、ビルドコマンドセクションには、.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ます。
次の行は、.env.productionビルド環境から特定の変数を取得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

変数がビルド環境に存在する場合、.env.productionファイルには以下が含まれます。
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 CloudWatch アプリのアマゾンログ
Amplify は Next.js ランタイムに関する情報をの 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、Amplify がユーザーに代わり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 コンピュートにサービスロールの自動作成
を許可するか、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 に Amazon CloudWatch Logs へのア
クセスを許可するには、ポリシーに以下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
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logs:PutLogEvents

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. 112)」を参照してください。

SSR デプロイメント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)
• オンデマンドのインクリメンタル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)

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、非エッジ API とミドルウェアを使用する必要があります。

オンデマンドのインクリメンタル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静的再生 (ISR) をサポートし、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、ウェブコンピュート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
するビルド出力の最大サイズは 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。amplify.ymlアプリの
ファイルのビルドステップに次のコマンドを追加します。
- allfiles=$(ls -al ./.next/standalone/**/*.js)
- npx esbuild $allfiles --minify --outdir=.next/standalone --platform=node --target=node16
--format=cjs --allow-overwrite

Amplify Next.js 11 SSR サポート
2022 年 11 月 17 日に Amplify ホスティングコンピューティング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クラシック
（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、Classic (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 の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 アプリケーションを Amplify ホス
ティング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
説明します。
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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)
• モノの静的ページ
• API ルート
• 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

Next.js 11 SSR アプリの価格設定
Next.js 11 SSR アプリをデプロイすると、AmplifyAWS はアカウントに追加のバックエンドリソースを作
成します。これには以下が含まれます。
• アプリケーションの静的アセットのリソースを格納する 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。
• CloudFront アプリを提供するAmazonディストリビューション。 CloudFront 料金について詳しくは、
「Amazon 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
ケーションのアクセス許可
Amplify には SSR アプリケーションをデプロイするためのAWS Identity and Access Management (IAM) 権
限が必要です。必要な最低限のアクセス許可がないと、SSR アプリケーションをデプロイしようとしたと
きにエラーが発生します。Amplify に必要な権限を付与するには、サービスロールを指定する必要がありま
す。
Amplify が代理で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. 112)。以下の手順では、AdministratorAccessAmplify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、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
シーは、SSR アプリケーションのデプロイに必要な権限よりも多くの権限を提供します。
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され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 アプリケー
ション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管理の IAM ポリシーを作成できます。カ
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スタマー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、以下の SSR アプリケーション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
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
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amplify:GetApp
amplify:GetBranch
amplify:UpdateApp
amplify:UpdateBranch

Next.js 11 SSR デプロイメントのトラブルシューティング
Amplify でクラシック (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)
• アプリには SSR ブランチと SSG ブランチの両方がある (p. 26)
• 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. 26)
• CloudFrontアプリが上限に達しました (p. 27)
• 環境変数は Lambda 関数には引き継がれません (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ます (p. 27)
• 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. 27)
• Next.js アプリの画像が読み込まれていません (p. 27)
• サポートされていないリージョン (p. 27)

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。
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の表示
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. 44)。
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/**/*
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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ていること
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、アプリのビルド仕様で正しいビル
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 アプリケーションをデプロイすると、Amplify は CloudFront SSR ディストリビューションのリライ
ト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、 CloudFrontAWSアカウント
に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際にAmplifyが作成するリライトルールの例を示しています。

アプリが大きすぎてデプロイできない
Amplifyは、SSRデプロイメントのサイズを50 MBに制限します。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
が大きすぎてデプロイできません。この問題を回避するには、next.config.jsファイルにキャッシュク
リーンアップコードを追加してください。
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
},
}

アプリには SSR ブランチと SSG ブランチの両方がある
SSR ブランチと SSG ブランチの両方を含むアプリケーションをデプロイすることはできません。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
ケーションと 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
静的ファイルを処理できます。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
パス付きの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

26

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Amplify Next.js 11 SSR サポート

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 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る場合は、 CloudFront 未使用のディストリ
ビューションをアカウントから削除するか、クォータの引き上げをリクエストできます。詳細について
は、「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 関数には引き継がれません
SSR アプリの Amplify コンソールで指定した環境変数は、AWS Lambdaアプリの機能には引き継がれませ
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。サー
バー側のランタイムが環境変数にアクセスできるようにする (p. 20)

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ます
Next.js アプリをデプロイすると、Amplify は Lambda @Edge CloudFront 関数を作成して配信するコンテ
ンツをカスタマイズします。Lambda @Edge 関数は、アプリケーション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 の制約で
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 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、またはサポートされていない Next.js 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 を使用して 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 アプリケーションを Amplify ホスティング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ていません
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 を超えるイメージは 503 エラーを返
します。これは、ヘッダーと本文を含む、Lambda 関数によって生成されたレスポンスのサイズを 1 MB
に制限する Lambda @Edge の制限が原因です。
1 MB の制限は、PDF ファイル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も適用
されます。

サポートされていないリージョン
Amplifyは、AWS Amplifyが利用可能なすべてのリージョンでのクラシック（Next.js 11のみ）SSRアプリ
ケーションのデプロイをサポートしているわけではありません。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) apeast-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設定する
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、GoDaddy、または Google ドメインなどのドメインレジストラを通じて購入でき
ます。Route 53 は、Amazon 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、「」を参照してください。Amazon Route 53 とは。
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、アプリがカスタム URL でホストされている旨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 を介して保護されるように、アプリに接続されている
すべてのドメインに対して SSL/TLS 証明書を発行します。によって生成された証明書AWS Certificate
ManagerACM) 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。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再度ドメインを追加す
る必要があります。
アプリケーション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。この手順の実行方法の詳細については、「」を参照してください。既存のコードの使用開始 (p. 4)。
カスタムドメインに接続するには、ドメインと DNS の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 (p. 28)。
トピック
• DNS の用語と概念 (p. 28)
• Amazon Route 53 によって管理されるカスタムドメインを追加する (p. 30)
• 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)
• GoDaddy で管理されるカスタムドメインを追加します (p. 34)
• Google Domains によって管理されるカスタムドメインを追加する (p. 37)
• サブドメインの管理 (p. 38)
• 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. 40)
• カスタムドメインのトラブルシューティング (p. 40)

DNS の用語と概念
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、次のトピックでカスタムド
メインを追加する手順を理解するのに役立ちます。

DNS の用語
DNSに共通する用語の一覧を以下に示す。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、一連のウェブページに対してドメインをマスクし、それらが他の場所
にあるかのように見せるための 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
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イン名 (FQDN) にポイントします。たとえば、新しい CNAME レコードを作成して、サブドメインを
マップできます。www.example.comである。ここでwwwサブドメインは FQDN ドメインにあります
かブランチ名.d1m7bkiki6tdw1.cloudfront.netAmplify コンソールでアプリに割り当てられます。
ANAME
ANAME レコードは CNAME レコードと似ていますが、ルートレベルにあります。ANAME はドメイ
ンのルートを FQDN にポイントします。その FQDN は IP アドレスをポイントします。
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 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フレンドリーな IP アドレ
スに変換する電話帳のようなものです。入力するとhttps://google.comブラウザに入力すると、Web
サイトをホストするサーバーの IP アドレスを見つけるために DNS プロバイダーで検索操作が実行されま
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 では、CNAME レコードを使用して、カスタムドメインを所有していることを確認します。ドメイ
ンを Route 53 でホストしている場合、検証はお客様に代わって自動的に行われます。ただし、次のよう
なサードパーティープロバイダーでドメインをホストする場合 GoDaddy または Google の場合は、ドメイ
ンのDNS設定を手動で更新し、Amplify によって提供される新しい CNAME レコードを追加する必要があ
ります。

ホスティングのカスタムドメインセットアップAmplify
する
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
完了する必要がある多くのステップがあります。次の図は、SSL/TLS 証明書の作成、証明書の設定と検
証、およびドメインのアクティベーションに対して Amplify が実行する手順の順序を示しています。

次のリストでは、ドメインセットアッププロセスの各手順について詳しく説明します。

29

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Amazon Route 53 によって管理さ
れるカスタムドメインを追加する

SSL/TLS の作成
AWS Amplifyは、安全なカスタムドメインをセットアップするための SSL/TLS 証明書を発行します。
SSL/TLS の設定および検証
証明書を発行する前に、Amplify は、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は、Amplify によって DNS 検証レコードが自動的に
更新されます。Route 53 の外部で管理されているドメインの場合は、Amplify コンソールに表示され
ている DNS 検証レコードをサードパーティーの 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。
ドメインの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 の外部で管理されているドメインの場合は、Amplify コ
ンソールに表示されている CNAME レコードをサードパーティーの 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
メインを追加する
Route 53 で管理されるカスタムドメインを追加するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはAmplify コンソール。

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、[] を選択します。アプリの設定,ドメイン管理。

4.

リポジトリの []ドメイン管理[] ページで、[]ドメインの追加。

5.

を使用する場合ドメインで、ルートドメインを入力し、リストに表示されたときに使用するドメイン
を選択し、ドメインの設定。
入力を始めると、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「」と入力します。example.comにとってドメイン。
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6.

デフォルトでは、Amplify はドメインに 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を選択すると、サブドメインが表示されます。https://
www.example.comそしてhttps://example.comルートドメインからへのリダイレクトを設定してwwwサ
ブドメイン。
(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、書き換えとリダイレクトナビゲーションペインで、ドメインを構成し、[] を選択し
ます。保存。

Note
DNS が伝播し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
エラーの解決に関するヘルプについては、を参照してください。カスタムドメインのトラブ
ルシューティング (p. 40)。
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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
ドメインの管理に Amazon Route 53 を使用していない場合は、サードパーティーの DNS プロバイダーに
よって管理されてい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。
使用するもの GoDaddy または Google ドメインについては、「」を参照してください。the section
called “GoDaddy で管理されるカスタムドメインを追加します” (p. 34)またはthe section called “Google
Domains によって管理されるカスタムドメインを追加する” (p. 37)これらのプロバイダに固有の手順を
参照してください。

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には
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き、Amplify コンソール。

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、[] を選択します。アプリの設定,ドメイン管理。

4.

[ドメイン管理] ページで、[] を選択します。ドメインの追加。

5.

を使用する場合ドメインで、ルートドメインの名前を入力し、[ドメインの設定。たとえば、ドメイン
の名前がhttps://example.com「」と入力します。example.com。
ドメインをまだ所有しておらず、それが利用可能な場合は、Amazon Route 53。

6.

デフォルトでは、Amplify はドメインに 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を選択すると、サブドメインが表示されます。https://
www.example.comそしてhttps://example.comルートドメインからへのリダイレクトを設定してwwwサ
ブドメイン。
(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、書き換えとリダイレクトナビゲーションペインで、ドメインを構成し、[] を選択し
ます。保存。
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7.

リポジトリの []アクションメニューで、[] を選択します。DNS レコードの表示。Amplify コンソールに
表示された DNS レコードを使用して、サードパーティ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。
• GoDaddy を使用している場合は、GoDaddy で管理されるカスタムドメインを追加しま
す (p. 34)。
• Google ドメインを使用している場合は、Google Domains によって管理されるカスタムドメインを
追加する (p. 37)。
• 別のサードパーティ 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、アカウントにログインし、ドメインの DNS 管理設定を
見つけます。

10. CNAME をポイントするように CNAME を設定します。AWS検証サーバー。たとえば、検証サーバー
が [] の場合_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws「」と入力しま
す。_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws。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 でドメイ
ンの所有権が検証されると、トラフィックはすべて、HTTPS/2 を使用して提供されます。

Note
によって生成された証明書AWS Certificate ManagerACM) 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
削除されている場合、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
削除して再度ドメインを追加する必要があります。

Important
Amplify コンソールでカスタムドメインを追加した直後に、この手順を実行することが重要で
す。-AWS Certificate Manager(ACM) は、すぐに所有権の検証を試行し始めます。時間の経
過とともに、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、アプリが保留中の検証状態になってしまうことがありま
す。
11. 2 番目の CNAME レコードを設定します（たとえば、https://*.example.com) をクリックし、サブドメ
インを Amplify ドメインを指すようにします。本稼働トラフィックがある場合は、ドメインのステー
タスが [] になった後に、この CNAME レコードを更新することをお勧めします。使用可能ですAmplify
コンソールで入力します。
12. ANAME/ALIAS レコードを、Amplifyapp ドメインのルートドメインを指すように設定します
(例:https://example.com). ANAME レコードは、ドメインのルートをホスト名に指定します。本稼働ト
ラフィックがある場合は、ドメインのステータスが [] になった後に ANAME レコードを更新すること
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をお勧めします。使用可能ですコンソールに表示されます。ANAME/ALIAS サポートがない DNS プロ
バイダーでは、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、次を参照し
てください。DNS サービスとしての Amazon Route 53 の設定。

Note
サードパーティーードメインのドメイン所有権と DNS の伝播の検証には最大 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、を参照してください。カスタムドメインの
トラブルシューティング (p. 40)。

GoDaddy で管理されるカスタムドメインを追加し
ます
GoDaddy で管理されるカスタムドメインを追加するには
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.

にサインインします。 GoDaddy アカウント.

3.

ドメインのリストで、追加するドメインを見つけて選択します。DNS。 GoDaddy ドメインのレコー
ドのリストを表示します。新しい CNAME レコードを 2 つ追加する必要があります。

4.

サブドメインを Amplify ドメインを指すように最初の CNAME レコードを作成します。

5.

a.

を使用する場合ホスト] というエントリがない場合は、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「」と入力します。wwwにとってホスト。

b.

を使用する場合[] ポイントで、Amplify コンソールで DNS レコードを確認し、値を
入力します。Amplify コンソールにアプリのドメインが次のように表示されている場
合xxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net「」と入力します。xxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.netにとって[] ポイ
ント。

2 番目の CNAME レコードを作成して、AWS Certificate Manager(ACM) 検証サーバー。検証済みの 1
つの ACM でドメインの SSL/TLS 証明書を生成します。
a.

を使用する場合ホスト] というエントリがない場合は、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の場合は、入力のみを入力しま
す。_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0eにとってホスト。

b.

を使用する場合[] ポイントで、ACM 検証証明書を入力します。
たとえば、検証サーバーが [] の場合_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acmvalidations.aws「」と入力します。_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acmvalidations.awsにとって[] ポイント。
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Note
によって生成された証明書AWS Certificate ManagerACM) 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
削除されている場合、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
削除して再度ドメインを追加する必要があります。
6.

この手順は、サブドメインでは必要ありません。 GoDaddy ANAME/ALIAS レコードはサポートされ
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、次を参照してください。DNS サービスとしての
Amazon Route 53 の設定。
君が飼いたいなら GoDaddy プロバイダとしてルートドメインを更新し、転送済みドメイン転送を設
定します。
a.

[] の下部までスクロールします。DNS 管理ページを検索するには転送済みボックスに移動すると
そのように表示されます。

b.

を使用する場合転送先で、http://を選択し、転送先のサブドメインの名前を入力しま
す。www.example.com).

c.

を使用する場合転送タイプで、一時 (302)。

d.

を使用する場合設定で、転送のみ。
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Google Domains によって管理されるカスタムドメ
インを追加する
Google ドメインで管理されるカスタムドメインを追加するには
1.

手順のステップ 1 ～ 7 に従います。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には (p. 32)。

2.

] でアカウントにログインします。https://domains.google.comを選択し、DNS左のナビゲーションペ
インで、[] の順に選択します。

3.

ページを [] までスクロールします。カスタムリソースレコード2 つの新しい CNAME レコードを追加
する必要がある場所。

4.

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.

を使用する場合名前] というエントリがない場合は、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「」と入力します。wwwにとって名前。

b.

を使用する場合データ[Amplify] コンソールで使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次のように表示されている場
合xxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net「」と入力します。xxxxxxxxxxxxx.cloudfront.netにとってデー
タ。

5.

2 番目の CNAME レコードを作成して、AWS Certificate Manager(ACM) 検証サーバー。検証済みの 1
つの ACM でドメインの /TLS 証明書を生成します。
a.

を使用する場合名前] というエントリがない場合は、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の場合は、入力のみを入力しま
す。_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0eにとって名前。

b.

を使用する場合データで、ACM 検証証明書を入力します。
たとえば、検証サーバーが [] の場合_68126cb4e8b7ab90c515ea3edb5be60d.hkvuiqjoua.acmvalidations.aws。「」と入力します。_68126cb4e8b7ab90c515ea3edb5be60d.hkvuiqjoua.acmvalidations.aws。にとってデータ。
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Note
によって生成された証明書AWS Certificate ManagerACM) 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
削除されている場合、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
削除して再度ドメインを追加する必要があります。
6.

Google ドメインでは、ANAME/ALIAS レコードはサポートされていません。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、次を参照してください。DNS サービスとしての Amazon Route 53 の設定。Google
Domains をプロバイダーのまま、ルートドメインを更新する場合は、サブドメイン転送を設定しま
す。[♪合成レコードペイン。を使用する場合サブドメイン[] には、@ルートドメインを指定する記号。
を使用する場合送信先 URLで、転送先のサブドメインを入力します。

Note
Google ドメインの DNS 設定の更新が有効になるには、最大で 48 時間かかる場合があります。
発生したエラーの解決に関するヘルプについては、を参照してください。カスタムドメインのト
ラブルシューティング (p. 40)。

サブドメインの管理
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。例:wwwのサブドメインです
かwww.amazon.comそしてawsのサブドメインですかaws.amazon.com。本稼働ウェブサイトを既にお持
ちの場合は、サブドメインにのみ接続することをお勧めします。たとえば、サブドメインはマルチレベル
でもかまいません。beta.alpha.example.comマルチレベルサブドメインがあるβ.alpha。

サブドメインのみを追加するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはAmplify コンソール。

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、[] を選択します。アプリの設定[] を選択してから、ドメイン管理。

4.

リポジトリの []ドメイン管理[] ページで、[]ドメインの追加。

5.

を使用する場合ドメインで、ルートドメインの名前を入力し、[ドメインの設定。たとえば、ドメイン
の名前がhttps://example.com「」と入力します。example.comにとってドメイン。

6.

選択除外ルート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サブドメイン
のみを追加するように修正できます。alpha。
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マルチレベルサブドメインを追加するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはAmplify コンソール。

2.

マルチレベル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、[] を選択します。アプリの設定[] を選択してから、ドメイン管理。

4.

リポジトリの []ドメイン管理[] ページで、[]ドメインの追加。

5.

を使用する場合ドメインで、サブドメインを含むドメインの名前を入力し、除外ルートをクリック
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、というドメインがある場合は、alpha.example.comマルチレベルサブドメインを作成した
いbeta.alpha.example.comを入力するものベータサブドメインの値として、次のスクリーンショット
を参照してください。
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サブドメインを追加または編集するには
カスタムドメインをアプリに追加した後、既存のサブドメインを編集するか、新しいサブドメインを追加
できます。
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはAmplify コンソール。

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、[] を選択します。アプリの設定[] を選択してから、ドメイン管理。

4.

リポジトリの []ドメイン管理[] ページで、[]サブドメインの管理。

5.

In (イン)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、[] を選択します。を追加します。。

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た後、Amplify を使用すると、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、devブランチ、Amplify が自動的に作成可
能dev.exampledomain.com。ブランチを削除すると、関連するサブドメインが自動的に削除されます。

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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはAmplify コンソール。

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、[] を選択します。アプリの設定[] を選択してから、ドメイン管理。

4.

リポジトリの []ドメイン管理[] ページで、[]サブドメインの管理。

5.

[] を選択します。サブドメイン自動検出左下のチェックボックスをオンにします。

Note
この機能は、ルートドメインでのみ使用できます。たとえば、exampledomain.com。ドメイン
がすでにサブドメインである場合、Amplify コンソールにこのチェックボックスは表示されませ
ん。dev.exampledomain.com。

サブドメインを含む Web プレビュー
有効にした後サブドメイン自動検出前述の手順を使用して、自動的に作成されたサブドメインを使
用して、アプリのプルリクエストウェブプレビューにアクセスすることもできます。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。プルリクエスト用の
Web 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。プルリクエストのウェブプレ
ビュー (p. 79)。

カスタムドメインのトラブルシューティング
でカスタムドメインをアプリに追加する際に問題が発生した場合AWS Amplifyコンソールでは、このセク
ションの以下のトピックを参照してください。
トピック
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• CNAME が解決されたことを確認する方法 (p. 41)
• サードパーティーでホストされているドメインが [Pending Verification] 状態のままになってい
る (p. 41)
• Amazon Route 53 でホストされているドメインが [Pending Verification] 状態のままになってい
る (p. 42)
• CnameAleadyExistsException エラーが発生します (p. 43)
• 追加の検証が必要というエラーが表示される (p. 43)
• 404エラーが出る CloudFront URL (p. 43)

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、次のようなツールを使
用できます。掘るまたは、次のような無料のウェブサイトhttps://www.whatsmydns.net/をクリッ
クして、CNAME レコードが正しく解決されていることを確認します。次のスクリーンショッ
トは、whatsmydns.net を使用してドメインの CNAME レコードを確認する方法を示していま
す。www.example.com。

2.

選択検索, およびwhatsmydns.netCNAME の結果を表示します。次のスクリーンショットは、CNAME
が cloudfront.net URL に正しく解決されることを確認する結果のリストの例です。

サードパーティーでホストされているドメインが
[Pending Verification] 状態のままになっている
1.

カスタムドメインが検証保留中状態、あなたのことを確かめなさいCNAMEレコードは解決中です。
前のトラブルシューティングのトピックを参照してください。自分の [] ということを確認する方法
CNAME解決する (p. 41)、このタスクの実行手順を参照してください。

2.

[]CNAMEレコードが解決されていません。CNAMEエントリは、ドメインプロバイダーの DNS 設定に
存在します。

Important
更新することが重要です。CNAMEカスタムドメインを作成するとすぐにレコードが作成さ
れます。Amplify コンソールでアプリを作成したら、CNAMEレコードが数分ごとにチェッ
クされ、解決するかどうかを判別します。1 時間経っても解決しない場合は、数時間ごとに
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チェックが行われるため、ドメインを使用する準備ができるまでに時間がかかる可能性があ
ります。追加または更新した場合CNAMEアプリを作成してから数時間後に記録します。これ
は、アプリが検証保留中状態。
3.

そのことを検証したら、CNAMEレコードが存在する場合、DNS プロバイダーに問題がある可能
性があります。DNS 検証の理由を診断するために DNS プロバイダーに連絡することができま
す。CNAMEが解決しないか、DNS を Route 53 に移行できます。詳細については、次を参照してくだ
さい。Amazon Route 53 を既存のドメインの DNS サービスにする。

Amazon Route 53 でホストされているドメインが
[Pending Verification] 状態のままになっている
ドメインを Amazon Route 53 に移行した場合、ドメインのネームサーバーが、アプリの作成時に Amplify
によって発行され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、次の手順を実行し
ます。
1.

にサインインします。Amazon Route 53 コンソール

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。ホストゾーン接続するドメインの名前を選択します。

3.

からネームサーバの値を記録します。ホストゾーンの詳細セクションに追加します。次のステップを
完了するには、これらの値が必要です。Route 53 コンソールの次のスクリーンショットは、ネーム
サーバーの値の場所を右下隅に表示しています。

4.

ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。にネームサーバが表示されている
ことを確認します。登録済みドメインセクションは、前のステップで書き留めた [Name Server] の値
と一致します。ホストゾーンの詳細セクションに追加します。一致しない場合は、ネームサーバの値
を編集して、ホストゾーン。Route 53 コンソールの次のスクリーンショットは、右側にネームサー
バーの値の場所を示しています。

5.

これで問題が解決しない場合は、「」を参照してください。GitHub の問題新しい課題が既に存在しな
い場合、新しい課題を開きます。
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CnameAleadyExistsException エラーが発生します
あなたが手に入れたらCNAMEAlreadyExistsExceptionエラー、これは、接続しようとしたホスト名のいず
れか (サブドメイン、または apex ドメイン) が別の Amazon に既にデプロイされていることを意味しま
す。 CloudFront ディストリビューション。エラーの原因を診断するには、次の手順を実行します。
1.
2.

にサインインします。Amazon CloudFront コンソールで、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。1 つのシングルCNAMEレコードは 1 つに添付できま
す。 CloudFront 一度に配布。
以前にドメインをデプロイした場合 CloudFront 配布削除する必要があります。
a.

選択ディストリビューション左のナビゲーションメニューにあります。

b.
c.

編集するディストリビューションの名前を選択します。
[全般[] タブ。左設定セクションで、[] を選択します。編集。

d.

ドメイン名をから削除する代替ドメイン名 (CNAME)。次に、変更の保存。

3.

このドメインが、所有する別の Amplify アプリに接続されているかどうかを確認します。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。使用するも
のwww.example.com別のアプリの場合は、www.example.com現在接続しているアプリを使用しま
す。次のような他のサブドメインを使用できます。blog.example.com。

4.

このドメインが他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
間経ってからもう一度お試しください。6 時間経ってもまだこの例外が発生する場合は、「」を参照
してください。GitHub の問題新しい課題が既に存在しない場合、新しい課題を開きます。

追加の検証が必要というエラーが表示される
[] を取得した場合追加の検証要求エラー、これはAWS Certificate Manager(ACM) は、この証明書のリク
エストを処理するために追加の情報を必要とします。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。

404エラーが出る CloudFront URL
トラフィックを処理Amplify ホスティングポイントを CloudFront CNAME レコード経由の URL。アプリ
ケーションをカスタムドメインに接続するプロセスで、Amplify コンソールにアプリの 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 エラーを返します。アプリケーションは Amplify アプリの URL を使用してのみ解決
されます（たとえば、https://main.d5udybEXAMPLE.amplifyapp.com、またはカスタムドメイン
(例:www.example.com).
Amplify は、正しいデプロイされたブランチにリクエストをルーティングする必要があり、ホスト名を使用
してこれを行う必要があります。たとえば、ドメインを設定できます。www.example.comこれは、アプ
リのメインラインブランチを指していますが、構成することもできます。dev.example.comこれは、同
じアプリの dev ブランチを指しています。したがって、Amplify がそれに応じてリクエストをルーティン
グできるように、設定された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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ビルド設定の構成
Amplify Hosting を使用してアプリケーションをデプロイすると、フロントエンドのフレームワークと、関
連するビルド設定が自動的に検出されます。package.jsonはリポジトリ内に配置します。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。
• Amplify コンソールでビルド設定を保存する-Amplify コンソールを使用してビルド設定を自動検出および
保存することで、Amplify コンソールからアクセスできるようになります。Amplify は、これらの設定を
すべてのブランチに適用します。amplify.ymlリポジトリに保存されているファイル。
• ビルド設定をリポジトリに保存する-amplify.ymlファイルおよび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、アプリの設定,ビルドの設定。ビルド設定は、
アプリケーション内のすべてのブランチに適用されます。ただし、amplify.ymlファイルがリポジトリに
保存されています。

Note
ビルドの設定Amplify コンソールで表示できます。アプリの設定メニューは、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のみです。このタイプの展開の手順につ
いては、を参照してください。既存のコードの使用開始 (p. 4)。

ビルド仕様 YAML 構文
YAML ビルド仕様には、Amplify がビルドを実行するために使用する一連のビルドコマンドと関連設定が含
まれます。YAML の構成は次のとおりです。
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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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*

• 版-Amplify YAML バージョン番号を表します。
• aproot-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。
• テスト-テストフェーズでコマンドを実行します。その方法を説明しています。アプリにテストを追加す
る (p. 82)。
• フロントエンド、バックエンド、およびテストには 3 つあります段階ビルドの各シーケンス中に実行さ
れるコマンドを表します。
• 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。
• キャッシュ-buildspec のキャッシュフィールドは、ビルド時の依存関係をキャッシュするために使用さ
れます。node_modulesフォルダを選択し、顧客のアプリが組み込まれているパッケージマネージャとフ
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、ここのパスはすべてキャッシュさ
れ、その後のビルドではキャッシュを再膨張させ、可能な限りキャッシュされた依存関係を使用してビ
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
システム環境変数を使用します。$AWS_BRANCHブランチ名がの場合、コマンドセットを 1 つ実行しま
す。メインブランチ名がの場合、別のコマンドセットdev。
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frontend:
phases:
build:
commands:
- if [ "${AWS_BRANCH}" = "main" ]; then echo "main branch"; fi
- if [ "${AWS_BRANCH}" = "dev" ]; then echo "dev branch"; fi

サブフォルダに移動する
monorepos の場合、ユーザーはできるようにしたいcdビルドを実行するためのフォルダに移動します。実
行後cdコマンドを使用すると、ビルドのすべてのステージに適用されるため、コマンドを別のフェーズで
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

フロントエンドを使用したバックエンドのデプロイ
-amplifyPushcommand はバックエンドのデプロイを支援する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
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artifacts:
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
♪npmまたはyarnビルド中にパッケージをインストールするためのコマンド。
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
- npm config set
- npm config set
- npm config set
- yarn install

<key> <value>
registry https://registry.npmjs.org
always-auth true
email hello@amplifyapp.com

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ビルド時にキーと値のストレージを提供します。に格納されている値envCacheビルド中にの
み変更でき、次回のビルドで再利用できます。の使用envCacheでは、デプロイされた環境に関する情報
を保存し、それを連続したビルドでビルドコンテナで使用できるようにします。に保存されている値とは
異なり、envCacheでは、ビルド中に環境変数を変更しても、future ビルドには反映されません。
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使用例:
envCache --set <key> <value>
envCache --get <key>

コミットの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、次のテキストを含めます。[skip-cd]コミットメッセー
ジの末尾です。

自動ビルドを無効にする
コードのコミットごとに自動ビルドを無効にするように Amplify を設定できます。設定するには、アプリ
の設定,全般をクリックし、スクロールしてブランチセクションには、接続されているブランチの一覧が表
示されます。ブランチを選択し、[] を選択します。アクション,auto ビルドを無効にする。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の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 Amplify は、appRoot、または/src/フォルダは、デフォルトでです。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（構成されている場合）、デプロイの各ステップはスキッ
プされ、ホストされたアプリは更新されません。

差分ベースのフロントエンドのビルドとデプロイを構成するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

2.
3.

差分ベースのフロントエンドビルドを構成してデプロイするアプリを選択します。
ナビゲーションペインで [] を選択します。アプリの設定,環境変数。

4.
5.

左環境変数[] セクションで展開します。変数を管理する。
環境変数の構成手順は、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または無効にするか
どう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.

左変数を管理する[] セクションで展開します。可変[] と入力しま
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の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。
•

左変数を管理するセクション、見つけるAMPLIFY_DIFF_DEPLOY。[Value (値)] に
「false」と入力します。

•

[] を削除します。AMPLIFY_DIFF_DEPLOY環境変数。

オプションで、AMPLIFY_DIFF_DEPLOY_ROOT環境変数は、リポジトリのルートに対する相対パスでデ
フォルトパスをオーバーライドします。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 Hosting 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設定できま
す。AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数。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 Amplify は、amplifyリポジトリ内のフォルダ。Amplify で違いが見つからない場合、バックエン
ド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。プロジェクトに [] および []
がない場合。amplifyリポジトリ内のフォルダの場合、Amplify はAMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数。
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現在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場合は、アプリの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ファイルを開きます。

差分ベースのバックエンドビルドを設定するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,環境変数。

4.

左環境変数[] セクションで展開します。変数を管理する。

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または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.

左変数を管理する[] セクションで展開します。可変[] と入力しま
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。
•

左変数を管理するセクション、見つけるAMPLIFY_DIFF_BACKEND。[Value (値)] に
「false」と入力します。

•

[] を削除します。AMPLIFY_DIFF_BACKEND環境変数。

Monorepo ビルド設定
1 つのリポジトリに複数のプロジェクトまたはマイクロサービスを格納する場合、モノレポと呼ばれま
す。Amplify Hosting を使用すると、複数のビルド設定やブランチ構成を作成せずに Monorepo にアプリ
ケーションをデプロイできます。
Amplify コンソールでモノレポのビルド設定を保存するか、amplify.ymlファイルおよびリポジト
リのルートに追加します。Amplify は、コンソールに保存された設定をすべてのブランチに適用しま
す。amplify.ymlはリポジトリ内に配置します。[()]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。

Monorepo ビルド仕様 YAML 構文
monorepo ビルド仕様の YAML 構文は、単一の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、アプリケーションのリストで各プロジェクトを宣言します。monorepo ビルド
仕様で宣言する各アプリケーションについて、次の追加情報を提供する必要があります。
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aproot
アプリケーションが起動するリポジトリ内のルート。このキーが存在し、同じ値を持つ必要がありま
すAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT環境変数。この環境変数の設定手順については、を参照してくだ
さい。AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数の設定 (p. 51)。
次の monorepo ビルド仕様例は、同じリポジトリ内で複数の Amplify アプリケーションを宣言する方法を
示しています。2 つのアプリはreact-app, およびangular-appで宣言されているapplicationsリス
ト。-appRoot各アプリのキーは、アプリがappsリポジトリ内のルートフォルダ。
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*
baseDirectory: *location*
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- 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
monorepo に保存されているアプリケーションをデプロイすると、アプリ
のAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT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、という名前のモノレポExampleMonorepoという名前のルート
フォルダを持つappsを含んでいる、app1,app2, およびapp3は次のようなディレクトリ構造になっていま
す。
ExampleMonorepo
apps

51

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数の設定
app1
app2
app3

この例では、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTの環境変数app1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、コンソールは自動的
にAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTアプリのルートへのパスに指定した値を使用する環境変数。ただ
し、モノレポアプリがすでにAmplifyに存在する場合、またはを使用してデプロイされている場合AWS
CloudFormationでは、手動でAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTでの環境変数環境変数Amplify コンソール
の [] セクションを選択します。

デプロイ時に AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数を自
動的に設定する
次の手順は、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 は自動
的に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する環境変
数。

Amplify コンソールでモノレポアプリをデプロイするには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

2.

選択新しいアプリ,ウェブアプリをホストする右上隅の。

3.

リポジトリの []ウェブアプリをホストする[] ページで、Git プロバイダを選択し、[] を選択します。続
行。

4.

リポジトリの []リポジトリブランチの追加[] ページで、次の操作を行います。

5.

a.

のリストから、リポジトリの名前を選択します。最近更新されたリポジトリ。

b.

を使用する場合ブランチ[] で、使用するブランチの名前を選択します。

c.

Selectモノレポをつなぐ？ フォルダを選択します。

d.

モノレポでアプリへのパスを入力します。たとえば、apps/app1。

e.

[Next] (次へ) を選択します。

リポジトリの []ビルド設定を構成する[] 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の例では、Amplify はamplify.ymlビ
ルド設定に使用するリポジトリ内のファイル。左環境変数セクション、Amplify が設定されていま
すAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTにapps/app1をクリックし、手順 4d で指定したパスを使用しま
す。
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6.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

リポジトリの []確認[] ページで [] を選択する保存してデプロイ。

既存のアプリの AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT 環境変数の
設定
次の手順に従って、AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTAmplify に既にデプロイされている、または
CloudFormation を使用して作成されたアプリケーションの環境変数。
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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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

2.
3.

環境変数を設定するアプリの名前を選択します。
ナビゲーションペインで [] を選択します。アプリの設定[] を選択してから、環境変数。

4.
5.

リポジトリの []環境変数[] ページで [] を選択する変数を管理する。
左変数を管理する[] セクションで、次の操作を行います。

6.

a.

選択変数を追加する。

b.

を使用する場合可変[] キーを入力します。AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT。

c.

を使用する場合Value[] には、アプリケーションのパスを入力します。apps/app1。

d. を使用する場合ブランチのデフォルトで Amplify はすべてのブランチに環境変数を適用します。
[Save] 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 フィーチャーブランチやワークフローと連携するように設計されていま
す。Amplify は Git ブランチを活用して、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、アプリの https://main.appid.amplifyapp.com と https://dev.appid.amplifyapp.com の 2 つのデプロ
イメントが利用可能になりました。これとは異なる場合がありますが team-to-team、通常、メインブラン
チは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プロダクショ
ン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)
•
•
•
•

パターンベースのフィーチャーブランチデプロイ (p. 63)
ビルド時にAmplifyコンフィグを自動生成 (p. 65)
条件付きバックエンドビルド (p. 66)
アプリ間でAmplifyバックエンドを使う (p. 67)

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デプロイメントは、フロントエンドと (オプションで) 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) にビルドおよびデプロイされ、

55

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
機能ブランチのワークフロー

バックエンドはAmplify StudioまたはAmplifyAWS CLIによってにデプロイされます。この導入シナリオの
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 バックエンド環境を Amplify アプリ全体で簡単に再利用できるようになりました。詳細に
ついては、「アプリ間でAmplifyバックエンドを使う (p. 67)」を参照してください。
Amplify Hosting を使用すると、フィーチャーブランチデプロイで 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できます。以下のモデルを使用して、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. 56)
• GitFlow ワークフロー (p. 61)
• 開発者ごとのサンドボックス (p. 61)

機能ブランチのワークフロー
• Amplify CLI で、prod、test、dev バックエンド環境を作成します。
• 本番環境とテストをメイン (以前はマスターと呼ばれていました) にマップし、ブランチを開発します。
• チームメイトは、dev バックエンド環境を使用して、機能ブランチを検証することができます。

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-reactapp または Gatsby のようなブートストラップツールを使って作成します。
create-react-app next-unicorn
cd next-unicorn
amplify init
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? 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'
git push origin main

5. の AmplifyAWS Management Console 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。
階層リンクから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。
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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、メインブランチと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、Amplify にサービスロールを付与します。[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メントが 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だと仮定しま
す）。テストバックエンド環境を選択します。
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9. 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フィーチャーブラン
チを接続します。[Note:] (メモ:) 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を接続できます。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.これで、https://dev.appid.amplifyapp.com のブランチデプロイで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 からフィーチャーブランチを削除し、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、いつでも新しいブランチ
をスピンアップできます)。
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 (以前はマスターブ
ランチと呼ばれていました) 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 新規開発と完了した作業を切り離すことで、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
の唯一のコミットは、リリースブランチとホットフィックスブランチからのマージです (緊急バグを修正
するため)。
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本番環境に手動でプッシュするのではな
く、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リポジトリを使用することが保証され
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 kita 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-reactapp または Gatsby のようなブートストラップツールを使って作成します。
cd next-unicorn
amplify init
? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n
? Enter a name for the environment: kita
...
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 (以前はマスターと呼ばれていまし
た) にプッシュしたと仮定します。
git commit -am 'Added kita sandbox'
git push origin main

4. リポジトリ>メインをAmplifyConnect。
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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、Amplify にサービスロールを付与します。[保存してデプロイ] を
選択します。ビルドが完了すると、ブランチにリンクされた新しいバックエンド環境とともに、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。

6. Amplifyで開発ブランチConnect し（この時点では開発ブランチとメインブランチは同じだと仮定しま
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。

パターンベースのフィーチャーブランチデプロイ
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する製品チームは、
「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 という単語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。
• 複数のパターンをカンマ区切りのリストで指定します。例: 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
スのフィーチャーブランチデプロイ
Amazon Route 53 カスタムドメインに接続されたアプリケーションには、パターンベースのフィーチャー
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デプロイをセットアップする手順については、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. 40)
• 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、以下をご覧
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する (p. 30)
• 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。

ビルド時にAmplifyコンフィグを自動生成
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アプリで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します。

aws-exports.jsビルド時に自動生成するには
1.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

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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5.

「ターゲットバックエンドの編集」 ページで、「フルスタック連続デプロイメント (CI/CD) を有効に
する」をオフにして、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に付
与します。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. 112)」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ビルド
Amplify は、アプリ内のすべてのブランチで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、フロントエンドにのみ変更が加えられるビルドをスピードアップするの
に役立ちます。
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. 49)。
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
内の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 YAML 構文 (p. 44)。
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アプリ間でAmplifyバックエンドを使う
Amplifyを使用すると、特定の地域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.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

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 apps] を選択します。

b.

[新しいアプリ]、[アプリのバックエンドを作成] を選択します。

c.

アプリケーションの名前 (など) を入力しますExample-Amplify-App。

d.

[デプロイを確認] 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.

お使いの Git プロバイダーを選択し、Connect branch 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。ブランチでは、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」ページで、次の操作を行います。
a.

[アプリ名] で、バックエンド環境の追加に使用するアプリを選択します。現在のアプリまたは現
在のリージョン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。既存の環境を使用するか、新しい環
境を作成できます。

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
に付与します。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. 112)」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。ビルド時には、aws-exports.js Amplifyはバッ
クエンド環境を変更せずにファイルのみを自動的に生成します。

e.

[Next] (次へ) を選択します。
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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.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

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の追加] ページの [ブランチ] で、接続するリポジトリのブランチを選択します。

6.

[アプリ名] で、バックエンド環境の追加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
リージョン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。既存の環境を使用するか、新しい環境を
作成できます。

8.

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. 112)」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。ビルド時には、aws-exports.js Amplifyはバックエンド環境を
変更せずにファイルのみを自動的に生成します。

10. [Next] (次へ) を選択します。
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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 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.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。

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、バックエンド環境の追加に使用するアプリ
を選択します。現在のアプリまたは現在のリージョン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。ビルド時には、aws-exports.js Amplifyはバックエンド環境を
変更せずにファイルのみを自動的に生成します。
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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手動デプロイ
手動デプロイを使用すると、Git プロバイダーに接続せずに Amplify Host を使用してウェブアプリケー
ションを公開できます。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
トするかを選択できます。または、Amazon S3 バケットのアセットを参照することもできます。また、
ファイルが保存されている場所へのパブリック URL を指定することもできます。
Amazon S3 の場合は、設定することもできます。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です。このブログ記事では、Lambda トリガーを設定して、Amazon S3 バ
ケットの更新が行われたときに Amplify Host に自動的に変更をデプロイする方法を説明します。
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を使用してサーバー側でレンダリングされたアプリケーションをデプ
ロイ (p. 14)」を参照してください。

ドラッグアンドドロップ
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.

にサインインします。AWS Management Consoleを開くにはコンソールAmplify。

2.

あなたはどうやって行くのですかウェブアプリをホストするページは、Amplify ホームページから開始
するか、すべてのアプリページで.
•

•

Amplify ホームページから
a.

[Get started] (開始方法) を選択します。

b.

左デリバリー[] セクションで [] を選択します使用開始。

[] からすべてのアプリページ
•

右上隅で、[] を選択します。新しいアプリ,ウェブアプリケーションをホストする

3.

リポジトリの []ウェブアプリをホストする[] ページで [] を選択しますGit プロバイダなしでデプロイ。
次に、続行。

4.

左手動デプロイを開始するセクションに追加します。アプリケーション名[] には、アプリの名前を入
力します。

5.

を使用する場合環境名[] には、環境用のわかりやすい名前を入力します。developmentまた
はproduction。

6.

を使用する場合方法で、ドラッグアンドドロップ。

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
クリックして、コンピュータ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または zip ファイルになります。

8.

[保存してデプロイ] を選択します。
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Amazon S3 または任意の URL
Amazon S3 またはパブリック URL からアプリを手動でデプロイするには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開くにはコンソールAmplify。

2.

ページの上部で、[] を選択します。使用開始。

3.

左デリバリー[] セクションで [] を選択します使用開始。

4.

リポジトリの []ウェブアプリをホストする[] ページで [] を選択しますGit プロバイダなしでデプロイ。
次に、続行。

5.

左手動デプロイを開始するセクションに追加します。アプリケーション名[] には、アプリの名前を入
力します。

6.

を使用する場合環境名[] には、環境用のわかりやすい名前を入力します。developmentまた
はproduction。

7.

を使用する場合方法[] のどちらかを選択します。Amazon S3または任意の URL。

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。
•

•

Simple Storage Service (Amazon S3)
a.

を使用する場合バケット[] で、リストからバケットの名前を選択します。

b.

を使用する場合Zip ファイルで、展開する zip ファイルの名前を選択します。

任意の URL
•

9.

を使用する場合リソース URLで、展開する zip ファイルの URL を入力します。

[保存してデプロイ] を選択します。
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Note
zip フォルダを作成するときは、最上位フォルダではなく、ビルド出力の内容を圧縮してくださ
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が生成される場合
は、まずそのフォルダに移動し、すべてのコンテンツを選択し、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。
<Error>
<Code>AccessDenied</Code>
<Message>Access Denied</Message>
<RequestId>4442587FB7D0A2F9</RequestId>
<HostId>...</HostId>
</Error>
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Amplify ボタンにデプロイする
-Amplify コンソールにデプロイするボタンを使用すると、共有できます GitHub 公開またはチーム内のプロ
ジェクト。ボタンの画像は次のとおりです。

リポジトリまたはブログに [Deploy to Amplify
Console] ボタンを追加します。
このボタンを GitHub README.md ファイル、ブログ記事、または HTML を表示するその他のマークアッ
プページ。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. Amplify コンソールの URL に GitHub repository. レポ URL をコピーします (例:https://
github.com/username/repository) のみを指定するか、特定のフォルダ (例:https://
github.com/username/repository/tree/branchname/folder). Amplify ホスティングはデフォ
ルトのブランチをリポジトリにデプロイします。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。
マークダウンファイルにボタンを追加するには (例: GitHub readme.md)、置き換えhttps://
github.com/username/repositoryリポジトリ名を指定します。
[![amplifybutton](https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg)](https://
console.aws.amazon.com/amplify/home#/deploy?repo=https://github.com/username/repository)

ボタンを HTML ドキュメントに追加するには、次の HTML の例を使用します。
<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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GitHub リポジトリへの Amplify アク
セスを設定する
Amplify は、 GitHub アプリの機能で、GitHub リポジトリへの Amplify 読み取り専用アクセスを許可しま
す。Amplify GitHub アプリ、権限はより細かく調整され、指定したリポジトリにのみAmplifyアクセス権を
付与できます。GitHub Apps の詳細については、「」を参照してください。概要 GitHub アプリケーショ
ンで GitHub ウェブサイト.
に保存されている新しいアプリを接続すると GitHub レポ、デフォルトで Amplify は GitHub リポジトリに
アクセスするアプリケーション。ただし、GitHub リポジトリから以前に接続した既存の 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引き続き動作しますが、新しい Amplify を
使用するように移行することを強くお勧めします。 GitHub アプリケーション。
Amplify コンソールを使用して新しいアプリをデプロイするか、既存のアプリを移行すると、Amplify の
インストール場所に自動的にリダイレクトされます。 GitHub アプリケーション。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、Web ブラウザを開き、リージョン別にアプリに移動
します。の形式を使用します。https://github.com/apps/aws-amplify-REGION、置き換える#
#Amplify アプリをデプロイするリージョンを使用します。たとえば、Amplify をインストールするには
GitHub アプリを、米国西部 (オレゴン) リージョンの [https://github.com/apps/aws-amplify-us-west-2] に移
動します。
トピック
• Amplify のインストールと承認 GitHub 新しいデプロイメント用のアプリ (p. 75)
• 既存のものを移行するOAuthAmplifyへのアプリ GitHub アプリケーション (p. 76)
• Amplify の設定 GitHub アプリケーション用AWS CloudFormation、CLI、SDK のデプロイメン
ト (p. 77)
• Amplify を使用した Web プレビューの設定 GitHub アプリケーション (p. 78)

Amplify のインストールと承認 GitHub 新しいデプ
ロイメント用のアプリ
新しいアプリを既存のコードから Amplify にデプロイすると GitHub repo、次の手順を使用して、インス
トールおよび認証を行います。 GitHub アプリケーション。

Amplify をインストールして承認するには GitHub アプリケーション
1.

にサインインするAWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

2.

[] からすべてのアプリケーション[] ページで [] を選択します新しいアプリとなる。ウェブアプリをホ
ストする。

3.

リポジトリの []Amplify Hosting の使用を開始します[] ページで [] を選択しますGitHub[] の順に選択し
ます。続行。

4.

これが初めて接続する場合 GitHub リポジトリ、GitHub.com のブラウザに新しいページが開き、承認
の許可が要求されます。AWS AmplifyGitHub アカウント内にあります。[Authorize] を選択します。
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5.

次に、Amplify をインストールする必要があります GitHub アプリ内 GitHub アカウント. GitHub.com
で、インストールと承認の許可を要求するページが開きます。AWS AmplifyGitHub アカウント内にあ
ります。

6.

[] を選択します。 GitHub Amplify をインストールするアカウント GitHub アプリケーション。

7.

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。

•

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。移行するア
プリのリポを、選択したリポジトリに必ず含めてください。

8.

選択インストールと認証。

9.

[] にリダイレクトされます。リポジトリブランチの追加Amplify コンソールでアプリのページを表示し
ます。

10. 左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. 左ブランチリストで、接続するリポジトリブランチの名前を選択します。
12. [Next] (次へ) を選択します。
13. リポジトリの []ビルド設定を構成する[] ページで [] を選択します次。
14. リポジトリの []確認[] ページで [] を選択します保存してデプロイ。

既存のものを移行するOAuthAmplifyへのアプリ
GitHub アプリケーション
以前に接続した既存の Amplify アプリ GitHub リポジトリはリポジトリアクセスに OAuth を使用します。
これらのアプリを 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。
次の手順に従って、アプリを移行し、対応する OAuth Webhook を GitHub アカウント. マイグレーション
の手順は、Amplify かどうかによって異なることに注意してください。 GitHub アプリは既にインストール
されています。最初のアプリを移行し、をインストールして認証した後 GitHub App の場合、それ以降の
アプリの移行でリポジトリ権限を更新するだけで済みます。

アプリを OAuth から GitHub アプリケーション
1.

にサインインするAWS Management Console[] を開くにはコンソールAmplify。

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、青を見つけるGitHub アプリに移行するメッセージを送って選ぶ移行の開始。

4.

リポジトリの []インストールと承認 GitHub アプリケーション[] ページで [] を選択します設定 GitHub
アプリケーション。

5.

GitHub.com のブラウザに新しいページが開き、認証の許可が要求されます。AWS Amplify[] 内の
GitHub アカウント. [Authorize] を選択します。

6.

[] を選択します。 GitHub Amplify をインストールするアカウント GitHub アプリケーション。

7.

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。

•

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。移行するア
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。

8.

選択インストールと認証。

9.

「」にリダイレクトされます。インストールと承認 GitHub アプリケーションAmplify コンソールでア
プリのページを表示します。もし GitHub 認証が成功すると、成功メッセージが表示されます。を選
択します。次。

10. リポジトリの []完全なインストール[] ページで [] を選択します完全なインストール。この手順では、
既存の Webhook を削除し、新しいウェブフックを作成し、移行を完了します。
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Amplify の設定 GitHub アプリケーション用AWS
CloudFormation、CLI、SDK のデプロイメント
以前に接続した既存の Amplify アプリ GitHub リポジトリはリポジトリアクセスに OAuth を使用します。
これには、Amplify コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用してデプロイしたアプリが含まれま
す。AWS CloudFormation、またはSDKs。新しい Amplify を使用するには、これらのアプリを移行する
ことを強くお勧めします。 GitHub アプリケーション。マイグレーションは、Amplify コンソールのAWS
Management Console。手順については、「既存のものを移行するOAuthAmplifyへのアプリ GitHub アプリ
ケーション (p. 76)」を参照してください。
次を使用できます。AWS CloudFormation、Amplify CLI、および SDK を使用して、新しい Amplify アプリ
ケーションをデプロイします。 GitHub レポアクセス用のアプリ。このプロセスでは、最初に Amplify をイ
ンストールする必要があります。 GitHub アプリ内 GitHub アカウント. 次に、で個人用アクセストークン
を生成する必要があります。 GitHub アカウント. 最後に、アプリをデプロイし、個人用のアクセストーク
ンを指定します。

Amplify をインストールする GitHub アカウント内のアプリ
1.

2.

ウェブブラウザを開き、の Amplify GitHub アプリのインストール場所に移動します。AWSアプリを展
開するリージョン。
の形式を使用します。https://github.com/apps/aws-amplify-REGION/installations/
new、置き換える##あなた自身の入力で。たとえば、アプリを米国西部 (オレゴン) リージョ
ンにインストールする場合は、https://github.com/apps/aws-amplify-us-west-2/
installations/new。
[] を選択します。 GitHub Amplify をインストールするアカウント GitHub アプリケーション。

3.

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。
•
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。移行するア
プリのリポを、選択したリポジトリに必ず含めてください。

4.

[Install] (インストール) をクリックします。

で個人用アクセストークンを生成する GitHub アカウント
1.
2.

にサインインする GitHub アカウント.
右上隅にあるプロフィール写真を見つけ、設定[] メニューから [] を選択します。

3.
4.

左のナビゲーションメニューの [] を選択します。開発者設定。
リポジトリの []GitHub Appsページの左のナビゲーションメニューの個人用のアクセストークン。

5.
6.

リポジトリの []個人用のアクセストークン[] ページで [] を選択します新しいトークンを生成。
リポジトリの []新しい個人用アクセストークンページ,注意トークンの分かりやすい名前を入力しま
す。

7.
8.
9.

左スコープの選択セクションで、admin: repo_hook。
[Generate token] を選択します。
個人用のアクセストークンをコピーして保存します。CLI で Amplify アプリをデプロイするときに提
供する必要があります。AWS CloudFormation、またはSDKs。

Amplify GitHub アプリは GitHub アカウントと個人アクセストークンを生成したら、Amplify CLIで新しい
アプリをデプロイできます。AWS CloudFormation、またはSDKs。を使用するaccessToken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、次を参照して
ください。CreateAppのAPIリファレンスをAmplifyそしてAWS::Amplify::AppのAWS CloudFormationユー
ザーガイド。
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次の CLI コマンドは、新しい Amplify アプリをデプロイします。 GitHub リポジトリアクセス用のアプリ。
置換myapp-using-githubapp,https://github.com/Myaccount/react-app, およびTOKEN自分の
情報を持ちます。
aws amplify create-app --name myapp-using-githubapp --repository https://github.com/
Myaccount/react-app --access-token MY_TOKEN

Amplify を使用した Web プレビューの設定 GitHub
アプリケーション
ウェブプレビューは、に対して行われたすべてのプルリクエスト (PR) をデプロイします。 GitHub リポジ
トリを一意のプレビュー URL にします。プレビューでAmplifyを使用するようになりました GitHub にアク
セスするためのアプリ GitHub リポジトリ。をインストールして認証する手順については、を参照してく
ださい。 GitHub ウェブプレビュー用のアプリ。ウェブプレビューを有効にする (p. 79)。

78

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
ウェブプレビューを有効にする

プルリクエストのウェブプレビュー
ウェブプレビューは、開発および品質保証 (QA) チームに、コードを本番ブランチまたは統合ブランチに
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する方法を提供します。プルリクエストを
使用すると、リポジトリ内のブランチにプッシュした変更について他の人に伝えることができます。プル
リクエストが開かれたら、変更を共同作業者と話し合い、レビューし、変更がベースブランチにマージさ
れる前にフォローアップコミットを追加できます。
ウェブプレビューは、に対して行われたすべてのプルリクエストをデプロイします。 GitHub メインサ
イトで使用する URL とはまったく異なる一意のプレビュー URL へのリポジトリ。Amplify CLI または
Amplify Studio を使用してプロビジョニングされたバックエンド環境を持つアプリの場合、すべてのプル
リクエスト（Git リポジトリのプライベート) は、PR が閉じられたときに削除されるエフェメラルバック
エンドをスピンアップします。

Note
プレビュー[] は [Amplify] コンソールで表示できます。アプリの設定メニューは、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のみです。このタイプの展開の手順
については、を参照してください。既存のコードの使用開始 (p. 4)。

ウェブプレビューを有効にする
に保存されているアプリの場合 GitHub レポ、プレビューはAmplifyを使用 GitHub レポアクセス用のアプ
リ。以前にデプロイした既存の Amplify アプリでウェブプレビューを有効にしている場合 GitHub アクセス
に OAuth を使用するレポ。Amplify を使用するには、まずアプリを移行する必要があります。 GitHub アプ
リケーション。移行手順については、以下を参照してください。既存のものを移行するOAuthAmplifyへの
アプリ GitHub アプリケーション (p. 76)。

プルリクエストの Web プレビューを有効にするには
1.

選択アプリの設定,プレビュー[] を選択し、プレビューを有効にする。

Important
セキュリティ上の理由から、プレビューはフルスタックアプリのプライベートリポジトリで
のみ機能します。
2.

を使用する場合 GitHub リポジトリのみ。アカウントに Amplify GitHub アプリをインストールして承
認するには、次の操作を行います。
a.

左インストール GitHub プレビューを有効にするアプリ[] ウィンドウで、インストール GitHub ア
プリ。
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b.

[] を選択します。 GitHub Amplify をセットアップするアカウント GitHub アプリケーション。

c.

GitHub.com にページが開き、アカウントのリポジトリ権限を設定します。

d.

以下のいずれかを実行します。

e.

•

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。

•

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

選択保存

3.

リポジトリのプレビューを有効にしたら、Amplify コンソールに戻り、特定のブランチのプレビューを
有効にします。リポジトリの []プレビュー[] ページで、リストからブランチを選択し、管理。

4.

左ブランチのプレビュー設定の管理ウィンドウ、オンプルリクエストプレビュー。

5.

フルスタックアプリケーションの場合は、次のいずれかを実行します。

6.

•

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

•

選択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。

[Confirm] (確認) を選択します。

次回、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。

を使用する場合 GitHub リポジトリのみ。URLのプレビューには、プルリクエストから直接アクセスでき
ます。 GitHub アカウント.
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プルリクエストが閉じられた後、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。

サブドメインを使用した Web プレビューアクセス
プルリクエストからのウェブプレビューには、Amazon Route 53 で管理され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からアクセスできます。プルリクエストが閉じられると、プルリ
クエストに関連付けられた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、アプリのパターン
ベースのフィーチャブランチデプロイメントを設定した後の Web プレビューのデフォルトの動作です。
自動サブドメインをセットアップする手順については、以下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. 40)。
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Amplify end-to-end アプリにサイプレ
ステストを追加
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
中は Cypress テストフレームワークのみを実行できます。

チュートリアル: Cypress end-to-end でテストを
セットアップ
Cypressは、 JavaScriptブラウザでE2E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Cypressとのより深い統合を提供し、テスト用のUIレポートを生成できま
す。Cypress 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 wait-on
- npm install pm2
- npm install mocha@5.2.0 mochawesome mochawesome-merge mochawesome-reportgenerator
- npx pm2 start npm -- start
- 'npx wait-on --timeout 60 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
- npx pm2 kill
artifacts:
baseDirectory: cypress
configFilePath: '**/mochawesome.json'
files:
- '**/*.png'
- '**/*.mp4'

• PreTest-Cypress 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を使用してテスト結果を表示するレポートを生成し、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のを待ちます。
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• テスト-cypress コマンドを実行して mochawesome を使用してテストを実行します。
•
•
•
•

PostTest-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
「テスト」amplify.yml 構成がビルド設定に追加されると、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化したい場合や、特定のブランチのみのテ
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、USER_DISABLE_TESTStrueすべてのブラ
ンチの値をに設定した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すべてのブランチにという
値を設定した環境変数を追加し、無効にするブランチごとに値をにして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。

この変数を使用して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。リダイレクトは一般的に、URL の外観をカスタマイズする、リンクが壊れないように
する、アドレスを変更せずにアプリまたはサイトのホスティング場所を移動する、ウェブアプリで必要な
フォームへの URL を変更するといった理由で使用されます。

リダイレクトの種類
特定のシナリオをサポートするリダイレクトにはいくつかの種類があります。
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。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イスの A/B 比較用のテストページを提供する。
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。
• 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。
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• 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。

リダイレクトのパーツ
リダイレクトは、次の内容で構成されます。
• 元のアドレス - ユーザーがリクエストしたアドレス。
• 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提供するアドレス。
• リダイレクトタイプ - タイプには、恒久的なリダイレクト (301)、一時的なリダイレクト (302)、書き換
え (200)、または not found (404) などがあります。
• 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リージョン別に分割するために含
めることができる値。
リダイレクトを作成および編集するには、左ナビゲーションペインの [Rewrites and redirects settings (書
き換えとリダイレクトの設定)] を選択します。

リダイレクトを JSON エディタで一括編集するには、[Open text editor (テキストエディタを開く)] を選択
します。

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、次のリダイレクト順序は、以下の特定のパスに対するすべてのリクエストを引き起こしま
す。/docs/同じパスにリダイレクトするには/ドキュメント/を除き、/docs/specific-filename.htmlリダイレク
ト先はどちらにリダイレクトしますか/documents/different-filename.html:
/docs/specific-filename.html /documents/different-filename.html 301
/docs/<*> /documents/<*>
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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、次の例外を除き、301
および 302 リダイレクトのすべてのクエリパラメータを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。
• 一致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https://example-target.com?q=someParamの場合、クエ
リパラメータがパススルーされていません。

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

/original.html

/destination.html

permanent redirect
(301)

国コード

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

docs/<*>

/documents/<*>

permanent redirect
(301)

国コード

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

/<*>

/index.html

rewrite (200)
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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

https://
mydomain.com

https://
www.mydomain.com

rewrite (200)

国コード

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のパスをカスタムの 404 ページにリダイレクトす
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

/<*>

/404.html

not found (404)

国コード

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

単一ページ Web アプリ (SPA) 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ている特定のファイル拡張子を除き、すべてのファイルに対して、
書き換え (200) を index.html に設定します。
元のアドレス

送信先アドレス

リダイレクトの種類

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

/index.html

200

国コード

JSON [{"ソース」:「</^ [^.] +$|\. (？！ (css|gif|ico|jpg|js|png|tt|svg|svg|woff2|tf|map|json|webp) $) ([^.] +$) />」,「status」:「200",「target」:
"index.html「,「condition」: null}]

リバースプロキシ書き換え
次の例では、ドメインが変更されていないように見えるように、別の場所からプロキシコンテンツへの書
き換えを使用しています。
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元のアドレス

送信先アドレス

リダイレクトの種類

/images/<*>

https://
rewrite (200)
images.otherdomain.com/
<*>

国コード

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 URL
のようなクリーンな URL 構造を作成するには約の代わりに、about.html、Hugo などの静的サイトジェネ
レータは index.html () を使用してページのディレクトリを生成します。/about/index.html). Amplify では、
必要に応じて末尾のスラッシュを追加することによって、クリーン 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

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

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

permanent redirect
(301)

国コード

JSON [{"source": "/docs/<year>/<month>/<date>/<itemid>", "status": "301", "target": "/documents/<year>/<month>/<date>/<itemid>",
"condition": null}]

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。
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元のアドレス

送信先アドレス

リダイレクトの種類

/docs?id=<my-blogid-value

/documents/<myblog-post-idvalue>

permanent redirect
(301)

国コード

JSON [{"ソース」:「/docs？ id=<my-blog-id-value>」,「status」:「301",「target」:「/documents/<my-blog-id-value>」,「条件」: null}]

Note
Amplify は、301 および 302 のリダイレクトについて、すべてのクエリ文字列パラメータを宛先
パスに転送します。ただし、この例に示すように、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して、特定レベルのフォルダ構造で見つからないパスをすべて、指定フォルダ
内の index.html 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

/documents/
<folder>/<childfolder>/<grandchild-folder>

/documents/
index.html

404

国コード

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

リージョン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、公開され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を求められます。

フィーチャーブランチにパスワードを設定するには
1.
2.

AWS Management Consoleにログインし、Amplify コンソールを開きます。
フィーチャーブランチパスワードを設定したい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。
•
接続しているすべての支店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
パスワードを適用する」をオンにします。たとえば、メインブランチ、開発ブランチ、フィー
チャー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。
•

6.

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。

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。このステップは、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、ビルド時に利用可能なキーと値のペアです。これらの設定は、次のいずれの場合でも使用で
きます。
• データベース接続の詳細
• サードパーティーの API キー
• 別のカスタマイズパラメータ
• Secrets
ベストプラクティスとして、環境変数を使用して、これらの設定を公開することができます。追加する環
境変数はすべて、不正アクセスを防ぐために暗号化されているため、シークレット情報を保存するために
使用できます。

Note
環境変数は、Amplify コンソールで表示できます。アプリ設定メニューは、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のみです。このタイプの展開の手順につい
ては、を参照してください。既存のコードの使用開始 (p. 4)。

環境変数の設定
環境変数を設定するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

2.

Amplify コンソールで、[] を選択します。アプリ設定[] を選択してから、環境変数。

3.

左環境変数[] セクションで、[変数を管理する。

4.

左変数を管理する[] セクション、[]可変[] にキーを入力します。を使用する場合Value[] で、[] の値を入
力します。デフォルトでは、環境変数は、Amplify によってすべてのブランチに適用されるため、新し
いブランチへの接続時に変数を再入力する必要はありません。

5.

(オプション) ブランチ専用に環境変数をカスタマイズするには、次のようにブランチの上書きを追加
します。
a.

選択アクション[] を選択してから、変数オーバーライドの追加。
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b.

6.

これで、ブランチに固有の一連の環境変数ができました。

[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。

ビルド設定を編集して環境変数を含めるには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

2.
3.
4.

Amplify コンソールで、[] を選択します。アプリ設定[] を選択してから、ビルド設定。
左アプリビルド仕様[] セクションで、[編集。
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 の動作を変更します (BUILD_ENV)、API トークン
(TWITCH_CLIENT_ID) 後で使用するための環境ファイルへの外部サービスの場合:
build:
commands:
- npm run build:$BUILD_ENV
- echo "TWITCH_CLIENT_ID=$TWITCH_CLIENT_ID" >> backend/.env

ビルド設定内の各コマンドは 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、を参照してください。シェル展開GNU Bashマニュアルに書かれている。

ソーシャルサインイン用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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。
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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か、既存のアプリに接続す
る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ときは、ビルド設定を構成するウィザードの手順で、
[] を選択します。新しい環境を作成するをクリックし、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、バックエンドのデプロイメントAmplify コンソールのセク
ションbackendバックエンド環境名を入力しました。

b.

を展開します。詳細設定ビルド設定構成ウィザードで、ソーシャルサインインキーの環境
変数を追加します。例: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 を行う (p. 94)。

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サイ
ンイン環境変数を設定します。ナビゲーションペインで、[] を選択します。アプリ設定,環境
変数。

b.

左環境変数[] セクションで、[変数を管理する。

c.

左変数を管理する[] セクション、[]可変(キー)、クライアント ID を入力します。を使用する
場合Value[] で、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 を行
う (p. 94)。

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を使用してアプリを開発する場合
は、Amplify コンソールで設定した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 (接頭辞 REACT_APP) と Gatsby (接頭辞 GATSBY) を使用すると、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され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格納することの影響を理解するには、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。
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API キーなどの機密値をフロントエンドフレームワーク接頭辞の環境変数内に格納することは、ベストプ
ラクティスではなく、お勧めできません。この目的のために Amplify のビルド時間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. 92)。

環境変数のAmplify を行う
Amplify コンソール内では、デフォルトでアクセス可能な次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

現在のビルドのブランチの
Amazon リソースネーム (ARN)

aws:arn:amplify:uswest-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:<username>/<repo-name>.git

AWS_COMMIT_ID

現在のビルドのコミット ID

abcd1234

リビルド用の「HEAD」
AWS_JOB_ID

現在のビルドのジョブ ID。

0000000001

これには、「0」のパディングが
含まれるため、長さは常に同じ
になります。
_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”:”@awsamplify/
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
フェイスブッククライアントの
秘密

example123456

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_ID

123456

Google クライアント ID

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_SECRET
Google クライアントの秘密

example123456

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_ID

123456

Amazon クライアント ID

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRET
Amazon クライアントシークレッ example123456
ト
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のビル
ドとデプロイを有効または無効
にする (p. 48)」を参照してくだ
さい。
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変数名。

説明

値の例

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ン
ドデプロイメントの比較に使用
するパス。

dist

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、次を参照して
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. 49)

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、
次を参照してください。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. 69)

true

AMPLIFY_BACKEND_APP_ID

abcd1234

Amplify は、この環境変数を管
理します。詳細については、
次を参照してください。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. 69)

AMPLIFY_SKIP_BACKEND_BUILDビルド仕様にバックエンドセク
ションを持たず、バックエンド
ビルドを無効にするには、この
環境変数をtrue。

true

AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
リポジトリのルートを基準にし
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

ビルドタイムアウト時間 (分)

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 アプリケーションで使用さ
れるアプリクライアントの ID

123456

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 ユーザープールへのアク
セス権を持つように設定する必
要があります。
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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で
使用されるアプリクライアント
の ID

123456

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 ユーザープールへのアク
セス権を持つように設定する必
要があります。
AMPLIFY_IDENTITYPOOL_ID

Amazon Cognito ID プールの ID

example-identitypool-id

AMPLIFY_PERMISSIONS_BOUNDARY_ARN
Amplify によって作成されたす
べての IAM ロールに適用される
アクセス権限境界として使用す
る IAM ポリシーの ARN。詳細に
ついては、次を参照してくださ
い。Amplify で生成されたロール
の IAM アクセス許可境界。

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

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

true

Note
-AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_IDそしてAMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRET環境変数は OAuth
トークンであり、AWSアクセスキーとシークレットキー。

環境シークレット
環境シークレットは環境変数に似ていますが、AWS Systems Manager(SSM) パラメータは暗号化可能な
キー値のペアを格納します。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。

環境シークレットの設定
次の手順に従って、を使用して、Amplify アプリの環境シークレットを設定します。AWS Systems
Managerconsole.

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、[] を選択します。アプリケーション管理[] を選択してから、Parameter
Store。

3.

リポジトリの []AWS Systems Manager パラメータストア[] ページで次の操作を行います。パラメータ
の作成。
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4.

リポジトリの []パラメータの作成[] ページのパラメーターの詳細[] セクションで、次の操作を行いま
す。
a.
b.

5.

を使用する場合名前で、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}。
を使用する場合タイプで、SecureString。

c.

を使用する場合KMS キーソースで、現在のアカウントをクリックして、アカウントのデフォルト
キーを使用します。

d.

を使用する場合Valueで、暗号化するシークレットの値を入力します。

[] を選択します。パラメータの作成。

Note
Amplify は下のキーしかアクセスできません/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name}特定の環境ビルドの場合。デフォルトを指定する必要が
あります。AWS KMS keyAmplify が値を復号化できるようにします。

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、環境変数にアクセスする (p. 92)ただし、環境シークレッ
トはprocess.env.secretsJSON文字列を使用します。

環境シークレットAmplify
Systems Manager の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 コンソール内では、デフォルトでアクセス可能な次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

Sign in with Apple クライアント
ID

com.yourapp.auth

AMPLIFY_SIWA_TEAM_ID

Sign in with Apple チーム ID

ABCD123

AMPLIFY_SIWA_KEY_ID

Apple キー ID でのサインイン

ABCD123

AMPLIFY_SIWA_PRIVATE_KEY

Sign in with Apple プライベート
キーでのサインイン

—プライベートキーの開始—
****......
—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、HTTP レスポンスごとにヘッダーを指定することができます。
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、AWS
Management Consoleまたは、アプリのダウンロードと編集によってcustomHttp.ymlファイルを作成
し、プロジェクトのルートディレクトリに保存します。詳細な手順については、「カスタムヘッダーの設
定 (p. 99)」を参照してください。
以前は、カスタム HTTP ヘッダーは、ビルド仕様 (buildspec) を編集して、アプリに指定されていました
AWS Management Consoleまたは、ダウンロードして更新することでamplify.ymlファイルを作成し、
プロジェクトのルートディレクトリに保存します。この方法で指定されたカスタムヘッダーは buildspec
とamplify.ymlファイルを開きます。手順については、「カスタムヘッダーの移行 (p. 100)」を参照し
てください。

カスタムヘッダー YAML 形式
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 形式を使用します。
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場合、次の値に対して独自の値を指定します。
pattern
カスタムヘッダーは、パターンと一致するすべての URL ファイルパスに適用されます。
ヘッダー
ファイルパターンと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 ヘッダーの詳細については、Mozilla のHTTP ヘッダー。

カスタムヘッダーの設定
カスタムの HTTP ヘッダーを指定するには、2 つの方法があります。AWS Amplifyアプリ。ヘッダー
は、AWS Management Consoleまたは、アプリのダウンロードと編集でヘッダーを指定することもできま
す。customHttp.yml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。

でアプリのカスタムヘッダーを設定するにはAWS Management Console
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

2.

カスタムヘッダーを設定するアプリを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで [] を選択します。アプリの設定,カスタムヘッダー。
左カスタムヘッダー仕様セクションで、[] を選択します。編集。

5.

左編集ウィンドウで、カスタムヘッダーの情報をカスタムヘッダー YAML 形式 (p. 98)。
a.

を使用する場合pattern[] を選択し、一致するパターンを入力します。

b.

を使用する場合key[] に、カスタムヘッダーの名前を入力します。

c.
6.
7.

を使用する場合value[] に、カスタムヘッダーの値を入力します。
[Save] (保存) を選択します。
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、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。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。
手動デプロイアプリの場合は、Amplify コンソールで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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

2.
3.

カスタムヘッダーを設定するアプリを選択します。
ナビゲーションペインで [] を選択します。アプリの設定,カスタムヘッダー。

4.
5.

左カスタムヘッダー仕様セクションで、[] を選択します。のダウンロード。

6.

7.

ダウンロードしたものを開きます。customHttp.yml任意のコードエディタにファイルを入力し、カ
スタムヘッダーの情報をカスタムヘッダー YAML 形式 (p. 98)。
a.

を使用する場合pattern[] を選択し、一致するパターンを入力します。

b.

を使用する場合key[] に、カスタムヘッダーの名前を入力します。

c.

を使用する場合value[] に、カスタムヘッダーの値を入力します。

編集した内容を保存するcustomHttp.ymlプロジェクトのルートディレクトリにファイルを指定しま
す。モノレポで作業している場合は、customHttp.ymlリポジトリのルートにファイルを指定しま
す。
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、新しい Git リポジトリから新しいビルドを実行しま
す。customHttp.ymlファイルを開きます。
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•

手動デプロイアプリの場合、Amplify コンソールでアプリを再度デプロイし、新し
いcustomHttp.ymlアップロードしたアーティファクトを含むファイル。

Note
で設定されたカスタムヘッダーcustomHttp.ymlファイルおよびアプリのルートディレクトリに
デプロイすると、で定義されているカスタムヘッダーが上書きされます。カスタムヘッダー「」
セクション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、ビルドスペックを編集して、アプリに指定されていました。AWS
Management Consoleまたは、ダウンロードして更新することでamplify.ymlファイルを作成し、プロ
ジェクトのルートディレクトリに保存します。buildspec と、カスタムヘッダーを移行することを強くお勧
めします。amplify.ymlファイルを開きます。
でカスタムヘッダーを指定します。カスタムヘッダーの セクションAWS Management Consoleまたは、ダ
ウンロードして編集することでcustomHttp.ymlファイルを開きます。

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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,ビルドの設定。左アプリビルド仕様セクショ
ンで、アプリの buildspec を確認できます。

4.

選択のダウンロード[] をクリックして、現在の buildspec のコピーを保存します。後でこのコピーを参
照できます。

5.

ダウンロードが完了したら、[] を選択します。編集。

6.

ステップ 9 の後半で使用するため、ファイル内のカスタムヘッダー情報をメモしておきます。左編
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。

7.

ナビゲーションペインで [] を選択します。アプリの設定,カスタムヘッダー。

8.

左カスタムヘッダー仕様セクションで、[] を選択します。編集。

9.

左編集ウィンドウで、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する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.

に移動します。amplify.ymlアプリケーション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。

2.

オープンamplify.yml任意のコードエディタで。

3.

ステップ 8 の後半で使用するため、ファイル内のカスタムヘッダー情報をメモしておきます。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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,カスタムヘッダー。

7.

左カスタムヘッダー仕様セクションで、[] を選択します。のダウンロード。

8.

ダウンロードしたものを開きます。customHttp.yml任意のコードエディタにファイルを入力し、削
除したカスタムヘッダーの情報を入力します。amplify.ymlステップ 3。
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9.

編集した内容を保存するcustomHttp.ymlプロジェクトのルートディレクトリにファイルを指定しま
す。モノレポで作業している場合は、レポのルートにファイルを保存します。

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、新しい Git リポジトリから新しいビルドを実行しま
す。customHttp.ymlファイルを開きます。
•

手動デプロイアプリの場合、Amplify コンソールでアプリを再度デプロイし、新し
いcustomHttp.ymlアップロードしたアーティファクトを含むファイル。

Note
で設定されたカスタムヘッダーcustomHttp.ymlファイルおよびアプリのルートディレクトリに
デプロイすると、で定義されているカスタムヘッダーがオーバーライドされます。カスタムヘッ
ダーの セクションAWS Management Console。

Monorepo カスタムヘッダー
Monorepo でアプリのカスタムヘッダーを指定する場合は、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 YAML 形式 (p. 98)。
• Monorepo でアプリケーションのカスタムヘッダーを指定するには、カスタムヘッダーの セクション
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
する必要があります。
• コンソールを使用する代わりに、モノレポでアプリのカスタムヘッダーをcustomHttp.ymlファイ
ルを開きます。保存する必要がありますcustomHttp.ymlリポジトリのルートにファイルを保存し、
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します。で指定したカスタムヘッ
ダーcustomHttp.ymlファイルを使用して、指定したカスタムヘッダーを上書きします。カスタムヘッ
ダーの セクション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は、HTTPS を適用し、XSS 攻撃を回避して、ブラウザをクリックジャッ
クから守ります。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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着信ウェブフック
Git リポジトリにコードを入力せずにビルドをトリガーするように Amplify コンソールで着信ウェブフッ
クを設定します。ウェブフックトリガーは、コンテンツが変更されたときにビルドを開始したり、Zapier
などのサービスを使用して日々ビルドを実行したりするために、ヘッドレス CMS ツール (Contentful や
GraphCMS など) とともに使用できます。

着信 Webhook を作成するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、Amplify コンソール。

2.
3.

Webhook を作成する対象のアプリを選択します。
ナビゲーションペインの [] を選択します。ビルド設定。

4.

リポジトリの []ビルド設定[] ページで、[] まで下にスクロールします。着信ウェブフック[] セクション
を選択し、[Webhook の作成。

5.

左Webhook の作成[] ダイアログボックスで、以下の操作を実行します。
a.
b.
c.

を使用する場合Webhook の名前Webhook の名前を入力します。
を使用する場合ビルドするブランチで、着信 Webhook リクエストに基づいて構築するブランチ
を選択します。
[Save] (保存) を選択します。
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6.

左着信ウェブフック[] セクションで、次のいずれかを実行します。
•
•

Webhook URL をコピーし、ヘッドレス CMS ツールまたはその他のサービスに提供してビルドを
トリガーします。
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 AmplifyAmazon を通じてメトリクスを発行する CloudWatch およびアクセスログには、アプリに対
して行われた各リクエストに関する詳細情報が表示されます。このセクションのトピックを使用して、こ
れらのメトリクスとログを使用することでアプリを監視する方法を学習します。
トピック
• CloudWatch によるモニタリング (p. 104)
• アクセスログ (p. 106)

CloudWatch によるモニタリング
AWS Amplifyは Amazon CloudWatch と統合されているため、Amplify アプリケーションのメトリクスをほ
ぼリアルタイムでモニタリングできます。設定したしきい値を超えるメトリクスが発生した場合に通知を
送信するアラームを作成できます。の仕組みの詳細については、 CloudWatch サービスが機能する。アマ
ゾン CloudWatch ユーザーガイド。

メトリクス
Amplify のサポートは CloudWatch の「メトリクス」AWS/AmplifyHostingアプリのトラフィック、エ
ラー、データ転送、レイテンシーを監視するための名前空間。これらのメトリックは、1 分間隔で集計さ
れます。 CloudWatch モニタリング指標は無料で、CloudWatch サービスのクォータ。
すべての利用可能な統計がすべてのメトリクスに適用可能であるとは限りません。次の表では、各メト
リックの説明に、最も関連性の高い統計情報を示します。
メトリクス

説明

リクエスト

アプリで受信したビューワーリクエストの総数。
最も関連性の高い統計はSum。を使用するSumリク
エストの総数を取得するための統計です。

BytesDownloaded

視聴者がアプリから転送 (ダウンロード) したデー
タの合計量 (バイト)GET,HEAD, およびOPTIONSリ
クエスト.
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（バイト単位）POSTそしてPUTリクエス
ト.
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。を使用するSumこ
れらのエラーの出現総数を取得するための統計で
す。

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。
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メトリクス

説明
最も関連性の高い統計はSum。を使用するSumこ
れらのエラーの出現総数を取得するための統計で
す。

レイテンシー

最初のバイトまでの時間 (秒)。Amplify Console が
リクエストを受け取ってから、ネットワークへの
レスポンスを返すまでの合計時間です。視聴者の
デバイスに到達するレスポンスに発生したネット
ワークレイテンシーは含まれません。
最も関連性の高い統計
はAverage,Maximum,Minimum,p10,p50,p90,p95,
およびp100。
を使用するAverage予想されるレイテンシーを評
価するための統計です。

Amplify は次のものを提供します CloudWatch メトリクスディメンション。
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

メトリックスデータは、内のすべてのアプリに
渡って提供されます。AWSアカウント.

にアクセスすることができます CloudWatch の「メトリクス」AWS Management Consoleでhttps://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/。または、次の手順に従って 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ックスにアクセスするには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,Monitoring。

4.

リポジトリの []Monitoring[] ページで、のメトリクス。

Alarms
は作成することができます。 CloudWatch Amplify コンソールで特定の基準が満たされたときに通知を送信
するアラーム。アラームは、シングルを監視します。 CloudWatch メトリクスが指定した評価期間数にわ
たってメトリクスがしきい値を超えると、Amazon Simple Notification Service 通知を送信します。
CloudWatch コンソールまたはを使用して、メトリクスの数式を使用するより高度なアラームを作成でき
ます。 CloudWatch API。たとえば、3 回連続して 4xxErrors が 15% を超えたときに通知するアラームを
作成できます。詳細については、次を参照してください。の作成 CloudWatch メトリクスの数式に基づく
アラームのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
Standard CloudWatch 料金はアラームに適用されます。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。
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を作成するには CloudWatch Amplify メトリクスのアラーム
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,Monitoring。

4.

リポジトリの []Monitoring[] ページで、アラーム。

5.

[アラームの作成] を選択します。

6.

左アラームの作成[] ウィンドウで、アラームを次のように設定します。
a.

を使用する場合メトリクス[] で、リストからモニタリングするメトリクスの名前を選択します。

b.

を使用する場合アラーム名[] で、アラームのわかりやすい名前を入力します。たとえば、監視し
ている場合リクエストで、アラームにという名前を付けます。HighTraffic。名前には ASCII
文字のみを使用します。

c.

を使用する場合通知の設定[] で、次のいずれかを実行します。
•

•

d.

e.

i.

選択新規[] をクリックして、新しい Amazon SNS トピックを設定します。

ii.

を使用する場合E メールアドレスで、通知の受取人のメールアドレスを入力します。

iii.

選択新しいメールアドレスを追加する[] をクリックして、他の受信者を追加します。

i.

選択Existing[] をクリックして Amazon SNS トピックを再利用します。

ii.

を使用する場合SNS トピックで、リストから既存の Amazon SNS トピックの名前を選
択します。

を使用する場合EveryStatisticのメトリクス[] で、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大きい、より小さい、またはしきい値に等しいかどうかを指定し
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状態になる必要がある連続評価期間の数を指定しま
す。

iv.

評価期間の長さを指定します。

[アラームの作成] を選択します。

Note
指定した各 Amazon SNS 受信者は、から確認メールを受信します。AWS通知. メールには、受信
者がサブスクリプションを確認して通知を受け取るためにフォローす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 でホストす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
トされているアプリに対して行われたすべてのリクエストに関する情報が含まれています。これらのアク
セスログは、指定した 2 週間の期間について取得できます。
アクセスログを取得するには、次の手順を使用します。

アクセスログを表示するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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 [] を選択します。アプリの設定,Monitoring。

4.

リポジトリの []Monitoring[] ページで、アクセスログ。
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5.

選択時間範囲の編集。

6.

左時間範囲の編集ウィンドウ、開始日ログを取得する 2 週間の間隔の最初の日を指定します。を使用
する場合開始時間で、ログの取得を開始する最初の日の時刻を選択します。
指定した時間範囲のログがコンソールに表示されます。アクセスログセクションに追加します。選
択のダウンロードをクリックして、ログを CSV 形式で保存します。

7.

アクセスログの分析
アクセスログを分析するために、CSV ファイルを Amazon S3 バケットに保存できます。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、データを分析できる対話式の
クエリサービスです。AWSのサービス。フォローすればいいよ手順はここにあります。テーブルを作成し
ます。テーブルが作成されたら、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
の通知を設定できます。AWS Amplify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
に警告するアプリ。Amplify Hosting は、アカウントに Amazon Simple Notification Service (SNS) トピック
を作成し、それを使用して E メール通知を設定します。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
次の手順を使用して、Amplify アプリのすべてのブランチまたは特定のブランチの電子メール通知を設定し
ます。

Amplify アプリの電子メール通知を設定するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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、[] を選択します。アプリの設定,通知とすると、E メール通知セクション
で、[] を選択します。通知を追加する。

4.

で、次のいずれかを実行します。通知の管理セクションに追加します。
•
1 つのブランチに通知を送信するには、E メールで、通知が送信される E メールアドレスを入力
します。を使用する場合ブランチで、通知を送信するブランチの名前を選択します。
•
接続されているすべてのブランチに通知を送信するには、E メールで、通知が送信される E メー
ルアドレスを入力します。を使用する場合ブランチで、すべてのブランチ。
完了したら、[保存] を選択します。

5.
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カスタムビルドイメージとライブ
パッケージの更新
トピック
• カスタムビルスイメージ (p. 109)
• ライブパッケージのアップデート: (p. 110)

カスタムビルスイメージ
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用して、ビルド中に特定の依存関係をインストールするのに長い時
間がかかる場合は、独自の Docker イメージを作成してビルド中に参照することができます。イメージは
Amazon Elastic Container Registry パブリックでホストできます

Note
ビルドの設定Amplify コンソールで表示できます。アプリの設定メニューは、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のみです。このタイプの展開の手順につ
いては、を参照してください。既存のコードの使用開始 (p. 4)。

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.

「」を参照してください。開始方法のAmazon ECR 公開ユーザーガイド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します。

2.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

3.

カスタムビルドイメージを設定する対象のアプリを選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。アプリの設定,ビルドの設定。

5.

リポジトリの []ビルドの設定[] ページで次の操作を行います。ビルドイメージの設定[] セクション
で、編集。

6.

左ビルドイメージ設定の編集] ダイアログボックスで、[] を展開します。ビルドイメージメニューを選
択し、ビルドイメージ。

7.

ステップ 1 で作成した Amazon ECR 公開リポジトリの名前を入力します。ビルドイメージがホ
ストされる場所です。たとえば、レポの名前がecr-examplerepo[] を入力する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使用するには、次の要件を満たす必要がありま
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: ビルドランナーでは Node はインストールされませんが、イメー
ジにインストールされている Node と NPM に依存します。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。

ライブパッケージのアップデート:
ライブパッケージのアップデートを使用すると、Amplify デフォルトのビルドイメージで使用するパッケー
ジのバージョンと依存関係を指定できます。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 (例:Hugo、Amplify CLI、Yarn)。ライブパッケージのアップ
デートでは、これらの依存関係のバージョンを上書きして特定のバージョンを指定するか、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できます。ライブパッケージのアップデートが有効になっ
ている場合は、ビルドが実行される前に、ビルドランナーは最初に指定された依存関係を更新 (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長くなります
が、同じバージョンの依存関係を使用してアプリをビルドできるというメリットがあります。

ライブパッケージの更新を構成する
ライブパッケージの更新を構成するには
1.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

2.

ライブパッケージのアップデートを設定する対象の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。アプリの設定,ビルドの設定。

4.

リポジトリの []ビルドの設定[] ページで次の操作を行います。ビルドイメージの設定[] セクション
で、編集。

5.

左ビルドイメージ設定の編集] ダイアログボックスで、[] を展開します。パッケージのバージョンオー
バーライドを追加する[] をクリックし、変更するパッケージを選択します。
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6.

を使用する場合バージョンの場合は、デフォルトをそのままにします。最新のまたは、依存関係の特
定のバージョンを入力します。使用するもの最新のでは、依存関係は利用可能なバージョンに常に
アップグレードされます。

7.

[Save] を選択します。
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サービスロールの追加
Amplify では、フロントエンドでバックエンドリソースをデプロイするためのアクセス許可が必要です。
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AWS Identity and
Access Managementお客様に代わって他のサービスを呼び出すときに Amplify が引き受ける (IAM) ロー
ル。このガイドでは、Amplify Studio または CLI リソースをデプロイし、バックエンドを作成および管理
するために必要なリソースへの直接アクセスを許可する Amplify サービスロールを作成します。詳細につ
いては、「Amplify Studio」を参照してください。開始方法のドキュメントAmplify する。Amplify CLI の詳
細については、を参照してください。Amplify CLIのドキュメントAmplify する。

ステップ 1: IAM コンソールにサインインします。
IAM コンソールを開きます。を選択し、ロール左のナビゲーションバーから、ロールの作成。

ステップ 2: Amplify ロールの作成
ロール選択画面で、Amplifyを選択し、Amplify バックエンドのデプロイロール。すべての項目でデフォル
ト値を選択し、ロールの名前を選択します。AmplifyConsoleServiceRole-AmplifyRole。

ステップ 3: Amplify コンソールに戻る
を開くコンソールAmplify。新しいアプリをデプロイする場合は、リフレッシュをクリックし、作成した
ロールを選択します。AmplifyConsoleServiceRole-AmplifyRole のようになります。

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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バックエンドリソースをデプロイするためのアクセス許可が Amplify コンソールに付与されました。

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、のデフォルトの信頼ポリシーAmplify-Backend Deploymentサービスロール
は、aws:SourceArnそしてaws:SourceAccount混乱した代理を防ぐためのグローバルコンテキスト条
件キー。ただし、以前に作成した場合はAmplify-Backend Deploymentアカウントのロールでは、ロー
ルの信頼ポリシーを更新して、混乱した代理人から保護するためにこれらの条件を追加できます。
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。例で赤の斜体で示されているテキ
ストを自分の情報に置き換えます。
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}

を使用して、ロールの信頼ポリシーを編集する方法については、を参照してください。AWS Management
Console「」を参照してください。ロールの修正 (コンソール)のIAM ユーザーガイド。
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アプリの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 “インスタントデプロイによるイ
ンスタントキャッシュの無効化” (p. 114)」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 がサポー
トされています。パフォーマンスモード。パフォーマンスモードは、コンテンツ配信ネットワーク (CDN)
エッジにコンテンツをより長い間隔でキャッシュしておくことで、ホスティング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. 115)」を参照して
ください。

インスタントデプロイによるインスタントキャッ
シュの無効化
Amplify Hosting は、コードコミットごとに CDN のインスタントキャッシュの無効化をサポートします。
これにより、CDN キャッシングのパフォーマンス上のメリットを損なうことなく、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 によるキャッシュの無効化の処理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コンソールでは、コードコミットごとに、インスタントキャッシュの無効化とデルタデプロイメン
トがサポートされます。。
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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 のエッジにキャッシュして
おくことで、ホスティングパフォーマンスを最適化して高速化します。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、利用可能になるまでに最大 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細かく制御する必要がある上級ユーザーを対象と
しています。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、デ
フォルトthe section called “インスタントデプロイによるインスタントキャッシュの無効化” (p. 114)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.

にサインインします。AWS Management Console[] を開き、コンソールAmplify。

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、[] を選択します。アプリの設定,全般。

4.

左将軍ペインで、[] まで下へスクロールします。ブランチセクションに追加します。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.

選択アクション,パフォーマンスモードを有効にします。

6.

左パフォーマンスモードを有効にします] ダイアログボックスで、[] を選択します。パフォーマンス
モードを有効にします。

ヘッダーを使用したキャッシュ保持期間の制御
HTTPCache-Controlヘッダmax-ageそしてs-maxageディレクティブは、アプリのコンテンツキャッ
シュ期間に影響します。-max-ageディレクティブは、がオリジンサーバーから更新されるまでにコンテ
ンツを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-maxageディレクティブの上書
きmax-ageまた、がオリジンサーバーからコンテンツが更新されるまでにコンテンツを CDN エッジに保
持する期間 (秒単位) を指定できます。Amplify Honorでホストされているアプリは、Cache-Control定義
したカスタムヘッダーで上書きされない限り、クライアントから送信されるリクエストヘッダー。カスタ
ムヘッダーの構成方法については、引き続き読んでください。
手動で調整できますs-maxageディレクティブでは、アプリのパフォーマンスとデプロイメントの可用性
をより詳細に制御できます。たとえば、コンテンツがエッジでキャッシュされる時間を長くするには、更
新してライブ時間 (TTL) を手動で増やすことができます。s-maxageをデフォルトの 600 秒 (10 分) より
長い値に設定します。

Note
アプリのパフォーマンスモードが有効になっている場合、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
Capss-maxageカスタムヘッダーを使用して 1 日に設定できること。たとえば、[] を設定した場
合s-maxage1 週間 (604,800 秒) まで、Amplify は 1 日の最大TTLを使用します。
アプリのカスタムヘッダーは、カスタムヘッダーAmplify コンソールのセクション。詳細については、次を
参照してください。カスタムヘッダーの設定 (p. 99)。のカスタム値を指定するにはs-maxageでは、次の
YAML形式を使用します。この例では、関連付けられたコンテンツを 3600 秒 (1 時間) エッジにキャッシュ
します。
customHeaders:
- pattern: '/img/*'
headers:
- key: 'Cache-Control'
value: 's-maxage=3600'
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を使用した Amplify API コールのログ
記録AWS CloudTrail
AWS AmplifyはAWS CloudTrail、Amplify のユーザー、またはAWSのサービスで実行されたアクションを
記録するためのサービスであると統合されています。 CloudTrail Amplify のすべての API 呼び出しをイベ
ントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、Amplify コンソールからのコールと 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、Amplify CloudTrail のイベン
トなど、Amazon S3 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、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、Amplify 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 でアクティビティが発生する
と、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴)AWS 内の他ののサービスイベントと
共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。
詳細については、『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。
AWSアカウントのイベント (Amplify のイベントなど) を継続的に記録するには、証跡を作成します。証跡
により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。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統合
• 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 UI ビルダー API CloudTrail 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ユーザー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。
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• AWS別のサービスからのリクエストでしたか。
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。

Amplify ログファイルエントリについて
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、または複数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コンソールの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 AmplifyAdmin 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",
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"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": "2021-01-13T00:47:25Z"
}
}
},
"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。
以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために 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や保護に役立つ他のAWSのサービスの使用方法
についても説明します。
トピック
• Amplify 向けのIdentity and Access Management (p. 119)
• 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. 152)
• 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) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS の
サービス です。
トピック
• 対象者 (p. 120)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 120)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 122)
• Amplify で IAM を使用する方法 (p. 124)
• Amplify 向けのアイデンティティベースポリシーの例 (p. 129)
• AWS Amplify の AWS マネージドポリシー (p. 131)
• Amplify Identity and Access のトラブルシューティング (p. 141)
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• Amplify 許可リファレンス (p. 143)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amplify で行う作業によって異なります。
[Service user] (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。Amplify 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 Amplify 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. 124)。
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ベースポリシーの例 (p. 129)。

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 のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 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。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、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

120

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
アイデンティティを使用した認証

ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS
Account Managementリファレンスガイドの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してくだ
さい。

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
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする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。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション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。フェデレーション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ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
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ダー用のロールの作成」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に、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ション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 IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
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管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
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設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、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 ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• 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。

Amplify 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. 125)

はい

リソースベースのポリシー (p. 125)

いいえ

ポリシーアクション (p. 125)

はい

ポリシーリソース (p. 126)

はい

ポリシー条件キー (p. 127)

はい

ACL (p. 127)

いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 127)

部分的

テンポラリ認証情報 (p. 128)

はい

プリンシパル許可 (p. 128)

はい

サービスロール (p. 128)

はい

サービスにリンクされたロール (p. 129)

いいえ
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Amplify およびその他の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。

Amplify 向けのアイデンティティベースポリシー
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ベースポリシーの例
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
ティティベースポリシーの例 (p. 129)。

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。
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JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
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 のポリシーアクションは、アクションの前に次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
ティティベースポリシーの例 (p. 129)。

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のリソースタイプとARN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
ティティベースポリシーの例 (p. 129)。
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Amplify の条件キー
サービス固有のポリシー条件キーのサポート

はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
Amplify 条件キーのリストについては、『サービス認証リファレンス』の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
ティティベースポリシーの例 (p. 129)。

Amplify 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。

Amplify での属性ベースのコントロール (ABAC)
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/keyname、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。
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サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

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、プリンシパルとみなさ
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 の機能性が損なわれ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。
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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

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 IAM アカウント内に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリン
クされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。
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「IAMAWS と
連携するサービス」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、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amplify 向けのアイデンティティベースポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには 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許
可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。次に、管理者はこれらのポリ
シーを必要とするユーザーに、ポリシーをアタッチする必要があります。
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。
Amplify が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細につい
ては、「サービス認証リファレンス」の「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. 129)
• Amplify コンソールの使用 (p. 130)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 130)

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
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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 User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
• 多要素認証 (MFA) を要求する – 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。

Amplify コンソールの使用
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。最小限必要なアクセス許可より
も厳しく制限がされたアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーをアタッチしたエ
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のリリースにより、amplifyamplifybackendアプリまたはバックエンドを削除するには
と権限の両方が必要です。IAMamplify ポリシーでアクセス権限のみが提供されている場合、ユーザー
が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。ポリシーを作成する管理者の場合は、権限リ
ファレンスを使用して (p.
)、削除アクションを実行する必要があるユーザーに付与する正しい権限を
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 または管理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}"]

130

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
AWS 管理ポリシー
},
{

}

]

}

"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"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、読み取り専用の許可を追加します。職務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 マネージドポリシー」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: 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、AmplifyAmplifyBackend 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。
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このポリシーは、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
スを明示的に許可する一方で、アカウントに管理者権限を付与します。
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、このポリシーが適用された IDAWS Identity and Access Management を使用して、任意の権限
を持つ他の ID を作成できます。これにより権限昇格が可能になり、AdministratorAccessこのポリ
シーはポリシーと同じくらい強力であると考える必要があります。
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: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:UpdateRole",
"iam:GetRole",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:PassRole",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:CreateRole",
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"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePermissionsBoundary",
"iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
"appsync:CreateApiKey",
"appsync:CreateDataSource",
"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: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",
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"lambda:AddPermission",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"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:UpdateContinuousBackups",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:UpdateTable",
"dynamodb:UpdateTimeToLive",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketCORS",
"s3:PutBucketNotification",
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:PutBucketWebsite",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:PutPublicAccessBlock",
"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",
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"kinesis:AddTagsToStream",
"kinesis:CreateStream",
"kinesis:DeleteStream",
"kinesis:DescribeStream",
"kinesis:DescribeStreamSummary",
"kinesis:ListTagsForStream",
"kinesis:PutRecords",
"es:AddTags",
"es:CreateElasticsearchDomain",
"es:DeleteElasticsearchDomain",
"es:DescribeElasticsearchDomain",
"s3:PutEncryptionConfiguration"

},
{

],
"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",
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"cognito-identity:SetIdentityPoolRoles",
"cognito-identity:CreateIdentityPool",
"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",
"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"

},
{

},
{

],
"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:"
],
"Resource": "*"
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},
{

},
{

"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",
"s3:PutPublicAccessBlock"
],
"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",
"lambda:UpdateFunctionCode",
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"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

AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

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でアプ
リケーションメトリックを顧客
のメトリックにプッシュ配信で
きるようにしますAWS アカウン
ト。

2022 年 8 月 30 日

AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

Amplify 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

AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

顧客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。

2022 年 17 17 17 日 17 年 17

アクションを追加して、顧客が
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
指定できるようにする。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。
AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

すべてのリソースでAmplify UI
Builderアクションを有効にする
ポリシーアクションを追加しま
す。

2021 年 12 月 2 日

AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

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。

2021 年 11 月 8 日

Lambda レイヤーをサポートする
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。
AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

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。
予測のAmplify カテゴリをサポー
トする Amazon Rekognition アク
ションを追加します。
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変更

説明

日付

Amazon Cognito ユーザープー
ルの MFA 設定をサポートする
Amazon Cognito アクションを追
加します。
CloudFormation サポートする
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。
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変更

説明

日付

AdministratorAccessAmplify (p. 131) — 既存のポリ
シーへの更新

Amplify のすべてのアクションを
1amplify:* つのアクションに
統合します。

2021 年 7 月 28 日

カスタマーの 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およびポリシー
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。
Amplify 環境シークレットを
管理するためのAWS Systems
Manager (SSM) ポリシーステー
トメントを追加します。
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。
Amplify が変更の追跡を開始しま
した

Amplify は、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
次の情報は、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
• Amplify 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)
• アクセスキーを表示したい (p. 142)
• 私は管理者で Amplify へのアクセスを他のユーザーに許可したいです (p. 143)
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• AWS自分のアカウント外のユーザーに Amplify リソースへのアクセスを許可したい (p. 143)

Amplify でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
Amplify Studioのリリースにより、amplifyamplifybackendアプリまたはバックエンドを削除するには
と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、
ユーザーが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-amplifyapp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 exampleamplify-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。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。
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Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

私は管理者で Amplify へのアクセスを他のユーザーに許可したい
です
Amplify へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケーション
のために、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリ
ケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amplify の適切な
許可を付与するポリシーを、エンティティにアタッチする必要があります。
すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

AWS自分のアカウント外のユーザーに 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
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. 124)。
• 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
以下の表は、各AWS Amplify Console 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、および許可を付与できるAWSリソースを示しています。アクセスコントロールを設定
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。
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コンソール API オペレーション
のAmplify

必要な アクセス許可

リソース

CreateApp

amplify:CreateApp

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

CreateBackendEnvironment

amplify:CreateBackendEnvironment
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

CreateBranch

amplify:CreateBranch

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

CreateDeployment

amplify:CreateDeployment

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

CreateDomainAssociation

amplify:CreateDomainAssociation
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

CreateWebhook

amplify:CreateWebhook

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

DeleteApp

amplify:DeleteApp

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

DeleteBackendEnvironment

amplify:DeleteBackendEnvironment
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

DeleteBranch

amplify:DeleteBranch

DeleteDomainAssociation

amplify:DeleteDomainAssociation
arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

DeleteJob

amplify:DeleteJob

arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

DeleteWebhook

amplify:DeleteWebhook

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

GenerateAccessLogs

amplify:GenerateAccessLogs arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

GetApp

amplify:GetApp

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

GetArtifactUrl

amplify:GetArtifactUrl

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

GetBackendEnvironment

amplify:GetBackendEnvironment
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID
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コンソール API オペレーション
のAmplify

必要な アクセス許可

リソース

GetBranch

amplify:GetBranch

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

GetDomainAssociation

amplify:GetDomainAssociation
arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

GetJob

amplify:GetJob

arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

GetWebhook

amplify:GetWebhook

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

ListApps

amplify:ListApps

必要なリソースはありません

ListArtifacts

amplify:ListArtifacts

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

ListBackendEnvironments

amplify:ListBackendEnvironments
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

ListBranches

amplify:ListBranches

ListDomainAssociations

amplify:ListDomainAssociations
arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

ListJobs

amplify:ListJobs

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

ListWebhooks

amplify:ListWebhooks

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

StartDeployment

amplify:StartDeployment

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

StartJob

amplify:StartJob

arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

StopJob

amplify:StopJob

arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

145

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

AWS Amplifyホスティング ユーザーガイド
Amplify 許可リファレンス

コンソール API オペレーション
のAmplify

必要な アクセス許可

リソース

TagResource

amplify:TagResource

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID
または
arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####
または
arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

UntagResource

amplify:UntagResource

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID
または
arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####
または
arn: aws: amplify: #
#:##### ID: apps/ appid /branches/ branches/
branch-name /jobs/ jobid

UpdateApp

amplify:UpdateApp

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

UpdateBranch

amplify:UpdateBranch

arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: apps/ app-id
/branches/ #####

UpdateDomainAssociation

amplify:UpdateDomainAssociation
arn: aws: amplify: ####
#:##### ID: ###/ ### ID
/####/ #####

UpdateWebhook

amplify:UpdateWebhook

arn: aws: ##:#####:#####
ID: ###/ ### ID

以下の表は、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、および許可を付与できるAWSリソースを示しています。
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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

CloneBackend

amplifybackend:CloneBackendarn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

CreateBackend

amplifybackend:CreateBackend
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

CreateBackendAPI

amplifybackend:CreateBackendAPI
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api

CreateBackendAuth

amplifybackend:CreateBackendAuth
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /auth

CreateBackendConfig

amplifybackend:CreateBackendConfig
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

CreateToken

amplifybackend:CreateToken arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

DeleteBackend

amplifybackend:DeleteBackend
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##

DeleteBackendAPI

amplifybackend:DeleteBackendAPI
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-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
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api

DeleteBackendAuth

amplifybackend:DeleteBackendAuth
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /auth

DeleteToken

amplifybackend:DeleteToken arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

GenerateBackendAPI モデル

amplifybackend:GenerateBackendAPIModels
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api

GetBackend

amplifybackend:GetBackend arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##

GetBackendAPI

amplifybackend:GetBackendAPI
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api
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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

GetBackendAPI モデル

amplifybackend:GetBackendAPIModels
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api

GetBackendAuth

amplifybackend:GetBackendAuth
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /auth

GetBackendJob

amplifybackend:GetBackendJob
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /job

GetToken

amplifybackend:GetToken

ListBackendJobs

amplifybackend:ListBackendJobs
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /job
RemoveAllBackends

amplifybackend:RemoveAllBackends
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##

RemoveBackendConfig

amplifybackend:RemoveBackendConfig
arn: aws: ########:####
#:##### 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

UpdateBackendAPI

amplifybackend:UpdateBackendAPI
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /api

UpdateBackendAuth

amplifybackend:UpdateBackendAuth
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /##
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /auth

UpdateBackendConfig

amplifybackend:UpdateBackendConfig
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID

UpdateBackendJob

amplifybackend:UpdateBackendJob
arn: aws: ########:####
#:##### ID: ######/ ###
ID
arn: aws: amplifyバックエン
ド:#####:##### ID: ######/
app-id /job

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。この値をフォーマットで
指定しますarn:Partition:amplify:Region:Account:apps/AppId/branches/BranchName。
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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、ポリシー例の赤い斜体テキ
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、代理人の混乱を防ぐために適用で
きるロール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、ポリシー例の赤い斜体テキスト
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/d123456789/branches/
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
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}

}

}

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、AWS Amplifyおよびその他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
る上で重要です。 AWSには、Amplify を監視して異常を検出した場合に報告し、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。Amplify CloudWatch でのメトリックスとアラームの使用方法の詳細については、を参
照してくださいモニタリング (p. 104)。
• Amazon CloudWatch Logs によって Amazon EC2 インスタンス、などからのログファイルのモニタリ
ング、保存AWS CloudTrail、アクセスができます。 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 Logs 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、「を使用した Amplify API コールのログ記録AWS
CloudTrail (p. 116)」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のサービスからのリアルタイムデータをス
トリーム配信し、そのデータをAWS Lambdaなどのターゲットにルーティングします。これにより、
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。
データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management (IAM)
を用いて個々のユーザーアカウントを セットアップすることにより、そのユーザーに各自の職務を果たす
ために必要なアクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。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。
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• 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。これは、コンソール、API、またはAWS SDK で Amplify または他のAWS
のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLIAmplify または他のサービスに入力されたデータはすべ
て、診断ログに取り込まれる場合があります。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、によって管理される Amazon S3 を使用してAWS KMS keys、デフォルトでアプリケー
ションのビルドアーティファクトを暗号化しますAWS Key Management Service。
Amplify は Amazon CloudFront を使用してアプリをお客様に配信します。 CloudFront 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
Hosting は、デフォルトで送信中のデータを暗号化します。カスタマーと 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 の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カスタマーデータの暗号化に使用される暗号化
キーの作成と管理を行う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
めの暗号化キー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、OC、MTCS、ISO、MTCS、MTCS、K-ISMS、MTCS、MTCS、ENS
Cigh、MTCS、CIPAA、MTCS、MTCS、MTCS、MTCS、MTCS、MTCS、MTCS、ENS
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。
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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。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(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 のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。
• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Amplify でのインフラストラクチャセキュリ
ティ
マネージドサービスである AWS Amplify は、「Amazon Web Services: Overview of Security Processes」
(アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要) ホワイトペーパーに記載されている AWS グ
ローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。
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
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時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、に関する詳細なリファレンス情報を検索します。AWS Amplify。
トピック
• AWS CloudFormation サポート (p. 155)
• AWS Command Line Interface サポート (p. 155)
• リソースタギングのサポート (p. 155)

AWS CloudFormation サポート
を使用するAWS CloudFormationAmplify リソースをプロビジョンすると、再現性および信頼性の高いウェ
ブアプリをデプロイできるようになります。AWS CloudFormationクラウド環境内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提供されます。また複数のインフ
ラストラクチャリソースへの展開を簡素化AWSほんの数回のクリックで、アカウントや地域。
Amplify Hosting については、CloudFormation ドキュメントAmplify する。Amplify Studio について
は、Amplify UIビルダー CloudFormation ドキュメンテーション。

AWS Command Line Interface サポート
を使用するAWS Command Line Interfaceコマンドラインから Amplify アプリをプログラムで作成します。
詳細については、「」を参照してください。AWS CLIドキュメント内) を参照してください。

リソースタギングのサポート
♪AWS Command Line InterfaceAmplify リソースにタグを付けます。詳細については、「」を参照してく
ださい。AWS CLItag-resource ドキュメント。
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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。
• ドキュメントの最終更新日:2022 年 11 月 17 日

変更

説明

日付

更新。

Amplify Hostingを使用して
サーバー側でレンダリングさ
れたアプリケーションをデプ
ロイ (p. 14)この章を更新し
て、Amplify の Next.js バージョ
ン 12 および 13 のサポートに対
する最近の変更点を説明するよ
うにしました。

2022 年 11 月 17 日

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AWS Amplifyの管理ポリ
シーに最近加えられた変更を説
明しました。

2022 年 8 月 30 日

管理ポリシーのを追加しまし
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

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AWS Amplifyの管理ポリ
シーに最近加えられた変更を説
明しました。

2022 年 4 月 27 日

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AWS Amplifyの管理ポリ
シーに最近加えられた変更を説
明しました。

2022 年 4 月 17 日

GitHub 新しいアプリ機能の発表

GitHub リポジトリへの
AmplifyGitHub リポジトリへ
の Amplify アクセスを設定す
る (p. 75) GitHub アクセスを許可
する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 スタジオの新機能発表

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
するビジュアルデザイナーを
提供するAmplifyへようこそ
AWS Amplifyホスティング (p. 1)
Studioの更新について説明するト
ピックを更新しました。

2021 年 12 月 2 日
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変更

説明

日付

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AmplifyがAmplifyAWS
Studioをサポートするように
Amplifyの管理ポリシーに最近変
更されたことを説明するように
しました。

2021 年 12 月 2 日

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AWS Amplifyの管理ポリ
シーに最近加えられた変更を説
明しました。

2021 年 11 月 8 日

管理ポリシーのを追加しまし
た。

AWS Amplify の AWS マネージ
ドポリシー (p. 131)トピックを更
新して、AWS Amplifyの管理ポリ
シーに最近加えられた変更を説
明しました。

2021 年 9 月 27 日

管理ポリシーの新しい。

Amplify 向けのAWSマネージドポ 2021 年 7 月 28 日
リシーと、これらのポリシーに
対する最近の変更を追加しまし
た。AWS Amplify の AWS マネー
ジドポリシー (p. 131)

サーバーサイドレンダリングの
章を更新しました

Next.js バージョン 10Amplify
Hostingを使用してサーバー側で
レンダリングされたアプリケー
ションをデプロイ (p. 14) の新
しいサポートについて説明す
る章を更新しました。 x。 x と
Next.js バージョン 11。

「ビルド設定の設定」の章を更
新しました

AmplifyMonorepo ビルド設
2021 年 7 月 20 日
定 (p. 49)AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
でモノレポアプリをデプロイ
する際のビルド設定と新しい環
境変数の設定方法を説明するト
ピックを追加しました。
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変更

説明

日付

フィーチャーブランチデプロイ
メントの章を更新しました

ビルド時にAmplifyコンフィ
グを自動生成 (p. 65)awsexports.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を追加し
ました。条件付きバックエンド
ビルド (p. 66)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更新して
別のバックエンド環境を指すよ
うにしたりするときに、アプリ
間でAmplifyバックエンドを使
う (p. 67)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

更新。

責任分担モデルの適用方法
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

サーバー側レンダリング (SSR)
を使用し、Next.js で作成された
ウェブアプリの AmplifyAmplify
Hostingを使用してサーバー側で
レンダリングされたアプリケー
ションをデプロイ (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. 119)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

更新。

Amazon Elastic Container
2021 年 3 月 12 日
Registry Public でホストされてい
るカスタムビルドイメージを設
定する方法を説明するために、
カスタムビルドイメージとライ
ブパッケージ更新のトピックを
更新しました (p.
)。
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変更

説明

日付

更新。

Amazon CloudWatch メトリック 2021 年 2 月 2 日
スデータへのアクセス方法とア
ラームの設定方法を説明するモ
ニタリングトピックを更新しま
した (p.
)。

CloudTrail 新しいロギングトピッ
ク

AWS Amplifyコンソール
APIAWS Amplify リファレン
スおよび管理 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「Amplify API 呼び出
しのロギング (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 機能の発表

フロントエンド Web およびモバ
イル開発者が外部でアプリケー
ションバックエンドを作成お
よび管理するためのビジュアル
インターフェイスを提供する新
しい Admin UIへようこそAWS
Amplifyホスティング (p. 1)AWS
Management Console を説明す
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
能の発表

パフォーマンスモードを有効
にしてホスティングパフォー
マンスを高速化するために最
適化する方法を説明するため
に、アプリのパフォーマンス
の管理トピックを更新しまし
た (p.
)。

2020 年 11 月 4 日

カスタムヘッダーのトピックを
更新しました

コンソールを使用するか、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
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変更

説明

日付

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ケー
ションに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
エストからの 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. 81)「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 月 20 日

新しい通知のトピック

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
バーに警告するために、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 月 20 日

カスタムドメインのトピックを
更新しました

カスタムドメインを設定す
る (p. 28)トピックを更新し
て、Amazon Route 53、および
Google ドメインにカスタムドメ
インを追加する手順を改善しま
した。 GoDaddyこの更新には、
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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