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AWS AppConfig を使用したタスクの簡素化

AWS AppConfig とは?
AWS Systems Manager の機能である AWS AppConfig を使用して、アプリケーション設定を作成、管理
し、迅速にデプロイします。設定は、アプリケーションの動作に影響する設定のコレクションです。AWS 
AppConfig は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、AWS Lambda、コンテナ、
モバイルアプリケーション、または IoT デバイスでホストされるアプリケーションで使用できます。を使
用して管理できる設定の種類の例についてはAWS AppConfig、を参照してください設定例 (p. 17)。

AWS AppConfig を使用したタスクの簡素化
AWS AppConfig は、次のタスクを簡素化するのに役立ちます。

• 設定する

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS AppConfig でホストされた構成、パラメータスト
ア、Systems Manager ドキュメントストアから設定を入手します。AWS CodePipelineの統合を使用し
て、Bitbucket パイプライン GitHub、およびAWS CodeCommitから設定を入手します。

• 検証

アプリケーション設定のデプロイ中に、単純なタイプミスにより予期しない停止が起きる可能性があり
ます。AWS AppConfig バリデータを使用して、本番システムのエラーを防止します。AWS AppConfig 
バリデータは、JSON スキーマを使用した構文チェック、または AWS Lambda 機能を使用したセマン
ティックチェックを実施して、設定が意図したとおりにデプロイされることを確認します。設定データ
が有効である場合にのみ、設定のデプロイを処理することができます。

• デプロイとモニタリング

デプロイ条件とレート制御を定義して、ターゲットが新しい構成をどのように取得するかを決定しま
す。AWS AppConfig デプロイ戦略を使用して、デプロイの速度、デプロイ時間、焼き時間を設定しま
す。と AmazonAWS AppConfig の統合を使用して、各デプロイをモニタリングし、プロアクティブに
エラーをcatch CloudWatch します。AWS AppConfig でエラーが発生した場合、システムはデプロイを
ロールバックして、アプリケーションユーザーへの影響を最小限に抑えます。

AWS AppConfig ユースケース
AWS AppConfig は、次のユースケースに役立ちます。

• アプリケーションのチューニング – 本番トラフィックでのみテストできる変更を、慎重にアプリケー
ションに導入します。

• 機能の切り替え – 製品の発売や発表など、適切なタイミングでのデプロイが必要となる新機能をオンに
します。

• 許可リスト – プレミアム加入者が有料コンテンツにアクセスできるようにします。
• 運用上の問題 – 依存性やその他の外部要因がシステムに影響を与える場合に、アプリケーションに対す

るストレスを軽減します。

AWS AppConfig を使用する利点
AWS AppConfig は、組織に次のような利点を提供します。
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• 設定変更のエラーを減らす

AWS AppConfig を使用すると設定を検証するルールを作成できるため、アプリケーションのダウンタイ
ムを短縮できます。有効でない設定はデプロイできません。AWS AppConfig には設定を検証するための
以下の 2 つのオプションがあります。
• 構文検証には、JSON スキーマを使用することができます。AWS AppConfig は JSON スキーマを使

用して設定を検証し、設定の変更がアプリケーションの要件に準拠していることを確認します。
• セマンティック検証では、設定を実行する AWS Lambda 関数をデプロイする前に呼び出すことがで

きます。
• 複数のターゲットにわたって迅速に変更をデプロイする

AWS AppConfig では、設定の変更を一元的にデプロイすることで、大規模なアプリケーションの管理が
簡素化されます。AWS AppConfig は、Systems Manager パラメータストア、Systems Manager (SSM) 
ドキュメント、および Amazon S3 に保存された設定をサポートします。AWS AppConfig は、EC2 イン
スタンス、AWS Lambda、コンテナ、モバイルアプリケーション、または IoT デバイスでホストされて
いるアプリケーションで使用できます。

ターゲットは、他の Systems Manager 機能に必要な Systems Manager SSM Agent または AWS Identity 
and Access Management (IAM) インスタンスプロファイルを使用して設定する必要はありません。つま
り、AWS AppConfig はアンマネージド型インスタンスで動作します。

• 中断することなくアプリケーションを更新する

AWS AppConfig は、重いビルドプロセスを実行したりターゲットをサービスから外したりせずに、実行
時にターゲットに設定変更をデプロイします。

• アプリケーション全体で変更のデプロイを制御する

構成変更をターゲットにデプロイする場合、AWS AppConfig では、デプロイ戦略を使用してリスクを最
小限に抑えることができます。デプロイ戦略のレート制御を使用して、アプリケーションターゲットが
構成変更を受信する速度を決定できます。

AWS AppConfig の使用を開始
以下のブログは、AWS AppConfig とその機能を詳しく説明しています。

• AWS AppConfig のデプロイの紹介 – AWS AppConfig によるアプリケーション設定の安全なデプロイに
ついて説明します。

• AWS AppConfig のデプロイを使用した機能のリリースの自動化 – AWS AppConfig と AWS 
CodePipeline の統合を使用して機能のリリースを自動化する方法について説明します。

• サーバーレスワークロードへのアプリケーション設定のデプロイ — AWS AppConfig Lambda 拡張機能
を使用して、アプリケーション設定をサーバーレスワークロードにデプロイする方法について説明しま
す。

AWS AppConfig の仕組み
おおまかに言うと、AWS AppConfig を操作するプロセスは 3 つあります。

1. アプリケーションで動作するように AWS AppConfig を設定 (p. 3)します。
2. アプリケーションコードを有効にして (p. 4)、AWS AppConfig定期的にを確認して設定データを受

信する
3. 新規または更新された設定をデプロイ (p. 4)します。

以降のセクションでは、それぞれのステップについて説明します。

2

http://aws.amazon.com/blogs/aws/safe-deployment-of-application-configuration-settings-with-aws-appconfig/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/automating-feature-release-using-aws-appconfig-integration-with-aws-codepipeline/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/introducing-aws-appconfig-lambda-extension-deploying-application-configuration-serverless/


AWS AppConfig ユーザーガイド
アプリケーションで動作するよう
に AWS AppConfig を設定します。

アプリケーションで動作するように AWS AppConfig 
を設定します。
アプリケーションで動作するように AWS AppConfig を設定するには、以下の表で説明されている 3 つの
タイプのリソースをセットアップします。

リソース 詳細

アプリケーション AWS AppConfig では、アプリケーションはシン
プルなフォルダのような組織構造です。この組織
構造は、実行可能なコードの単位と関係していま
す。例えば、ユーザーがインストールしたモバイ
ルアプリケーションの構成データを整理および管
理する、 MyMobileApp というアプリケーションを
作成できます。

環境 アプリケーションごとに、1 つ以上の環境を定義
します。環境は、Beta または Production 環境
内のアプリケーションなど、AWS AppConfig アプ
リケーションの論理的なデプロイメントグループ
です。アプリケーションの Web、Mobile、およ
び Back-end といったコンポーネントを含む、ア
プリケーションのサブコンポーネントの環境を定
義することもできます。各環境に対して Amazon 
CloudWatch のアラームを設定できます。システム
は、構成のデプロイ中にアラームをモニタリング
します。アラームがトリガーされると、システム
は構成をロールバックします。

設定プロファイル AWS AppConfig設定プロファイルによりは保存場
所の設定データにアクセスできます。次のデータ
形式と場所の設定プロファイルを作成できます。

• AWS AppConfigホストされた設定ストアに保存
されている YAML、JSON、およびその他の形式
の構成データ

• 設定データを Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにオブジェクトとして保
存する

• パイプラインの保存先AWS CodePipeline
• 保存されているシークレットAWS Secrets 

Manager
• AWS Systems Managerパラメータストアに保存

された標準かつ安全な文字列パラメータ
• Systems Manager ドキュメントストアに保存さ

れている SSM ドキュメントの設定データ

設定プロファイルにオプションのバリデータを含
めて、設定データが構文的にもセマンティック的
にも正しいことを確認することもできます。AWS 
AppConfig は、デプロイの開始時にバリデータを
使用してチェックを実行します。エラーが検出さ
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アプリケーションコードを有効にし
て、設定データを確認して取得する

リソース 詳細
れると、設定のターゲットに変更が加えられる前
にデプロイが停止します。

アプリケーションコードを有効にして、設定データを
確認して取得する
アプリケーションは、まず DataStartConfigurationSession APIAWS AppConfig アクションを使用
して設定セッションを確立することによって構成データを取得します。その後、セッションのクライアン
トは定期的に呼び出しを行い、GetLatestConfiguration利用可能な最新のデータを確認して取得しま
す。

呼び出されるとStartConfigurationSession、コードは次の情報を送信します。

• AWS AppConfigセッションが追跡するアプリケーション、環境、および構成プロファイルの識別子 (ID 
または名前)。

• （オプション）セッションのクライアントがを呼び出すまでの最小待機時
間GetLatestConfiguration。

応答としてAWS AppConfig、InitialConfigurationTokenをセッションのクライアントに渡
し、GetLatestConfigurationそのセッションを初めて呼び出すときに使用されます。

呼び出しを行うとGetLatestConfiguration、ConfigurationTokenクライアントコードは自分が
持っている最新の値を送信し、それに応答として受信します。

• NextPollConfigurationToken:ConfigurationToken を次に呼び出すときに使用する
値GetLatestConfiguration。

• NextPollIntervalInSeconds: クライアントが次の呼び出しを行うまでに待機す
る時間GetLatestConfiguration。この時間はセッション中に異なる場合があるた
め、StartConfigurationSession通話時に送信される値の代わりに使用する必要があります。

• 設定:セッション用の最新データ。クライアントにすでに最新バージョンの構成がある場合は、これは空
になることがあります。

AWS AppConfig StartConfigurationSession詳細およびデータアクション
とGetLatestConfiguration APIAWS CLI アクションを使用して設定を取得する方法を示すコマンド例
については、「設定の受信」を参照してください。

新規または更新された構成をデプロイする
AWS AppConfig を使用すると、アプリケーションのユースケースに最適な方法で設定をデプロイできま
す。変更を数秒でデプロイすることも、時間をかけてデプロイして変更の影響を評価することもできま
す。デプロイの制御に役立つ AWS AppConfig リソースを、デプロイ戦略と呼びます。展開戦略には、次
の情報が含まれます。

• デプロイにかかる合計時間。(DeploymentDurationInMinutes)。
• 各間隔でデプロイされた構成を取得するターゲットの割合。(GrowthFactor)。
• デプロイが完了し、自動ロールバックの対象とならないとみなすまで、アラームのために AWS 

AppConfig が監視する時間の合計。(FinalBakeTimeInMinutes)。

一般的なシナリオをカバーする組み込みのデプロイ戦略を使用することも、独自のデプロイ戦略を作成す
ることもできます。デプロイ戦略を作成または選択したら、デプロイを開始します。デプロイを開始する
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と、StartDeploymentAPI アクションが呼び出されます。呼び出しには、デプロイするアプリケーション、
環境、設定プロファイル、および設定データバージョン（オプション）の ID が含まれます。この呼び出し
には、使用するデプロイ戦略の ID も含まれます。ID は、設定データのデプロイ方法を決定します。

Note

AWS AppConfig の言語固有の SDK については、「AWS AppConfig SDK」を参照してください。

AWS AppConfig の料金
AWS AppConfig 使用には料金が発生します。詳細については、「AWS Systems Manager の料金」を参照
してください。

AWS AppConfig のクォータ
AWS AppConfigエンドポイントと Service Quotas および他の Systems Manager のクォータについては、
で説明されていますAmazon Web Services 全般のリファレンス。

Note

AWS AppConfig 設定を格納するサービスのクォータについては、「設定ストアのクォータと制限
について (p. 35)」を参照してください。
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とについてAWS AppConfigデータプ
レーンサービス

2021 年 11 月 18 日、AWS AppConfig新しいデータプレーンサービスをリリースしました。このサー
ビスでは、構成データを取得する以前のプロセスを、GetConfigurationAPI アクション。データ
プレーンサービスは次の 2 つの新しい API アクションを使用します。StartConfigurationSessionそし
てGetLatestConfiguration。データプレーンサービスは以下も使用します新しいエンドポイント。

を使用した開始方法AWS AppConfig2022年1月28日より前に、サービスは電話をかけていたかもしれませ
んGetConfigurationAPI アクションを直接実行するか、提供されているクライアントを使用している
可能性がありますAWS、のようなAWS AppConfigこの API アクションを呼び出すためのLambda 拡張。
あなたが電話したらGetConfigurationAPI アクションを直接、使用するための手順を実行してくださ
いStartConfigurationSessionそしてGetLatestConfigurationAPI アクション。を使用している
場合AWS AppConfigLambda 拡張。タイトルのセクションを参照してくださいこの変更がに与える影響
AWS AppConfigLambda 拡張機能このトピックの後半で。

新しいデータプレーン API アクションには、GetConfigurationAPI アクション。非推奨となりまし
た。

1. 管理する必要はありませんClientIDパラメータ。データプレーンサービスでは、ClientIDによって
作成されたセッショントークンによって内部的に管理されますStartConfigurationSession。

2. 含める必要がなくなりましたClientConfigurationVersion設定データのキャッシュバージョンを
示します。データプレーンサービスでは、ClientConfigurationVersionによって作成されたセッ
ショントークンによって内部的に管理されますStartConfigurationSession。

3. データプレーン API 呼び出し用の新しい専用エンドポイントは、コントロールプレーンとデータプレー
ンの呼び出しを分離することでコード構造を改善します。

4. 新しいデータプレーンサービスにより、データプレーン運用のfuture 拡張性が向上します。設定データ
の取得を管理する設定セッションを利用することで、AWS AppConfigチームはfuture、より強力なエン
ハンスメントを作成することができます。

GetConfiguration から GetLatestConfiguration への移行

新しいデータプレーンサービスの使用を開始するには、を呼び出すコードを更新する
必要がありますGetConfigurationAPI アクション。を使用して設定セッションを
開始します。StartConfigurationSessionAPI アクションを実行してから呼び出
すGetLatestConfiguration設定データを取得する API アクション。パフォーマンスを向上させるた
め、構成データをローカルにキャッシュすることをお勧めします。詳細については、「ステップ 6: 設定を
取得する (p. 48)」を参照してください。

この変更がに与える影響AWS AppConfigLambda 拡張機能

この変更は、AWS AppConfigLambda 拡張機能が機能しています。古いバージョンのAWS 
AppConfigLambda 拡張機能GetConfigurationユーザーに代わって API アクション。新しいバージョン
では、データプレーン API アクションを呼び出します。を使用している場合AWS AppConfigLambda 拡張
機能については、拡張機能を最新の Amazon リソースネーム (ARN) に更新し、新しい API 呼び出しのア
クセス権限を更新することをお勧めします。詳細については、AWS AppConfig と Lambda 拡張機能の統
合 (p. 70)を参照してください。
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AWS AppConfig ユーザーガイド
AWS アカウントにサインアップする

AWS AppConfig のセットアップ
まだ作成していない場合は、AWS アカウント にサインアップして管理者ユーザーを作成します。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。
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AWS AppConfig ユーザーガイド
プログラム的なアクセス権を付与する

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
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AWS AppConfig ユーザーガイド
(オプション) CloudWatch アラームに基づ
いてロールバックのアクセス許可の設定

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

(オプション) CloudWatch アラームに基づいてロー
ルバックのアクセス許可の設定

1 つ以上の AmazonAWS AppConfig CloudWatch アラームに応じて設定の以前のバージョンにロールバッ
クするようにを設定できます。 CloudWatch アラームに応答するようにデプロイを設定するときは、AWS 
Identity and Access Management (IAM) ロールを指定します。 AWS AppConfig CloudWatch アラームを監
視できるようにするには、このロールが必要です。

Note

IAM ロールは現在のアカウントに属している必要があります。デフォルトでは、AWS AppConfig
現在のアカウントが所有するアラームのみを監視できます。別のアカウントからアカウントから
ロールバックするようにを設定できます。AWS AppConfig詳細については、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの「 CloudWatch クロスアカウントクロスリージョンコンソール」を参照してく
ださい。

次の手順を使用して、AWS AppConfig CloudWatch アラームに基づいてロールバックできるようにする 
IAM ロールを作成します。このセクションには、以下の手順が含まれます。

1. ステップ 1: CloudWatch アラームに基づいてロールバック用のアクセス許可ポリシーを作成す
る (p. 9)

2. ステップ 2: CloudWatch アラームに基づいてロールバック用の IAM ロールを作成する (p. 10)
3. ステップ 3: 信頼関係を追加する (p. 10)

ステップ 1: CloudWatch アラームに基づいてロール
バック用のアクセス許可ポリシーを作成する
DescribeAlarms API アクションを呼び出すために AWS AppConfig アクセス許可を付与する IAM ポリ
シーを作成するには、以下の手順を使用します。

CloudWatchアラームに基づいてロールバック用の IAM アクセスポリシーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択

します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。
4. [JSON] タブのデフォルトのコンテンツを次のアクセス許可ポリシーに置き換え、[Next: Tags] (次へ: 

タグ) を選択します。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
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AWS AppConfig ユーザーガイド
ステップ 2: CloudWatch アラームに基づい
てロールバック用の IAM ロールを作成する

        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "cloudwatch:DescribeAlarms" 
                ], 
                "Resource": "*" 
            } 
        ] 
    }

5. このロールのタグを入力し、[Next:Review] を選択します。
6. [Review] (確認) ページで、[Name] (名前) フィールドに

「SSMCloudWatchAlarmDiscoveryPolicy」を入力します。
7. [ポリシーの作成] を選択します。システムによって ポリシー ページに戻ります。

ステップ 2: CloudWatch アラームに基づいてロール
バック用の IAM ロールを作成する
次の手順を使用して、IAM ロールを作成し、前の手順で作成したポリシーをそのロールに割り当てます。

CloudWatch アラームに基づいてロールバック用の IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] を選択し、続いて [Create role] を選択します。
3. [Select type of trusted entity ] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS service ] (AWS 

サービス) を選択します。
4. [Choose the service that will use this role] (このロールを使用するサービスを選択) のすぐ下で、[EC2: 

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf] (EC2: お客様に代わって EC2 インスタンス
が AWS サービスを呼び出すことができるようにする) を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス
許可) を選択します。

5. 「添付権限ポリシー」ページで、「SSM」CloudWatchAlarmDiscoveryPolicy を検索します。
6. このポリシーを選択し、[Next:Tags] を選択します。
7. このロールのタグを入力し、[Next:Review] を選択します。
8. [Create role] (ロールの作成) ページで、[Role name] (ロール名) フィールドに

「SSMCloudWatchAlarmDiscoveryRole」を入力し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
9. [ロール] ページで、作成したロールを選択します。[Summary (概要)] ページが開きます。

ステップ 3: 信頼関係を追加する
次の手順を使用して、先ほど作成したロールが AWS AppConfig を信頼するように設定します。

AWS AppConfig の信頼関係を追加するには

1. 作成したロールの [Summary] ページで [Trust Relationships] タブを選択し、[Edit Trust Relationship] 
を選択します。

2. 次の例に示すように、「appconfig.amazonaws.com」のみを含めるようにポリシーを編集しま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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AWS AppConfig ユーザーガイド
ステップ 3: 信頼関係を追加する

    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appconfig.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

3. [信頼ポリシーの更新] を選択します。
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AWS AppConfig ユーザーガイド
ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成 

AWS AppConfig の使用
このセクションには、AWS AppConfig 機能を使用して設定を作成し、ホストやターゲットにデプロ
イする方法について説明するトピックが含まれています。AWS CloudFormationを使用して、AWS 
AppConfigこのセクションで説明するアーティファクトの多くを作成できます。詳細については、「AWS 
CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS AppConfig リソースタイプのリファレンス」を参照してくだ
さい。

トピック
• ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成  (p. 12)
• ステップ 2: 環境の作成  (p. 14)
• ステップ 3: 設定プロファイルと機能フラグの作成 (p. 16)
• ステップ 4: デプロイ戦略の作成 (p. 40)
• ステップ 5: 設定のデプロイ (p. 45)
• ステップ 6: 設定を取得する (p. 48)

ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作
成

AWS AppConfig では、アプリケーションはシンプルなフォルダのような組織構造です。この組織構造は、
実行可能なコードの単位と関係しています。たとえば、 MyMobileApp ユーザーがインストールしたモバ
イルアプリケーションの構成データを整理および管理するアプリケーションを作成できます。

Note

AWS CloudFormationを使用して、アプリケーション、環境、構成プロファイル、デプロイメン
ト、デプロイ戦略、AWS AppConfigホストされた構成バージョンなどのアーティファクトを作成
できます。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS AppConfig リ
ソースタイプのリファレンス」を参照してください。

AWS AppConfig アプリケーションの作成 (コンソー
ル)
次の手順に従って、AWS Systems Manager コンソールを使用することで AWS AppConfig アプリケー
ションを作成します。

アプリケーションを作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. [Applications (アプリケーション)] タブで、[Create application (アプリケーションの作成)] を選択しま
す。

3. [Name (名前)] に、アプリケーションの名前を入力します。
4. [Description] に、アプリケーションに関する情報を入力します。
5. [Tags (タグ)] セクションで、キーとオプションの値を入力します。1 つのリソースに対して最大 50 個

のタグを指定できます。
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AWS AppConfig ユーザーガイド
AWS AppConfigアプリケーションの作成 (コマンドライン) 

6. [Create application] を選択します。

AWS AppConfig によってアプリケーションが作成され、[Environments (環境)] タブが表示されます。ス
テップ 2: 環境の作成  (p. 14) に進みます。「[Environments (環境)] タブで...」と記載されている手順を
開始することができます。

AWS AppConfigアプリケーションの作成 (コマンドラ
イン)
以下の手順では、AWS CLI (Linux または Windows の場合) または AWS Tools for PowerShell を使用して 
AWS AppConfig アプリケーションを作成する方法について説明します。

アプリケーションをステップバイステップで作成するには

1. AWS CLI を開きます。
2. アプリケーションを作成するには、次のコマンドを実行します。

Linux

aws appconfig create-application \ 
  --name A_name_for_the_application \ 
  --description A_description_of_the_application \   
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_for_the_application

Windows

aws appconfig create-application ^ 
  --name A_name_for_the_application ^ 
  --description A_description_of_the_application ^ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_for_the_application

PowerShell

New-APPCApplication ` 
  -Name Name_for_the_application ` 
  -Description Description_of_the_application ` 
  -Tag Hashtable_type_user_defined_key_value_pair_metadata_for_the_application 

システムが以下のような情報を返します。

Linux

{ 
   "Id": "Application ID", 
   "Name": "Application name", 
   "Description": "Description of the application"
}

Windows

{ 
   "Id": "Application ID", 
   "Name": "Application name", 
   "Description": "Description of the application"
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AWS AppConfig ユーザーガイド
ステップ 2: 環境の作成 

}

PowerShell

ContentLength    : Runtime of the command
Description      : Description of the application
HttpStatusCode   : HTTP Status of the runtime
Id               : Application ID
Name             : Application name
ResponseMetadata : Runtime Metadata 

ステップ 2: 環境の作成
AWS AppConfig アプリケーションごとに、1 つ以上の環境を定義します。環境は、BetaProductionま
たは環境内のアプリケーションなど、 AppConfig ターゲットの論理的なデプロイメントグループです。ア
プリケーションの Web、Mobile、および Back-end といったコンポーネントを含む、アプリケーション
のサブコンポーネントの環境を定義することもできます。各環境に対して Amazon CloudWatch アラーム
を設定できます。システムは、構成のデプロイ中にアラームをモニタリングします。アラームがトリガー
されると、システムは構成をロールバックします。

開始する前に

AWS AppConfigアラームに応答して設定をロールバックできるようにするには、 CloudWatch アラームへ
の応答を許可するアクセス許可を持つAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを設定する必要
があります。AWS AppConfig CloudWatch このロールは、次の手順で選択します。詳細については、「(オ
プション) CloudWatch アラームに基づいてロールバックのアクセス許可の設定 (p. 9)」を参照してくださ
い。

AWS AppConfig 環境の作成 (コンソール)
次の手順に従って、AWS Systems Manager コンソールを使用することで AWS AppConfig 環境を作成し
ます。

環境を作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. [Applications (アプリケーション)] タブで、「ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成
 (p. 12)」で作成したアプリケーションを選択し、[View details (詳細の表示)] を選択します。

3. [Environments (環境)] タブで、[Create environment (環境を作成)] を選択します。
4. [Name (名前)] に、環境の名前を入力します。
5. [Description (説明)] に、環境に関する情報を入力します。
6. [IAM role] (IAM ロール) リストで、アラームがトリガーされたときに設定をロールバックするアクセス

許可を持つ IAM ロールを選択します。
7. CloudWatch アラームリストで、監視するアラームを 1 つ以上選択します。 AWS AppConfigこれらの

アラームのいずれかがアラーム状態になった場合、設定の展開をロールバックします。
8. [Tags (タグ)] セクションで、キーとオプションの値を入力します。1 つのリソースに対して最大 50 個

のタグを指定できます。
9. [Create environment] (環境の作成) を選択します。

AWS AppConfig は環境を作成して、[Environment details (環境詳細)] ページを表示します。ステップ 3: 設
定プロファイルと機能フラグの作成 (p. 16) に進みます。
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AWS AppConfig環境の作成 (コマンドライン)
以下の手順では、AWS CLI (Linux または Windows の場合) または AWS Tools for PowerShell を使用して 
AWS AppConfig 環境を作成する方法について説明します。

環境をステップバイステップで作成する

1. AWS CLI を開きます。
2. 以下のコマンドを実行して、環境を作成します。

Linux

aws appconfig create-environment \ 
  --application-id The_application_ID \ 
  --name A_name_for_the_environment \ 
  --description A_description_of_the_environment \ 
  --monitors 
 "AlarmArn=ARN_of_the_Amazon_CloudWatch_alarm,AlarmArnRole=ARN_of_the_IAM 
 role_for_AWS AppConfig_to_monitor_AlarmArn" \ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_environment

Windows

aws appconfig create-environment ^ 
  --application-id The_application_ID ^ 
  --name A_name_for_the_environment ^ 
  --description A_description_of_the_environment ^ 
  --monitors 
 "AlarmArn=ARN_of_the_Amazon_CloudWatch_alarm,AlarmArnRole=ARN_of_the_IAM 
 role_for_AWS AppConfig_to_monitor_AlarmArn" ^ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_environment

PowerShell

New-APPCEnvironment ` 
  -Name Name_for_the_environment ` 
  -ApplicationId The_application_ID
  -Description Description_of_the_environment ` 
  -Monitors 
 @{"AlarmArn=ARN_of_the_Amazon_CloudWatch_alarm,AlarmArnRole=ARN_of_the_IAM 
 role_for_AWS AppConfig_to_monitor_AlarmArn"} ` 
  -Tag Hashtable_type_user_defined_key_value_pair_metadata_of_the_environment

システムが以下のような情報を返します。

Linux

{ 
   "ApplicationId": "The application ID", 
   "Id": "The_environment ID", 
   "Name": "Name of the environment", 
   "State": "The state of the environment", 
   "Description": "Description of the environment", 
    
   "Monitors": [  
      {  
         "AlarmArn": "ARN of the Amazon CloudWatch alarm", 
         "AlarmRoleArn": "ARN of the IAM role for AppConfig to monitor AlarmArn" 
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      } 
   ]   
}

Windows

{ 
   "ApplicationId": "The application ID", 
   "Id": "The environment ID", 
   "Name": "Name of the environment", 
   "State": "The state of the environment" 
   "Description": "Description of the environment", 
    
   "Monitors": [  
      {  
         "AlarmArn": "ARN of the Amazon CloudWatch alarm", 
         "AlarmRoleArn": "ARN of the IAM role for AppConfig to monitor AlarmArn" 
      } 
   ]  
}

PowerShell

ApplicationId     : The application ID
ContentLength     : Runtime of the command
Description       : Description of the environment
HttpStatusCode    : HTTP Status of the runtime
Id                : The environment ID
Monitors          : {ARN of the Amazon CloudWatch alarm, ARN of the IAM role for 
 AppConfig to monitor AlarmArn}
Name              : Name of the environment
Response Metadata : Runtime Metadata
State             : State of the environment

ステップ 3: 設定プロファイルと機能フラグの作成
設定は、アプリケーションの動作に影響する設定のコレクションです。設定プロファイルにより AWS 
AppConfig は設定にアクセスできます。設定プロファイルには、次に示す情報が含まれます。

• 設定が保存される URI の場所。
• 設定へのアクセスを提供する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
• 構成データのバリデータ。JSON スキーマまたは AWS Lambda 関数のいずれかを使用して、設定プロ

ファイルを検証できます。設定プロファイルは、最大 2 つのバリデータを持つことができます。

AWS AppConfigは、次のタイプの構成プロファイルをサポートします。

• 機能フラグ:製品の発売や発表など、タイムリーなデプロイを必要とする新機能を有効にするための機能
フラグの設定を使用して、製品の発売や発表など、適切なタイミングでのデプロイが必要となる新機能
をオンにします。

• フリーフォーム:フリーフォーム設定を使用して、アプリケーションの変更を慎重に導入します。

Note

hostedホストされた構成ストアでホストされる機能フラグと自由形式構成の場合は、場所 URI 
を指定します。AWS AppConfig
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内容
• 設定例 (p. 17)
• 設定プロファイルの IAM ロールについて (p. 19)
• Amazon S3 に保存された設定について (p. 20)
• バリデータについて (p. 22)
• 機能フラグ設定プロファイルの作成 (p. 24)
• フリーフォーム設定プロファイルの作成 (p. 34)

設定例
AWS Systems Manager の機能である AWS AppConfig を使用して、アプリケーション設定を作成、管理
し、迅速にデプロイします。設定は、アプリケーションの動作に影響する設定のコレクションです。次に
例を示します。

機能フラグ設定

次の機能フラグ設定では、モバイル決済とデフォルト決済を地域ごとに有効または無効にします。

JSON

{ 
  "allow_mobile_payments": { 
    "enabled": false 
  }, 
  "default_payments_per_region": { 
    "enabled": true 
  }
}

YAML

---
allow_mobile_payments: 
  enabled: false
default_payments_per_region: 
  enabled: true

運用設定

次の自由形式設定では、アプリケーションがリクエストを処理する方法に制限があります。

JSON

{ 
  "throttle-limits": { 
    "enabled": "true", 
    "throttles": [ 
      { 
        "simultaneous_connections": 12 
      }, 
      { 
        "tps_maximum": 5000 
      } 
    ], 
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    "limit-background-tasks": [ 
      true 
    ] 
  }
}

YAML

---
throttle-limits: 
  enabled: 'true' 
  throttles: 
  - simultaneous_connections: 12 
  - tps_maximum: 5000 
  limit-background-tasks: 
  - true

アクセス制御リスト設定

次のアクセス制御リストの自由形式設定は、どのユーザーまたはグループがアプリケーションにアクセス
できるかを指定します。

JSON

{ 
  "allow-list": { 
    "enabled": "true", 
    "cohorts": [ 
      { 
        "internal_employees": true 
      }, 
      { 
        "beta_group": false 
      }, 
      { 
        "recent_new_customers": false 
      }, 
      { 
        "user_name": "Jane_Doe" 
      }, 
      { 
        "user_name": "John_Doe" 
      } 
    ] 
  }
}

YAML

---
allow-list: 
  enabled: 'true' 
  cohorts: 
  - internal_employees: true 
  - beta_group: false 
  - recent_new_customers: false 
  - user_name: Jane_Doe 
  - user_name: Ashok_Kumar
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設定プロファイルの IAM ロールについて
次の手順で説明するように、AWS AppConfig を使用して、設定データへのアクセスを提供する IAM ロー
ルを作成できます。自分で IAM ロールを作成することもできます。AWS AppConfig を使用してロールを
作成する場合、システムによってロールが作成され、選択した構成ソースのタイプに応じて、次のいずれ
かのアクセス許可ポリシーが指定されます。

設定ソースはSecrets Manager シークレットです

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
             ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:AWS #####:account_ID:secret:secret_name-a1b2c3" 
            ] 
        } 
    ]
}

設定ソースはパラメータストアパラメータ

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParameter" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:AWS #####:account_ID:parameter/parameter_name" 
            ] 
        } 
    ] 
    }

設定ソースは SSM ドキュメント

{ 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetDocument" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:AWS #####:account_ID:document/document_name" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS AppConfig を使用してロールを作成する場合、システムはロールの次の信頼関係も作成します。
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{ 

  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appconfig.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Amazon S3 に保存された設定について
設定は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存できます。設定プロファイルの作
成時には、バケット内の 1 つの S3 オブジェクトの URI を指定します。また、そのオブジェクトを取得す
るために AWS AppConfig のアクセス許可を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。Amazon S3 オブジェクトの設定プロファイルを作成す
る場合は、次の制限事項に注意してください。

制限 詳細

サイズ S3 オブジェクトとして保存できる設定のサイズは
最大 1 MB です。

オブジェクト暗号化 設定プロファイルは、SSE-S3 および SSE-KMS 暗
号化オブジェクトをターゲットにできます。

ストレージクラス AWS AppConfig は、S3 ストレージクラスとし
て、STANDARD、INTELLIGENT_TIERING、REDUCED_REDUNDANCY、STANDARD_IA、ONEZONE_IA
をサポートしています。すべての S3 Glacier クラ
ス (GLACIER および DEEP_ARCHIVE) はサポート
していません。

バージョニング AWS AppConfig では、S3 オブジェクトでバー
ジョニングが使用されている必要があります。

Amazon S3 オブジェクトとして保存する設定のアクセス許可の
設定
S3 オブジェクトとして保存する設定の設定プロファイルを作成する場合は、そのオブジェクトを取得する
アクセス許可を AWS AppConfig に付与する IAM ロールの ARN を指定する必要があります。このロール
には、以下のアクセス許可が含まれている必要があります。

S3 オブジェクトに対するアクセス許可

• S3:GetObject
• S3:GetObjectVersion

S3 オブジェクトを一覧表示するアクセス許可

S3:ListAllMyBuckets
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オブジェクトを保存する S3 バケットへのアクセス許可

• S3:GetBucketLocation
• S3:GetBucketVersioning
• S3:ListBucket
• S3:ListBucketVersions

以下の手順を実行して、S3 オブジェクトに保存されている設定を AWS AppConfig が取得できるようにす
るロールを作成します。

S3 オブジェクトにアクセスするための IAM ポリシーの作成

S3 オブジェクトに保存されている設定を AWS AppConfig が取得できるようにする IAM ポリシーを作成す
るには、以下の手順に従います。

S3 オブジェクトにアクセスするための IAM ポリシーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択

します。
3. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。
4. S3 バケットおよび設定オブジェクトについての情報を、次のサンプルポリシーで更新します。次に、

そのポリシーを [JSON] タブのテキストフィールドに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectVersion" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/my-configurations/my-configuration.json" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetBucketVersioning", 
        "s3:ListBucketVersions", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::my-bucket" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    }  
  ]
}

5. [ポリシーの確認] を選択します。
6. [ポリシーの確認] ページの [名前] ボックスに名前を入力し、続いて説明を入力します。
7. [ポリシーの作成] を選択します。[Roles] (ロール) ページが再度表示されます。
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S3 オブジェクトにアクセスするための IAM ロールの作成

S3 オブジェクトに保存されている設定を AWS AppConfig が取得できるようにする IAM ロールを作成する
には、以下の手順に従います。

Amazon S3 オブジェクトにアクセスするための IAM ポリシーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し

ます。
3. [Select type of trusted entity] (信頼するエンティティのタイプを選択) で [AWS service] (AWS サービ

ス) を選択します。
4. [Choose a use case (ユースケースの選択)] セクションの [Common use cases (一般的ユースケース)] 

で [EC2] を選択して、[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。
5. [アクセス権限ポリシーをアタッチする] ページで、検索ボックスに前の手順で作成したポリシーの名

前を入力します。
6. ポリシーを選択して、[Next: Tags (次へ: タグ)] を選択します。
7. [タグの追加 (オプション)] ページで、キーとオプションの値を入力し、[次へ:確認] を選択します。
8. [Review (確認)] ページの [ロール名] フィールドに名前を入力し、続いて説明を入力します。
9. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Roles] (ロール) ページが再度表示されます。
10. [Roles] ページで作成したロールを選択して、[Summary] ページを開きます。[ロール名] と [ロール 

ARN] を書き留めます。このロール ARN は、このトピックで後述する設定プロファイルの作成時に指
定します。

信頼関係の作成

次の手順を使用して、先ほど作成したロールが AWS AppConfig を信頼するように設定します。

信頼関係を追加するには

1. 作成したロールの [Summary] ページで [Trust Relationships] タブを選択し、[Edit Trust Relationship] 
を選択します。

2. 次の例に示すように、"ec2.amazonaws.com" を削除して "appconfig.amazonaws.com" を追加
します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appconfig.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

3. [信頼ポリシーの更新] を選択します。

バリデータについて
設定および設定プロファイルを作成する場合、最大 2 つのバリデータを指定できます。バリデータは、設
定データが構文的かつ意味的に正しいことを保証します。バリデータは、JSON スキーマで、または AWS 
Lambda 関数として作成できます。
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Important

SSM ドキュメントに保存された設定データは、設定をシステムに追加する前に、関連付けられた 
JSON スキーマに対して検証する必要があります。SSM パラメータには検証方式は必要ありませ
んが、AWS Lambda を使用して、新規または更新された SSM パラメータ設定の検証チェックを
作成することを推奨します。

JSON スキーマバリデータ

SSM ドキュメントで設定を作成する場合は、その設定の JSON スキーマを指定または作成する必要があ
ります。JSON スキーマは、アプリケーション構成設定ごとに許可されるプロパティを定義します。この 
JSON スキーマは、新規または更新された構成設定がアプリケーションに必要なベストプラクティスに準
拠するようにするための一連のルールのように機能します。以下はその例です。

    { 
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
      "title": "$id$", 
      "description": "BasicFeatureToggle-1", 
      "type": "object", 
      "additionalProperties": false, 
      "patternProperties": { 
          "[^\\s]+$": { 
              "type": "boolean" 
          } 
      }, 
      "minProperties": 1 
    }

SSM ドキュメントから設定を作成すると、設定がスキーマの要件に準拠しているかどうかが自動的に検証
されます。そうでない場合は、AWS AppConfig は、検証エラーを返します。

Note

JSON スキーマバリデーターに関する以下の情報に注意してください。

• SSMApplicationConfiguration ドキュメントの設定はドキュメントタイプを使用しま
す。対応する JSON スキーマは、ApplicationConfigurationSchemaドキュメントタイプ
を使用します。

• AWS AppConfig は、インラインスキーマの JSON スキーマバージョン 4.X をサポートしま
す。アプリケーション設定で JSON スキーマの異なるバージョンが必要な場合は、Lambda バ
リデータを作成する必要があります。

AWS Lambda バリデータ

Lambda 関数バリデータは、次のイベントスキーマで設定する必要があります。AWS AppConfig はこのス
キーマを使用して Lambda 関数を呼び出します。中身は base64 でエンコードされた文字列で、URI は文
字列です。

{ 
    "ApplicationId": "The application Id of the configuration profile being validated",  
    "ConfigurationProfileId": "The configuration profile Id of the configuration profile 
 being validated", 
    "ConfigurationVersion": "The configuration version of the configuration profile being 
 validated", 
    "Content": "Base64EncodedByteString",  
    "Uri": "The uri of the configuration"     
}

AWS AppConfig は、Lambda X-Amz-Function-Error ヘッダーが応答に設定されていることを検証
します。Lambda は、関数が例外をスローした場合にこのヘッダーを設定します。X-Amz-Function-
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Error の詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「エラー処理と AWS Lambda での自
動再試行」を参照してください。

検証を成功させる Lambda 応答コードの簡単な例を以下に示します。

import json

def handler(event, context): 
     #Add your validation logic here 
     print("We passed!")

検証を失敗させる Lambda 応答コードの簡単な例を以下に示します。

def handler(event, context): 
     #Add your validation logic here 
     raise Exception("Failure!")

設定パラメータが素数の場合にのみ有効とする、別の例を次に示します。

function isPrime(value) { 
    if (value < 2) { 
        return false; 
    } 

    for (i = 2; i < value; i++) { 
        if (value % i === 0) { 
            return false; 
        } 
    } 

    return true;
}

exports.handler = async function(event, context) { 
    console.log('EVENT: ' + JSON.stringify(event, null, 2)); 
    const input = parseInt(Buffer.from(event.content, 'base64').toString('ascii')); 
    const prime = isPrime(input); 
    console.log('RESULT: ' + input + (prime ? ' is' : ' is not') + ' prime'); 
    if (!prime) { 
        throw input + "is not prime"; 
    }
}

AWS AppConfigStartDeploymentおよびValidateConfigurationActivity API オペレーションを
呼び出すと、検証 Lambda が呼び出されます。Lambda を呼び出すには、appconfig.amazonaws.com
アクセス許可を提供する必要があります。詳細については、「AWS のサービスへのアクセス権限を関数に
付与する」を参照してください。AWS AppConfig は検証 Lambda の実行時間を、起動レイテンシーを含
めて 15 秒に制限します。

機能フラグ設定プロファイルの作成
機能フラグを使用して、アプリケーション内の機能を有効または無効にしたり、フラグ属性を使用してア
プリケーション機能のさまざまな特性を設定したりできます。AWS AppConfig は、機能フラグ設定を、
フラグとフラグ属性に関するデータおよびメタデータを含む機能フラグ形式で、AWS AppConfig でホスト
された設定ストアに保存します。AWS AppConfig でホストされた設定ストアの詳細については、「AWS 
AppConfig でホストされた設定ストアについて (p. 36)」のセクションを参照してください。

Important

機能フラグ設定データを取得するには、アプリケーションでGetLatestConfiguration API を
呼び出す必要があります。GetConfigurationを呼び出しても機能フラグの設定データを取得す
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ることはできません。これは廃止されました。詳細については、AWS AppConfig API リファレン
スの「GetLatestConfiguration」を参照してください。

トピック
• 機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コンソール)  (p. 25)
• 機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コマンドライン)  (p. 27)
• AWS のタイプリファレンス。 AppConfig。 FeatureFlags (p. 29)

機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コンソー
ル)
AWS AppConfig コンソールを使用して AWS AppConfig 機能フラグの設定プロファイルと機能フラグ設定
を作成するには、次の手順に従います。

設定プロファイルを作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. [Applications] (アプリケーション) タブで、AWS AppConfig 設定を作成する (p. 12)で作成したアプ
リケーションを選択し、[Configuration profiles and feature flags] (設定プロファイルと機能フラグ) タ
ブを選択します。

3. [作成] を選択します。
4. [Feature flag] (機能フラグ) を選択します。

機能フラグを作成する

1. 作成した設定で、[Add new flag] (新しいフラグを追加する) を選択します。

2. [Flag name] (フラグの名前) と (オプションで) [Description] (説明) を入力します。フラグキーは、入力
した名前のスペースをアンダースコアに置き換えることで自動入力されます。別の値または形式を使
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用する場合は、フラグキーを編集できます。フラグを作成した後、フラグ名は編集できますが、フラ
グキーは編集できません。

3. トグルボタンを使用して、機能フラグが [Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) のいずれであるか
を指定します。

4. (オプション) 機能フラグに [Attributes] (属性) と [Constraints] (制約) を追加します。属性を使用する
と、フラグ内に追加の値を指定できます。オプションで、属性値を指定した制約と比較して検証する
ことができます。制約により、予期しない値がアプリケーションにデプロイされないようにします。

AWS AppConfig 機能フラグでは、次のタイプの属性および対応する制約をサポートします。

タイプ 制約事項 説明

正規表現 文字列の正規表現パターン[String] (文字列)

列挙型 文字列に許容される値のリスト

最小 属性の最小数値数値

[Maximum] (最大) 属性の最大数値

[Boolean] (ブール値) なし なし

正規表現 配列の要素の正規表現パターン文字列配列

列挙型 配列の要素に許容される値のリ
スト

最小 配列の要素の最小数値数値配列

[Maximum] (最大) 配列の要素の最大数値

Note

以下の情報に注意してください。

• 属性名には、「enabled」という単語が使われます。「enabled」という名前の機能フラグ
属性は作成できません。他に予約語はありません。

• 機能フラグの属性は、GetLatestConfigurationそのフラグが有効になっている場合に
のみレスポンスに含まれます。

• [必須値] を選択して、属性値が必要かどうかを指定します。
5. [Save new version] (新しいバージョンを保存する) を選択します。
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ステップ 4: デプロイ戦略の作成に進みます。

機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コマンド
ライン)
以下の手順では、AWS Command Line Interface (Linux または Windows の場合) または Tools for Windows 
の場合) または Tools for Windows PowerShell の場合、を使用して、AWS AppConfig機能フラグの設定プ
ロファイルを作成する方法について説明します。必要に応じて、AWS CloudShellを使用して以下のコマン
ドを実行できます。詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドの「AWS CloudShell とは何か」を
参照してください。

機能フラグの設定をステップバイステップで作成する

1. AWS CLI を開きます。
2. [Type] (タイプ) に AWS.AppConfig.FeatureFlags を指定して、機能フラグの設定プロファイルを

作成します。設定プロファイルでは、ロケーション URI に hosted を使用する必要があります。

Linux

aws appconfig create-configuration-profile \ 
  --application-id The_application_ID \ 
  --name A_name_for_the_configuration_profile \ 
  --location-uri hosted \ 
  --type AWS.AppConfig.FeatureFlags

Windows

aws appconfig create-configuration-profile ^ 
  --application-id The_application_ID ^ 
  --name A_name_for_the_configuration_profile ^ 
  --location-uri hosted ^ 
  --type AWS.AppConfig.FeatureFlags                 
  

PowerShell

New-APPCConfigurationProfile ` 
  -Name A_name_for_the_configuration_profile ` 
  -ApplicationId The_application_ID ` 
  -LocationUri hosted ` 
  -Type AWS.AppConfig.FeatureFlags
 

3. 機能フラグの設定データを作成します。データは JSON 形式であ
り、AWS.AppConfig.FeatureFlags JSON スキーマに準拠していることが必要です。スキーマの
詳細については、「AWS のタイプリファレンス。 AppConfig。 FeatureFlags (p. 29)」を参照して
ください。

4. CreateHostedConfigurationVersion API を使用して、機能フラグの設定データを AWS 
AppConfig に保存します。

Linux

aws appconfig create-hosted-configuration-version \ 
  --application-id The_application_ID \ 
  --configuration-profile-id The_configuration_profile_id \ 
  --content-type "application/json" \ 
  --content file://path/to/feature_flag_configuration_data \ 
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  file_name_for_system_to_store_configuration_data

Windows

aws appconfig create-hosted-configuration-version ^ 
  --application-id The_application_ID ^ 
  --configuration-profile-id The_configuration_profile_id ^ 
  --content-type "application/json" ^ 
  --content file://path/to/feature_flag_configuration_data ^ 
   file_name_for_system_to_store_configuration_data

PowerShell

New-APPCHostedConfigurationVersion ` 
  -ApplicationId The_application_ID ` 
  -ConfigurationProfileId The_configuration_profile_id ` 
  -ContentType "application/json" ` 
  -Content file://path/to/feature_flag_configuration_data ` 
   file_name_for_system_to_store_configuration_data

以下は Linux のサンプルコマンドです。

aws appconfig create-hosted-configuration-version \ 
  --application-id 1a2b3cTestApp \ 
  --configuration-profile-id 4d5e6fTestConfigProfile \ 
  --content-type "application/json" \ 
  --content Base64Content

contentパラメータは、base64次のエンコードされたデータを使用します。

{ 
  "flags": { 
    "flagkey": { 
      "name": "WinterSpecialBanner" 
    } 
  }, 
  "values": { 
    "flagkey": { 
      "enabled": true 
    } 
  }, 
  "version": "1"
}

システムが以下のような情報を返します。

Linux

{ 
   "ApplicationId"          : "1a2b3cTestApp", 
   "ConfigurationProfileId" : "4d5e6fTestConfigProfile", 
   "VersionNumber"          : "1", 
   "ContentType"            : "application/json"
}
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Windows

{ 
   "ApplicationId"          : "1a2b3cTestApp", 
   "ConfigurationProfileId" : "4d5e6fTestConfigProfile", 
   "VersionNumber"          : "1", 
   "ContentType"            : "application/json"
}

PowerShell

ApplicationId          : 1a2b3cTestApp
ConfigurationProfileId : 4d5e6fTestConfigProfile
VersionNumber          : 1
ContentType            : application/json

service_returned_content_file には、AWS AppConfig によって生成されたメタデータをいく
つか含む設定データが含まれます。

Note

ホストされた設定バージョンを作成すると、AWS AppConfig は、データが
AWS.AppConfig.FeatureFlags JSON スキーマに準拠していることを検証します。さら
に、AWS AppConfig は、データ内の各機能フラグ属性が、各属性に定義された制約を満たす
ことを検証します。

AWS のタイプリファレンス。 AppConfig。 FeatureFlags
AWS.AppConfig.FeatureFlags JSON スキーマを、機能フラグの設定データを作成するためのリファ
レンスとして使用します。

{ 
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", 
      "definitions": { 
        "flagSetDefinition": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "version": { 
              "$ref": "#/definitions/flagSchemaVersions" 
            }, 
            "flags": { 
              "$ref": "#/definitions/flagDefinitions" 
            }, 
            "values": { 
              "$ref": "#/definitions/flagValues" 
            } 
          }, 
          "required": ["version", "flags"], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "flagDefinitions": { 
          "type": "object", 
          "patternProperties": { 
            "^[a-z][a-zA-Z\d-]{0,63}$": { 
              "$ref": "#/definitions/flagDefinition" 
            } 
          }, 
          "maxProperties": 100, 
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          "additionalProperties": false 
        }, 
        "flagDefinition": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "name": { 
              "$ref": "#/definitions/customerDefinedName" 
            }, 
            "description": { 
              "$ref": "#/definitions/customerDefinedDescription" 
            }, 
            "_createdAt": { 
              "type": "string" 
            }, 
            "_updatedAt": { 
              "type": "string" 
            }, 
            "_deprecation": { 
              "type": "object", 
              "properties": { 
                "status": { 
                  "type": "string", 
                  "enum": ["planned"] 
                } 
              }, 
             "additionalProperties": false 
            }, 
            "attributes": { 
              "$ref": "#/definitions/attributeDefinitions" 
            } 
          }, 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "attributeDefinitions": { 
          "type": "object", 
          "patternProperties": { 
            "^[a-z][a-zA-Z\\d-_]{0,63}$": { 
              "$ref": "#/definitions/attributeDefinition" 
            } 
          }, 
          "maxProperties": 25, 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "attributeDefinition": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "description": { 
              "$ref": "#/definitions/customerDefinedDescription" 
            }, 
            "constraints": { 
              "oneOf": [ 
                { "$ref": "#/definitions/numberConstraints" }, 
                { "$ref": "#/definitions/stringConstraints" }, 
                { "$ref": "#/definitions/arrayConstraints" }, 
                { "$ref": "#/definitions/boolConstraints" } 
              ] 
            } 
          }, 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "flagValues": { 
          "type": "object", 
          "patternProperties": { 
            "^[a-z][a-zA-Z\\d-_]{0,63}$": { 
              "$ref": "#/definitions/flagValue" 
            } 
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          }, 
          "maxProperties": 100, 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "flagValue": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "enabled": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
            "_createdAt": { 
              "type": "string" 
            }, 
            "_updatedAt": { 
              "type": "string" 
            } 
          }, 
          "patternProperties": { 
            "^[a-z][a-zA-Z\\d-_]{0,63}$": { 
              "$ref": "#/definitions/attributeValue", 
              "maxProperties": 25 
            } 
          }, 
          "required": ["enabled"], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "attributeValue": { 
          "oneOf": [ 
            { "type": "string", "maxLength": 1024 }, 
            { "type": "number" }, 
            { "type": "boolean" }, 
            { 
              "type": "array", 
              "oneOf": [ 
                { 
                  "items": { 
                    "type": "string", 
                    "maxLength": 1024 
                  } 
                }, 
                { 
                  "items": { 
                    "type": "number" 
                  } 
                } 
              ] 
            } 
          ], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "stringConstraints": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "type": { 
              "type": "string", 
              "enum": ["string"] 
      }, 
            "required": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
            "pattern": { 
              "type": "string", 
              "maxLength": 1024 
            }, 
            "enum": { 
              "type": "array", 
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              "maxLength": 100, 
              "items": { 
                "oneOf": [ 
                  { 
                    "type": "string", 
                    "maxLength": 1024 
                  }, 
                  { 
                    "type": "integer" 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          }, 
          "required": ["type"], 
          "not": { 
            "required": ["pattern", "enum"] 
          }, 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "numberConstraints": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "type": { 
              "type": "string", 
              "enum": ["number"] 
      }, 
            "required": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
            "minimum": { 
              "type": "integer" 
            }, 
            "maximum": { 
              "type": "integer" 
            } 
          }, 
          "required": ["type"], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "arrayConstraints": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "type": { 
              "type": "string", 
              "enum": ["array"] 
      }, 
            "required": { 
              "type": "boolean" 
            }, 
            "elements": { 
              "$ref": "#/definitions/elementConstraints" 
      } 
          }, 
          "required": ["type"], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "boolConstraints": { 
          "type": "object", 
          "properties": { 
            "type": { 
              "type": "string", 
              "enum": ["boolean"] 
      }, 
            "required": { 
              "type": "boolean" 
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            } 
          }, 
          "required": ["type"], 
          "additionalProperties": false 
        }, 
        "elementConstraints": { 
          "oneOf": [ 
            { "$ref": "#/definitions/numberConstraints" }, 
            { "$ref": "#/definitions/stringConstraints" } 
          ] 
        }, 
        "customerDefinedName": { 
          "type": "string", 
          "pattern": "^[^\\n]{1,64}$" 
        }, 
        "customerDefinedDescription": { 
          "type": "string", 
          "maxLength": 1024 
        }, 
        "flagSchemaVersions": { 
          "type": "string", 
          "enum": ["1"] 
        } 
      }, 
      "type": "object", 
      "$ref": "#/definitions/flagSetDefinition", 
      "additionalProperties": false 
    }

Important

機能フラグ設定データを取得するには、アプリケーションでGetLatestConfiguration API を
呼び出す必要があります。GetConfigurationを呼び出しても機能フラグの設定データを取得す
ることはできません。これは廃止されました。詳細については、AWS AppConfig API リファレン
スの「GetLatestConfiguration」を参照してください。

GetLatestConfigurationアプリケーションが新しくデプロイされた設定を呼び出および受信すると、機能
フラグと属性を定義する情報が削除されます。簡略化された JSON には、指定された各フラグキーに一致
するキーのマップが含まれています。簡略化された JSON には、enabled属性の、truefalseまたはの
マッピングされた値も含まれています。enabledフラグをに設定するとtrue、フラグの属性も存在するこ
とになります。次の JSON スキーマは、JSON 出力の形式を記述します。

{ 
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", 
  "type": "object", 
  "patternProperties": { 
    "^[a-z][a-zA-Z\\d-_]{0,63}$": { 
      "$ref": "#/definitions/attributeValuesMap" 
    } 
  }, 
  "maxProperties": 100, 
  "additionalProperties": false, 
  "definitions": { 
    "attributeValuesMap": { 
      "type": "object", 
      "properties": { 
        "enabled": { 
          "type": "boolean" 
        } 
      }, 
      "required": ["enabled"], 
      "patternProperties": { 
        "^[a-z][a-zA-Z\\d-_]{0,63}$": { 
          "$ref": "#/definitions/attributeValue" 
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        } 
      }, 
      "maxProperties": 25, 
      "additionalProperties": false 
    }, 
    "attributeValue": { 
      "oneOf": [ 
        { "type": "string","maxLength": 1024 }, 
        { "type": "number" }, 
        { "type": "boolean" }, 
        { 
          "type": "array", 
          "oneOf": [ 
            { 
              "items": { 
                "oneOf": [ 
                  { 
                    "type": "string", 
                    "maxLength": 1024 
                  } 
                ] 
              } 
            }, 
            { 
              "items": { 
                "oneOf": [ 
                  { 
                    "type": "number" 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      ], 
      "additionalProperties": false 
    } 
  }
}

フリーフォーム設定プロファイルの作成
フリーフォーム設定プロファイルにより、AWS AppConfig は指定されたソースロケーションから設定にア
クセスすることができます。フリーフォーム設定を保存できる形式と場所は次のとおりです。

• AWS AppConfigホストされた設定ストアに保存されている YAML、JSON、およびその他の形式の構成
データ

• 設定データは、Amazon SS (Amazon SS) バケットにオブジェクトとして保存される設定データ
• パイプラインの保存先AWS CodePipeline
• 保存されているシークレットAWS Secrets Manager
• AWS Systems Managerパラメータストアに保存された標準かつ安全な文字列パラメータ
• Systems Manager ドキュメントストアに保存されている SSM ドキュメントの設定データ

AWS AppConfig でホストされた設定ストアまたは SSM ドキュメントに保存するフリーフォーム設定の場
合、設定プロファイルの作成時に Systems Manager コンソールを使用してフリーフォーム設定を作成でき
ます。このプロセスについては、このトピックの後半で説明します。

パラメータストア、Secrets Manager または S3 に保存する設定の場合、最初にパラメータ、シークレッ
ト、またはオブジェクトを作成して、関連する設定ストアに保存する必要があります。構成データを保存
したら、このトピックの手順を使用して構成プロファイルを作成します。
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トピック
• 設定ストアのクォータと制限について (p. 35)
• AWS AppConfig でホストされた設定ストアについて (p. 36)
• フリーフォーム設定および設定プロファイルの作成 (p. 36)

設定ストアのクォータと制限について
AWS AppConfigがサポートする構成ストアには、次の割り当てと制限があります。

  AWS 
AppConfig 
でホストさ
れた設定ス
トア

Amazon S3 Systems 
Manager パ
ラメータス
トア

AWS 
Secrets 
Manager

Systems 
Manager ド
キュメント
ストア

AWS 
CodePipeline

設定サイズ
の制限

1 MB 1 MB

S3 ではな
く AWS 
AppConfig 
によって適
用

4 KB (無料利
用枠)/8 KB 
(詳細パラ
メータ)

64 KB 64 KB 1 MB

強制され
るがAWS 
AppConfig、
適用さ
れない 
CodePipeline

リソースス
トレージの
制限

1 GB 無制限 10,000 パ
ラメータ 
(無料利用
枠)/100,000 
パラメータ 
(詳細パラ
メータ)

500,000 500 ドキュ
メント

アプリケー
ションごと
の設定プロ
ファイルの
数によって
制限される 
(アプリケー
ションあた
り 100 プロ
ファイル)

サーバー側
の暗号化

はい SSE-
S3、SSE-
KMS

はい はい いいえ はい

AWS 
CloudFormation
のサポート

はい データの作
成または更
新用ではあ
りません

はい はい いいえ はい

API オペ
レーション
の作成また
は更新を検
証

サポート外 サポート外 サポートさ
れている正
規表現

サポートさ
れている正
規表現

すべての 
API 入力
操作と更
新 API 操
作に必要
な JSON ス
キーマ

サポート外

料金表 無料 「Amazon 
S3 の料金」
を参照して
ください

「AWS 
Systems 
Manager 料
金表」を参

「AWS 
Secrets 
Manager 料
金表」を参

無料 「AWS 
CodePipeline 
料金表」を
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  AWS 
AppConfig 
でホストさ
れた設定ス
トア

Amazon S3 Systems 
Manager パ
ラメータス
トア

AWS 
Secrets 
Manager

Systems 
Manager ド
キュメント
ストア

AWS 
CodePipeline

照してくだ
さい

照してくだ
さい

参照してく
ださい

AWS AppConfig でホストされた設定ストアについて
AWS AppConfig には、内部の設定ストアまたはホストされた設定ストアが含まれています。構成は 1 MB 
以下である必要があります。AWS AppConfig でホストされた構成ストアには、他の構成ストアオプション
と比べて次のような利点があります。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) やパラメータストアなど、他のサービスをセットアップ
して設定する必要はありません。

• 設定ストアを使用するために AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を設定する必要
はありません。

• 設定を YAML、JSON、またはテキストドキュメントとして保存できます。
• ストアを使用してもコストは発生しません。
• 構成プロファイルを作成したら、作成した構成をストアに追加できます。

フリーフォーム設定および設定プロファイルの作成
このセクションでは、フリーフォーム設定および設定プロファイルを作成する方法について説明します。
開始する前に、次の情報を書き留めます。

• 次の手順では、選択した設定ストアの設定データに AWS AppConfig がアクセスできるように、IAM 
サービスロールを指定する必要があります。AWS AppConfig でホストされた設定ストアを使用する場
合、このロールは必要ありません。S3、パラメータストア、または Systems Manager のドキュメント
ストアを選択した場合は、既存の IAM ロールを選択するか、システムによってロールを自動的に作成
するオプションを選択する必要があります。詳細については、「設定プロファイルの IAM ロールについ
て (p. 19)」を参照してください。

• S3 に保存されている設定用の設定プロファイルを作成する場合は、アクセス許可を設定する必要があ
ります。S3 を設定ストアとして使用するためのアクセス許可およびその他の要件の詳細については、
「Amazon S3 に保存された設定について (p. 20)」を参照してください。

• バリデータを使用する場合は、バリデータを使用するための詳細と要件を確認してください。詳細につ
いては、「バリデータについて (p. 22)」を参照してください。

トピック
• AWS AppConfig フリーフォーム設定プロファイルの作成 (コンソール)  (p. 36)
• AWS AppConfigフリーフォーム設定プロファイルの作成 (コマンドライン)  (p. 39)

AWS AppConfig フリーフォーム設定プロファイルの作成 (コンソール)

AWS Systems Manager コンソールを使用して AWS AppConfig フリーフォーム設定プロファイルと (オプ
ションで) フリーフォーム設定を作成するには、次の手順に従います。
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設定プロファイルを作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. [Applications] (アプリケーション) タブで、AWS AppConfig 設定を作成する (p. 12)で作成したアプ
リケーションを選択し、[Configuration profiles and feature flags] (設定プロファイルと機能フラグ) タ
ブを選択します。

3. [Create freeform configuration profile] (フリーフォーム設定プロファイルの作成) を選択します。

4. [Name (名前)] に、設定プロファイルの名前を入力します。
5. [Description (説明)] に、設定プロファイルに関する情報を入力します。
6. [Select configuration source (設定のソースの選択)] ページで、オプションを選択します。
7. • [AWS AppConfig hosted configuration] (AWS AppConfig でホストされた設定) を選択した場合

は、[YAML]、[JSON]、または [Text] (テキスト) のいずれかを選択し、フィールドに設定を入力しま
す。[次へ] を選択し、この手順のステップ 10 に進みます。

• [Amazon S3 object] (Amazon S3 オブジェクト) を選択した場合は、オブジェクトの URI を入力しま
す。[Next] (次へ) を選択します。

• [AWS Systems Manager parameter] (AWS Systems Manager パラメータ) を選択した場合は、リス
トからパラメータの名前を選択します。[Next] (次へ) を選択します。

• シークレットSecrets Manager を選択した場合は、シークレットの名前を入力します。[Next] (次へ) 
を選択します。

• [AWS CodePipeline] を選択した場合、[Next] (次へ) を選択して、この手順のステップ 10 に進みま
す。

• [AWS Systems Manager document] (AWS Systems Manager ドキュメント) を選択した場合は、次
の手順を実行します。

a. [Document source (ドキュメントのソース)] セクションで、[Saved document (保存されたドキュ
メント)] または [New document (新しいドキュメント)] を選択します。

b. [Saved document] (保存されたドキュメント) を選択した場合は、リストから SSM ドキュメント
を選択します。[New document (新しいドキュメント)] を選択すると、[Details (詳細)] セクション
と [Content (コンテンツ)] セクションが表示されます。

c. [Details (詳細)] セクションで、新しいアプリケーション設定の名前を入力します。
d. [Application configuration schema (アプリケーション設定スキーマ)] セクションで、リストを使

用して JSON スキーマを選択するか、[Create schema (スキーマの作成)] を選択します。[Create 
schema] (スキーマの作成) を選択すると、Systems Manager は [Create schema] (スキーマの作
成) ページを開きます。[Content (コンテンツ)] セクションにスキーマの詳細を入力し、[Create 
schema (スキーマの作成)] を選択します。
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e. [Application configuration schema version (アプリケーション設定スキーマのバージョン)] では、
リストからバージョンを選択するか、[Update schema (スキーマを更新)] を選択してスキーマを
編集し、新しいバージョンを作成します。

f. [Content (コンテンツ)] セクションで、[YAML] または [JSON] を選択し、フィールドに設定データ
を入力します。

g. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Service role] (サービスロール) セクションで、[New service role] (新しいサービスロール) を選択し

て AWS AppConfig によって、設定データへのアクセスを提供する IAM ロールを作成します。AWS 
AppConfig は前に入力した名前を基に自動的に [Role name] (ロール名) フィールドに入力します。ま
たは、IAM に既に存在するロールを選択するには、[Existing service role] (既存のサービスロール) を
選択します。[Role ARN (ロール ARN)] リストを使用してロールを選択します。

9. [Add validators (バリデータの追加)] ページで、[JSON Schema (JSON スキーマ)] または [AWS 
Lambda] を選択します。[JSON Schema (JSON スキーマ)] を選択した場合、フィールドに JSON ス
キーマを入力します。[AWS Lambda] を選択した場合は、リストから関数 Amazon リソースネーム 
(ARN) とバージョンを選択します。

Important

SSM ドキュメントに保存された設定データは、設定をシステムに追加する前に、関連付けら
れた JSON スキーマに対して検証する必要があります。SSM パラメータには検証方式は必要
ありませんが、AWS Lambda を使用して、新規または更新された SSM パラメータ設定の検
証チェックを作成することを推奨します。

10. [Tags (タグ)] セクションで、キーとオプションの値を入力します。1 つのリソースに対して最大 50 個
のタグを指定できます。

11. [Create configuration profile (設定プロファイルの作成)] を選択します。

Important

の設定プロファイルを作成した場合AWS CodePipeline、次にデプロイ戦略を作成してから、次
のセクションで説明するとおり、でデプロイプロバイダー CodePipeline AWS AppConfigとして
指定するパイプラインを作成する必要があります。ユーザーAWS AppConfig をデプロイプロバイ
ダーとして指定するパイプラインの作成については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の
「チュートリアル: AWS AppConfig をデプロイプロバイダーとして使用するパイプラインを作成
する」を参照してください。
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ステップ 4: デプロイ戦略の作成 (p. 40) に進みます。

AWS AppConfigフリーフォーム設定プロファイルの作成 (コマンドライン)

以下の手順では、AWS CLI (Linux または Windows の場合) またはを使用してAWS Tools for 
PowerShellAWS AppConfigフリーフォーム設定プロファイルを作成する方法について説明します。必要に
応じて、AWS CloudShellを使用して以下のコマンドを実行できます。詳細については、AWS CloudShell 
ユーザーガイドの「AWS CloudShell とは何か」を参照してください。

Note

AWS AppConfigホストされた構成ストアでホストされる自由形式構成の場合は、場所 URI を指定
しますhosted。

設定プロファイルをステップバイステップで作成するには

1. AWS CLI を開きます。
2. 次のコマンドを実行して、フリーフォーム設定プロファイルを作成します。

Linux

aws appconfig create-configuration-profile \ 
  --application-id The_application_ID \ 
  --name A_name_for_the_configuration_profile \ 
  --description A_description_of_the_configuration_profile \ 
  --location-uri A_URI_to_locate_the_configuration or hosted \ 
  --retrieval-role-
arn The_ARN_of_the_IAM_role_with_permission_to_access_the_configuration_at_the_specified_LocationUri
 \ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_configuration_profile \ 
  --validators "Content=JSON_Schema_content_or_the_ARN_of_an_AWS 
 Lambda_function,Type=JSON_SCHEMA or LAMBDA"

Windows

aws appconfig create-configuration-profile ^ 
  --application-id The_application_ID ^ 
  --name A_name_for_the_configuration_profile ^ 
  --description A_description_of_the_configuration_profile ^ 
  --location-uri A_URI_to_locate_the_configuration or hosted  ^ 
  --retrieval-role-
arn The_ARN_of_the_IAM_role_with_permission_to_access_the_configuration_at_the_specified_LocationUri
 ^ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_configuration_profile ^ 
  --validators "Content=JSON_Schema_content_or_the_ARN_of_an_AWS 
 Lambda_function,Type=JSON_SCHEMA or LAMBDA"

PowerShell

New-APPCConfigurationProfile ` 
  -Name A_name_for_the_configuration_profile ` 
  -ApplicationId The_application_ID ` 
  -Description Description_of_the_configuration_profile ` 
  -LocationUri A_URI_to_locate_the_configuration or hosted ` 
  -
RetrievalRoleArn The_ARN_of_the_IAM_role_with_permission_to_access_the_configuration_at_the_specified_LocationUri
 ` 
  -
Tag Hashtable_type_user_defined_key_value_pair_metadata_of_the_configuration_profile
 ` 
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  -Validators "Content=JSON_Schema_content_or_the_ARN_of_an_AWS 
 Lambda_function,Type=JSON_SCHEMA or LAMBDA"

Note

AWS AppConfigホストされた構成ストアで構成を作成した場
合、CreateHostedConfigurationVersionAPI 操作を使用して構成の新しいバージョンを作成でき
ます。この APIAWS CLI オペレーションの詳細とサンプルコマンドについては、create-hosted-
configuration-versionAWS CLIコマンドリファレンスのを参照してください。

ステップ 4: デプロイ戦略の作成
AWS AppConfig デプロイ戦略は設定デプロイの次の重要な側面を定義します。

設定 説明

デプロイタイプ デプロイの種類は、設定のデプロイ方法ま
たはロールアウト方法を定義します。AWS 
AppConfig は、線形および指数デプロイタイプを
サポートしています。

• 線形: このタイプの場合、AWS AppConfig は、
デプロイ全体に均等に分散される増加係数の増
分によってデプロイを処理します。以下は、直
線的に 20% 増加する 10 時間のデプロイメント
のタイムラインの例です。

経過時間 デプロイの進捗状況

0 時間 0%

２時間 20%

４時間 40%

6 時間 60%

８時間 80%

10 時間 100%

• 指数: このタイプの場合、AWS AppConfig は
次の式を使用してデプロイを指数的に処理しま
す。G*(2^N)。この式で、G はユーザーによっ
て指定されたステップパーセンテージで、N は設
定がすべてのターゲットにデプロイされるまで
のステップ数です。たとえば、増加係数に 2 を
指定すると、次のように構成がロールアウトさ
れます。

2*(2^0)
2*(2^1)
2*(2^2)
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設定 説明
デプロイは、ターゲットの 2%、ターゲットの 
4%、ターゲットの 8%、のようにロールアウト
され、設定がすべてのターゲットにデプロイさ
れるまで続行されます。

ステップパーセンテージ (増加係数) この設定では、デプロイの各ステップでターゲッ
トとする発信者の割合を指定します。

Note

SDK および AWS AppConfig API リファ
レンス では、step percentage を
growth factor と呼んでいます。

デプロイ時間 この設定では、AWS AppConfig がホストにデプロ
イする時間の合計を指定します。これはタイムア
ウト値ではありません。これは、デプロイが間隔
を置いて処理される時間枠です。

ベイク時間 この設定は、構成がターゲットの 100% にデ
プロイされた後、デプロイを完了とみなす前に 
AmazonAWS AppConfig CloudWatch アラームを
モニタリングする時間を指定します。この間にア
ラームがトリガーされた場合、AWS AppConfig は
デプロイをロールバックします。AWS AppConfig 
CloudWatch アラームに基づいてロールバックす
るアクセス許可を設定する必要があります。詳細
については、「(オプション) CloudWatch アラー
ムに基づいてロールバックのアクセス許可の設
定 (p. 9)」を参照してください。

定義済みのデプロイ戦略
AWS AppConfig には、構成をすばやく展開するために役立つ定義済みのデプロイ戦略が含まれています。
設定をデプロイするときには、独自の戦略を作成する代わりに、次のいずれかを選択できます。

デプロイ戦略 説明

AppConfig.AllAtOnce クイック:

この戦略では、すべてのターゲットにただち
に設定をデプロイします。システムは Amazon 
CloudWatch アラームを 10 分間監視します。この
時間内にアラームが受信されなければ、デプロイ
は完了です。この間にアラームがトリガーされた
場合、 AppConfig はデプロイをロールバックしま
す。

AppConfigPercentEvery.リニア50秒30秒 テスト/デモンストレーション:

この戦略では、30 秒ごとに設定をすべてのター
ゲットの半分にデプロイし、1 分間のデプロイを行
います。システムは Amazon CloudWatch アラー
ムを 1 分間監視します。この時間内にアラームが
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デプロイ戦略 説明
受信されなければ、デプロイは完了です。この間
にアラームがトリガーされると、 AppConfig デプ
ロイをロールバックします。

この戦略では、継続時間と処理時間が短いため、
テストまたはデモンストレーションの目的でのみ
使用することをお勧めします。

AppConfig. カナリア 10% 20分 AWS の推奨:

この戦略では、20 分間にわたって 10% の増加係
数を使用し、デプロイを指数関数的に処理しま
す。システムは Amazon CloudWatch アラームを 
10 分間監視します。この時間内にアラームが受信
されなければ、デプロイは完了です。この間にア
ラームがトリガーされると、 AppConfig デプロイ
をロールバックします。

この戦略は、設定のデプロイに関する AWS のベス
トプラクティスに沿っているため、本稼働環境の
デプロイに使用することをお勧めします。

デプロイ戦略の作成
最大 20 のデプロイ戦略を作成できます。設定をデプロイするときに、アプリケーションおよび環境に最
適なデプロイ戦略を選択できます。

AWS AppConfig デプロイ戦略の作成 (コンソール)
AWS Systems Manager コンソールを使用して AWS AppConfig デプロイ戦略を作成するには、次の手順
に従います。

デプロイ戦略を作成するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. [Deployment Strategies (デプロイ戦略)] タブを選択し、[Create deployment strategy (デプロイ戦略の

作成)] を選択します。
4. [Name (名前)] に、デプロイ戦略の名前を入力します。
5. [Description (説明)] に、デプロイ戦略に関する情報を入力します。
6. [Deployment type (デプロイタイプ)] で、タイプを選択します。
7. [Step percentage (ステップパーセンテージ)] で、デプロイの各ステップでターゲットとする発信者の

割合を選択します。
8. [Deployment time (デプロイ時間)] に、デプロイの合計期間を分または時間単位で入力します。
9. Bake time には、がデプロイの次のステップに進む、またはデプロイを完了とみなす前に Amazon 

CloudWatch アラームをモニタリングする合計時間を分または時間単位で入力します。
10. [Tags (タグ)] セクションで、キーとオプションの値を入力します。1 つのリソースに対して最大 50 個

のタグを指定できます。
11. [Create deployment strategy (デプロイ戦略の作成)] を選択します。
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Important

の設定プロファイルを作成した場合AWS CodePipeline、でデプロイプロバイダー CodePipeline 
AWS AppConfigとして指定するパイプラインを作成する必要があります。ステップ 5: 設定
のデプロイ (p. 45) を実行する必要はありません。ただし、「ステップ 6: 設定を取得す
る (p. 48)」で説明されているように、アプリケーション設定の更新を受け取るようにクライア
ントを設定する必要があります。ユーザーAWS AppConfig をデプロイプロバイダーとして指定す
るパイプラインの作成については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「チュートリアル: 
AWS AppConfig をデプロイプロバイダーとして使用するパイプラインを作成する」を参照してく
ださい。

ステップ 5: 設定のデプロイ (p. 45) に進みます。

AWS AppConfigデプロイ戦略の作成 (コマンドライン)
以下の手順では、AWS CLI (Linux または Windows の場合) またはを使用してAWS Tools for 
PowerShellAWS AppConfigデプロイ戦略を作成する方法について説明します。

デプロイ戦略をステップバイステップで作成するには

1. AWS CLI を開きます。
2. 以下のコマンドを実行して、デプロイ戦略を作成します。

Linux

aws appconfig create-deployment-strategy \ 
  --name A_name_for_the_deployment_strategy \ 
  --description A_description_of_the_deployment_strategy \ 
  --deployment-duration-in-minutes Total_amount_of_time_for_a_deployment_to_last \ 
  --final-bake-time-in-minutes Amount_of_time_AWS 
 AppConfig_monitors_for_alarms_before_considering_the_deployment_to_be_complete \ 
  --growth-
factor The_percentage_of_targets_to_receive_a_deployed_configuration_during_each_interval
 \ 
  --growth-
type The_linear_or_exponential_algorithm_used_to_define_how_percentage_grows_over_time
 \ 
  --replicate-
to To_save_the_deployment_strategy_to_a_Systems_Manager_(SSM)_document \ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment_strategy

Windows

aws appconfig create-deployment-strategy ^ 
  --name A_name_for_the_deployment_strategy ^ 
  --description A_description_of_the_deployment_strategy ^ 
  --deployment-duration-in-minutes Total_amount_of_time_for_a_deployment_to_last ^ 
  --final-bake-time-in-minutes Amount_of_time_AWS 
 AppConfig_monitors_for_alarms_before_considering_the_deployment_to_be_complete ^ 
  --growth-
factor The_percentage_of_targets_to_receive_a_deployed_configuration_during_each_interval
 ^ 
  --growth-
type The_linear_or_exponential_algorithm_used_to_define_how_percentage_grows_over_time
 ^ 
  --name A_name_for_the_deployment_strategy ^ 
  --replicate-
to To_save_the_deployment_strategy_to_a_Systems_Manager_(SSM)_document ^ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment_strategy
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PowerShell

New-APPCDeploymentStrategy `  
  --Name A_name_for_the_deployment_strategy `  
  --Description A_description_of_the_deployment_strategy ` 
  --DeploymentDurationInMinutes Total_amount_of_time_for_a_deployment_to_last ` 
  --FinalBakeTimeInMinutes Amount_of_time_AWS 
 AppConfig_monitors_for_alarms_before_considering_the_deployment_to_be_complete ` 
  --
GrowthFactor The_percentage_of_targets_to_receive_a_deployed_configuration_during_each_interval
 ` 
  --
GrowthType The_linear_or_exponential_algorithm_used_to_define_how_percentage_grows_over_time
 ` 
  --ReplicateTo To_save_the_deployment_strategy_to_a_Systems_Manager_(SSM)_document
 ` 
  --
Tag Hashtable_type_User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment_strategy

システムが以下のような情報を返します。

Linux

{ 
   "Id": "Id of the deployment strategy", 
   "Name": "Name of the deployment strategy", 
   "Description": "Description of the deployment strategy", 
   "DeploymentDurationInMinutes": "Total amount of time the deployment lasted", 
   "GrowthType": "The linear or exponential algorithm used to define how percentage 
 grew over time", 
   "GrowthFactor": "The percentage of targets that received a deployed 
 configuration during each interval",   
   "FinalBakeTimeInMinutes": "The amount of time AWS AppConfig monitored for alarms 
 before considering the deployment to be complete", 
   "ReplicateTo": "The Systems Manager (SSM) document where the deployment strategy 
 is saved"
}

Windows

{ 
   "Id": "Id of the deployment strategy", 
   "Name": "Name of the deployment strategy", 
   "Description": "Description of the deployment strategy", 
   "DeploymentDurationInMinutes": "Total amount of time the deployment lasted", 
   "GrowthType": "The linear or exponential algorithm used to define how percentage 
 grew over time", 
   "GrowthFactor": "The percentage of targets that received a deployed 
 configuration during each interval",   
   "FinalBakeTimeInMinutes": "The amount of time AWS AppConfig monitored for alarms 
 before considering the deployment to be complete", 
   "ReplicateTo": "The Systems Manager (SSM) document where the deployment strategy 
 is saved"
}

PowerShell

ContentLength               : Runtime of the command
DeploymentDurationInMinutes : Total amount of time the deployment lasted
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Description                 : Description of the deployment strategy
FinalBakeTimeInMinutes      : The amount of time AWS AppConfig monitored for alarms 
 before considering the deployment to be complete
GrowthFactor                : The percentage of targets that received a deployed 
 configuration during each interval
GrowthType                  : The linear or exponential algorithm used to define 
 how percentage grew over time
HttpStatusCode              : HTTP Status of the runtime
Id                          : The deployment strategy ID
Name                        : Name of the deployment strategy
ReplicateTo                 : The Systems Manager (SSM) document where the 
 deployment strategy is saved
ResponseMetadata            : Runtime Metadata

ステップ 5: 設定のデプロイ
でデプロイを開始すると、StartDeploymentAPIAWS AppConfig オペレーションが呼び出されます。この呼
び出しには、デプロイする AWS AppConfig アプリケーションの ID、環境、構成プロファイル、および構
成データバージョン (オプション) が含まれます。この呼び出しには、使用するデプロイ戦略の ID も含ま
れます。ID は、構成データのデプロイ方法を決定します。

に保存されているシークレットAWS Secrets Manager、カスタマー管理キーで暗号化された Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクト、またはカスタマー管理キーで暗号化された
AWS Systems Manager Parameter Store に保存された安全な文字列パラメータをデプロイする場合
は、KmsKeyIdentifierパラメータの値を指定する必要があります。設定が暗号化されていないかAWS 
マネージドキー、で暗号化されている場合は、KmsKeyIdentifierパラメータに値を指定する必要はあり
ません。

Note

指定する値は、KmsKeyIdentifierカスタマーマネージド型キーである必要があります。これ
は、設定の暗号化に使用したキーと同じでなくてもかまいません。
を使用してデプロイを開始する場合KmsKeyIdentifier、AWS Identity and Access 
Management (IAM)kms:GenerateDataKey プリンシパルにアタッチされているアクセス権限ポ
リシーで操作が許可されている必要があります。

AWS AppConfig はすべてのホストへの配布をモニタリングし、ステータスをレポートします。ディストリ
ビューションが失敗した場合は、AWS AppConfig は構成をロールバックします。

Note

環境には、一度に 1 つの設定のみデプロイできます。ただし、1 つの設定をそれぞれ異なる環境
に同時にデプロイすることができます。

設定をデプロイする (コンソール)
AWS Systems Manager コンソールを使用して AWS AppConfig 設定をデプロイするには、次の手順に従
います。

コンソールを使用して設定をデプロイするには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. [Applications (アプリケーション)] タブでアプリケーションを選択し、[View details (詳細の表示)] を選

択します。
4. [Environments (環境)] タブで環境を選択し、[View details (詳細の表示)] を選択します。
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5. [Start deployment (デプロイの開始)] を選択します。
6. [Configuration (設定)] で、リストから設定を選択します。
7. 設定のソースに応じて、[Document version (ドキュメントのバージョン)] リストまたは [Parameter 

version (パラメータのバージョン)] リストを使用して、デプロイするバージョンを選択します。
8. [Deployment strategy (デプロイ戦略)] で、リストから戦略を選択します。
9. [Deployment description (デプロイの説明)] に、説明を入力します。
10. [Tags (タグ)] セクションで、キーとオプションの値を入力します。1 つのリソースに対して最大 50 個

のタグを指定できます。
11. [Start deployment (デプロイの開始)] を選択します。

設定をデプロイする (コマンドライン)
以下の手順では、AWS CLI (Linux または Windows の場合) またはを使用してAWS Tools for 
PowerShellAWS AppConfig設定をデプロイする方法について説明します。

設定をステップバイステップでデプロイする

1. AWS CLI を開きます。
2. 次のコマンドを実行して、設定をデプロイします。

Linux

aws appconfig start-deployment \ 
  --application-id The_application_ID \ 
  --environment-id The_environment_ID \ 
  --deployment-strategy-id The_deployment_strategy_ID \ 
  --configuration-profile-id The_configuration_profile_ID \ 
  --configuration-version The_configuration_version_to_deploy \ 
  --description A_description_of_the_deployment \ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment

Windows

aws appconfig start-deployment ^ 
  --application-id The_application_ID ^ 
  --environment-id The_environment_ID ^ 
  --deployment-strategy-id The_deployment_strategy_ID ^ 
  --configuration-profile-id The_configuration_profile_ID ^ 
  --configuration-version The_configuration_version_to_deploy ^ 
  --description A_description_of_the_deployment ^ 
  --tags User_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment

PowerShell

Start-APPCDeployment ` 
  -ApplicationId The_application_ID ` 
  -ConfigurationProfileId The_configuration_profile_ID ` 
  -ConfigurationVersion The_configuration_version_to_deploy ` 
  -DeploymentStrategyId The_deployment_strategy_ID ` 
  -Description A_description_of_the_deployment ` 
  -EnvironmentId The_environment_ID ` 
  -Tag Hashtable_type_user_defined_key_value_pair_metadata_of_the_deployment

システムが以下のような情報を返します。
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Linux

{    
   "ApplicationId": "The ID of the application that was deployed", 
   "EnvironmentId" : "The ID of the environment", 
   "DeploymentStrategyId": "The ID of the deployment strategy that was deployed", 
   "ConfigurationProfileId": "The ID of the configuration profile that was 
 deployed", 
   "DeploymentNumber": The sequence number of the deployment, 
   "ConfigurationName": "The name of the configuration", 
   "ConfigurationLocationUri": "Information about the source location of the 
 configuration", 
   "ConfigurationVersion": "The configuration version that was deployed", 
   "Description": "The description of the deployment", 
   "DeploymentDurationInMinutes": Total amount of time the deployment lasted, 
   "GrowthType": "The linear or exponential algorithm used to define how percentage 
 grew over time", 
   "GrowthFactor": The percentage of targets to receive a deployed configuration 
 during each interval, 
   "FinalBakeTimeInMinutes": Time AWS AppConfig monitored for alarms before 
 considering the deployment to be complete, 
   "State": "The state of the deployment",   

   "EventLog": [  
      {  
         "Description": "A description of the deployment event", 
         "EventType": "The type of deployment event", 
         "OccurredAt": The date and time the event occurred, 
         "TriggeredBy": "The entity that triggered the deployment event" 
      } 
   ], 

   "PercentageComplete": The percentage of targets for which the deployment is 
 available, 
   "StartedAt": The time the deployment started, 
   "CompletedAt": The time the deployment completed    
}

Windows

{ 
   "ApplicationId": "The ID of the application that was deployed", 
   "EnvironmentId" : "The ID of the environment", 
   "DeploymentStrategyId": "The ID of the deployment strategy that was deployed", 
   "ConfigurationProfileId": "The ID of the configuration profile that was 
 deployed", 
   "DeploymentNumber": The sequence number of the deployment, 
   "ConfigurationName": "The name of the configuration", 
   "ConfigurationLocationUri": "Information about the source location of the 
 configuration", 
   "ConfigurationVersion": "The configuration version that was deployed", 
   "Description": "The description of the deployment", 
   "DeploymentDurationInMinutes": Total amount of time the deployment lasted, 
   "GrowthType": "The linear or exponential algorithm used to define how percentage 
 grew over time", 
   "GrowthFactor": The percentage of targets to receive a deployed configuration 
 during each interval, 
   "FinalBakeTimeInMinutes": Time AWS AppConfig monitored for alarms before 
 considering the deployment to be complete, 
   "State": "The state of the deployment",   

   "EventLog": [  
      {  
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         "Description": "A description of the deployment event", 
         "EventType": "The type of deployment event", 
         "OccurredAt": The date and time the event occurred, 
         "TriggeredBy": "The entity that triggered the deployment event" 
      } 
   ], 

   "PercentageComplete": The percentage of targets for which the deployment is 
 available, 
   "StartedAt": The time the deployment started, 
   "CompletedAt": The time the deployment completed  
}

PowerShell

ApplicationId               : The ID of the application that was deployed
CompletedAt                 : The time the deployment completed
ConfigurationLocationUri    : Information about the source location of the 
 configuration
ConfigurationName           : The name of the configuration
ConfigurationProfileId      : The ID of the configuration profile that was deployed
ConfigurationVersion        : The configuration version that was deployed
ContentLength               : Runtime of the deployment  
DeploymentDurationInMinutes : Total amount of time the deployment lasted
DeploymentNumber            : The sequence number of the deployment
DeploymentStrategyId        : The ID of the deployment strategy that was deployed
Description                 : The description of the deployment
EnvironmentId               : The ID of the environment that was deployed
EventLog                    : {Description : A description of the deployment event, 
 EventType : The type of deployment event, OccurredAt : The date and time the event 
 occurred, 
         TriggeredBy : The entity that triggered the deployment event}
FinalBakeTimeInMinutes      : Time AWS AppConfig monitored for alarms before 
 considering the deployment to be complete
GrowthFactor                : The percentage of targets to receive a deployed 
 configuration during each interval
GrowthType                  : The linear or exponential algorithm used to define 
 how percentage grew over time
HttpStatusCode              : HTTP Status of the runtime
PercentageComplete          : The percentage of targets for which the deployment is 
 available
ResponseMetadata            : Runtime Metadata
StartedAt                   : The time the deployment started
State                       : The state of the deployment

ステップ 6: 設定を取得する
アプリケーションは、最初に StartConfigurationSessionAPI オペレーションを使用して設定セッションを
確立することによって構成データを取得します。その後、セッションのクライアントは定期的に呼び出し
を行い、GetLatestConfiguration利用可能な最新のデータを確認して取得します。

呼び出し時にStartConfigurationSession、コードは次の情報を送信します。

• AWS AppConfigセッションが追跡するアプリケーション、環境、および構成プロファイルの識別子 (ID 
または名前)。

• （オプション）セッションのクライアントがを呼び出すまでの最小待機時
間GetLatestConfiguration。
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応答としてAWS AppConfig、InitialConfigurationTokenをセッションのクライアントに渡
し、GetLatestConfigurationそのセッションを初めて呼び出すときに使用されます。

Important

このトークンは、への最初の呼び出しで一度だけ使用してくださ
いGetLatestConfiguration。以降の呼び出しでは、GetLatestConfiguration
response (NextPollConfigurationToken) で新しいトークンを使用する必要がありま
すGetLatestConfiguration。長時間のポーリングのユースケースに対応するため、トークン
は最長 24 時間有効です。GetLatestConfiguration呼び出しで期限切れのトークンが使用さ
れた場合、システムは戻りますBadRequestException。

呼び出しを行うとGetLatestConfiguration、ConfigurationTokenクライアントコードは自分が
持っている最新の値を送信し、それに応答として受信します。

• NextPollConfigurationToken:ConfigurationToken を次に呼び出すときに使用する
値GetLatestConfiguration。

• NextPollIntervalInSeconds: クライアントが次の呼び出しを行うまでに待機す
る時間GetLatestConfiguration。この時間はセッション中に異なる場合があるた
め、StartConfigurationSession通話時に送信される値の代わりに使用する必要があります。

• 設定:セッション用の最新データ。クライアントにすでに最新バージョンの構成がある場合は、これは空
になることがあります。

Important

次の重要な情報に注意してください。

• StartConfigurationSessionAPI は、サービスとのセッションを確立するために、アプリケーショ
ン、環境、設定プロファイル、およびクライアントごとに 1 回のみ呼び出す必要があります。
これは、通常、アプリケーションの起動時または設定の初回取得の直前に行われます。

• を使用して構成をデプロイする場合KmsKeyIdentifier、構成を受け取るためのリクエスト
には呼び出し権限が含まれている必要がありますkms:Decrypt。詳細については、AWS Key 
Management ServiceAPI リファレンスの「復号化」を参照してください。

• 以前は構成データの取得に使用されていた API 操作は廃止されまし
た。GetConfigurationGetConfigurationAPI オペレーションは暗号化された設定をサ
ポートしていません。

設定例を取得する
AWS CLI次の例は、StartConfigurationSessionデータ操作とGetLatestConfiguration APIAWS 
AppConfig 操作を使用して構成データを取得する方法を示しています。最初のコマンドは、設定セッ
ションを開始します。この呼び出しには、AWS AppConfig アプリケーションの ID (または名前)、環
境、および設定プロファイルが含まれます。API は、設定データをフェッチするために使用される
InitialConfigurationToken を返します。

aws appconfigdata start-configuration-session \ 
    --application-identifier application_name_or_ID \ 
    --environment-identifier environment_name_or_ID \ 
    --configuration-profile-identifier configuration_profile_name_or_ID 

システムから以下の形式の情報で応答します。

{ 
   "InitialConfigurationToken": initial configuration token
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}

セッションを開始したら、InitialConfigurationTokenGetLatestConfigurationto を呼び出して構成データを取
得します。設定データは、mydata.json ファイルに保存されます。

aws appconfigdata get-latest-configuration \ 
    --configuration-token initial configuration token mydata.json

GetLatestConfiguration への初回呼び出しでは、StartConfigurationSession から取得された
ConfigurationToken を使用します。次の情報が返されます。

{ 
    "NextPollConfigurationToken" : next configuration token, 
    "ContentType" : content type of configuration, 
    "NextPollIntervalInSeconds" : 60
}   

以降への呼び出しでは、GetLatestConfigurationNextPollConfigurationToken前の応答から提
供する必要があります。

aws appconfigdata get-latest-configuration \ 
    --configuration-token next configuration token mydata.json

Important

GetLatestConfigurationAPI 操作に関する以下の重要な詳細情報に注意してください。

• GetLatestConfiguration 応答には、設定データを示す Configuration セクションが含
まれています。Configuration セクションは、新規または更新された設定データをシステム
が検出した場合にのみ表示されます。新規または更新された設定データをシステムが検出しな
い場合、Configuration データは空です。

• GetLatestConfiguration からの応答があるたびに新しい ConfigurationToken を受け
取ります。

• 予算、予想頻度、設定のターゲット数に基づいて、GetLatestConfiguration API コールの
ポーリング頻度を調整することをお勧めします。

50

https://docs.aws.amazon.com/appconfig/2019-10-09/APIReference/API_appconfigdata_GetLatestConfiguration.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/2019-10-09/APIReference/API_appconfigdata_StartConfigurationSession.html#API_appconfigdata_StartConfigurationSession_ResponseSyntax


AWS AppConfig ユーザーガイド
AWS AppConfig拡張機能について

AWS AppConfigエクステンションの
使い方

拡張機能を使用すると、AWS AppConfig構成を作成またはデプロイするワークフローのさまざまな時点で
ロジックや動作を注入する機能が強化されます。例えば、エクステンションを使用して次のタイプのタス
クを実行できます。

• 設定プロファイルがデプロイされたら、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに
通知を送信します。

• デプロイを開始する前に、構成プロファイルの内容をスクラブして機密データがないか調べてくださ
い。

• 機能フラグに変更が加えられるたびに、Atlassian Jira の課題を作成または更新してください。
• デプロイを開始するときに、サービスまたはデータソースのコンテンツを構成データにマージします。
• 設定がデプロイされるたびに、設定を Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバック

アップします。

これらのタイプのタスクは、AWS AppConfigアプリケーション、環境、および構成プロファイルに関連付
けることができます。

目次
• AWS AppConfig拡張機能について (p. 51)
• AWSオーサリングされたエクステンションを使った作業 (p. 53)
• チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成 (p. 63)

AWS AppConfig拡張機能について
このトピックでは、AWS AppConfig拡張機能の使用 これらの情報は、AWS AppConfig拡張機能のセット
アップと使用に必要な各ステップの文脈で説明されています。

トピック
• ステップ 1: 拡張機能の使用 (p. 51)
• ステップ 2: 拡張機能をいつ実行するかを決定する (p. 52)
• ステップ 3: 拡張機能の使用 (p. 53)
• ステップ 4: 構成をデプロイし、拡張アクションが実行されたことを確認する (p. 53)

ステップ 1: 拡張機能の使用
AWS AppConfigデプロイが完了するたびに Slack にメッセージを送信するウェブフックへの通知を受
け取りたいですか? 設定がデプロイされる前に、設定プロファイルを Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにバックアップしますか? 構成をデプロイする前に、構成データをスクラブして機
密情報を探したいですか? エクステンションを使用して、このようなタスクなどを実行できます。カスタ
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ムエクステンションを作成することも、AWS付属のオーサリングエクステンションを使用することもでき
ますAWS AppConfig。

Note

ほとんどのユースケースでは、カスタムエクステンションを作成するには、AWS Lambdaエクス
テンションで定義されている計算と処理を実行する関数を作成する必要があります。詳細につい
ては、「チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成 (p. 63)」を参照し
てください。

AWS以下の作成済み拡張機能を使用すると、設定のデプロイを他のサービスとすばやく統合できま
す。AWS AppConfigこれらの拡張機能はコンソールで使用することも、、または SDK から直接拡張 API 
アクションを呼び出すことによって使用することもできます。AWS CLIAWS Tools for PowerShell

拡張 説明

CloudWatch アマゾンは明らかにA/Bテスト この拡張により、アプリケーション
は、EvaluateFeatureオペレーションを呼び出す
代わりに、ローカルでバリエーションをユーザー
セッションに割り当てることができます。詳細に
ついては、「 CloudWatch アマゾン・エビデント
リー・エクステンションでの作業 (p. 54)」を参
照してください。

AWS AppConfigへのデプロイイベント 
EventBridge

このエクステンションは、 EventBridge 構成がデ
プロイされたときにイベントをデフォルトのイベ
ントバスに送信します。

AWS AppConfigAmazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) へのデプロイイベント

このエクステンションは、設定がデプロイされる
ときに指定した Amazon SNS トピックにメッセー
ジを送信します。

AWS AppConfigAmazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) へのデプロイイベント

このエクステンションは、設定がデプロイされた
ときに Amazon SQS キューにメッセージをエン
キューします。

統合拡張 — アトラシアン Jira AWS AppConfigこの拡張機能により、機能フラ
グを変更するたびに課題を作成および更新できま
す。

ステップ 2: 拡張機能をいつ実行するかを決定する
エクステンションは、AWS AppConfigワークフロー中に実行する 1 つ以上のアクションを定義しま
す。例えば、AWSAWS AppConfig deployment events to Amazon SNS作成済みの拡張機能に
は、Aamazon SNS トピックに通知を送信するアクションが含まれています。各アクションは、ユーザー
が操作するとき、AWS AppConfigAWS AppConfigまたはユーザーに代わってプロセスを実行するときに呼
び出されます。これらはアクションポイントと呼ばれます。 AWS AppConfig拡張機能は次のアクションポ
イントをサポートします。

• PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION
• PRE_START_DEPLOYMENT
• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_STEP
• ON_DEPLOYMENT_BAKING
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE

52

https://docs.aws.amazon.com/appconfig/2019-10-09/APIReference/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/2019-10-09/APIReference/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-evidently
https://docs.aws.amazon.com/cloudwatchevidently/latest/APIReference/API_EvaluateFeature.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-sns.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-sns.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-predefined-notification-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/working-with-appconfig-extensions-about-jira.html
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/appconfig-creating-configuration-and-profile.html#appconfig-creating-configuration-and-profile-feature-flags
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/appconfig-creating-configuration-and-profile.html#appconfig-creating-configuration-and-profile-feature-flags
https://docs.aws.amazon.com/appconfig/latest/userguide/appconfig-creating-configuration-and-profile.html#appconfig-creating-configuration-and-profile-feature-flags


AWS AppConfig ユーザーガイド
ステップ 3: 拡張機能の使用

• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK

PRE_*アクションポイントに設定された拡張アクションは、リクエストの検証後に適用されますが、AWS 
AppConfigその前にアクションポイント名に対応するアクティビティが実行されます。これらのアクショ
ン呼び出しは、リクエストと同時に処理されます。複数のリクエストが行われた場合、アクションの呼び
出しは順番に実行されます。また、PRE_*アクションポイントは構成の内容を受け取り、変更できること
にも注意してください。 PRE_*アクションポイントはエラーに応答してアクションの発生を防ぐこともで
きます。

エクステンションは、AWS AppConfigON_*アクションポイントを使用してワークフローとparallel 実行す
ることもできます。 ON_*アクションポイントは非同期で呼び出されます。 ON_*アクションポイントは構
成の内容を受け取りません。ON_*アクションポイント中にエクステンションでエラーが発生した場合、
サービスはそのエラーを無視してワークフローを続行します。

ステップ 3: 拡張機能の使用
エクステンションを作成したり、AWSオーサリングされたエクステンションを設定したりするには、AWS 
AppConfig特定のリソースが使用されたときにエクステンションを呼び出すアクションポイントを定義
します。たとえば、特定のアプリケーションの設定デプロイが開始されるたびに、AWS AppConfig 
deployment events to Amazon SNS拡張機能を実行して Amazon SNS トピックに関する通知を受け
取るように選択できます。AWS AppConfigどのアクションポイントが特定のリソースのエクステンション
を呼び出すかを定義することを、エクステンションアソシエーションと呼びます。エクステンションアソ
シエーションは、AWS AppConfigエクステンションとリソース (アプリケーションや設定プロファイルな
ど) の間の特定の関係です。

1AWS AppConfig つのアプリケーションに複数の環境と構成プロファイルを含めることができます。エク
ステンションをアプリケーションまたは環境に関連付けると、AWS AppConfigアプリケーションまたは環
境リソースに関連するすべてのワークフローのエクステンションが呼び出されます（該当する場合）。

たとえば、AWS AppConfig MobileApps という設定プロファイルを含むというアプリケーションがあると
します AccessList。また、 MobileApps アプリケーションにベータ環境、統合環境、本番環境が含まれて
いるとします。AWS作成した Amazon SNS 通知エクステンションのエクステンションアソシエーション
を作成し、 MobileApps そのエクステンションをアプリケーションに関連付けます。Amazon SNS 通知拡
張機能は、3 つの環境のいずれかにアプリケーションの設定がデプロイされるたびに呼び出されます。

Note

AWS作成済みの拡張機能を使用するために拡張機能を作成する必要はありませんが、拡張機能の
関連付けを作成する必要があります。

ステップ 4: 構成をデプロイし、拡張アクションが実
行されたことを確認する
関連付けを作成した後、ホストされた構成が作成されるか、構成がデプロイされると、AWS AppConfig
拡張機能が呼び出され、指定されたアクションが実行されます。エクステンションが呼び出されたとき
に、PRE-*アクションポイント中にシステムにエラーが発生した場合、AWS AppConfigそのエラーに関す
る情報を返します。

AWSオーサリングされたエクステンションを使っ
た作業

AWS AppConfigには、AWS以下の作成済み拡張機能が含まれています。これらの拡張機能は、AWS 
AppConfigワークフローを他のサービスと統合するのに役立ちます。これらの拡張機能は、、、AWS 
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トリー・エクステンションでの作業

Management Consoleまたは SDK から直接拡張 API アクションを呼び出すことで使用できます。AWS 
CLIAWS Tools for PowerShell

拡張 説明

CloudWatch アマゾンは明らかにA/Bテスト この拡張により、アプリケーション
は、EvaluateFeatureオペレーションを呼び出す
代わりに、ローカルでバリエーションをユーザー
セッションに割り当てることができます。詳細に
ついては、「 CloudWatch アマゾン・エビデント
リー・エクステンションでの作業 (p. 54)」を参
照してください。

AWS AppConfigへのデプロイイベント 
EventBridge

このエクステンションは、 EventBridge 構成がデ
プロイされたときにイベントをデフォルトのイベ
ントバスに送信します。

AWS AppConfigAmazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) へのデプロイイベント

このエクステンションは、設定がデプロイされる
ときに指定した Amazon SNS トピックにメッセー
ジを送信します。

AWS AppConfigAmazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) へのデプロイイベント

このエクステンションは、設定がデプロイされた
ときに Amazon SQS キューにメッセージをエン
キューします。

統合拡張 — アトラシアン Jira AWS AppConfigこの拡張機能により、機能フラ
グを変更するたびに課題を作成および更新できま
す。

CloudWatch アマゾン・エビデントリー・エクステン
ションでの作業
Amazon CloudWatch Evidence を使用すると、機能のロールアウト中に、新しい機能を指定した割合の
ユーザーに提供することによって安全に検証できます。新機能のパフォーマンスをモニタリングすると、
ユーザーへのトラフィックを増やしていくタイミングを決定するのに役立ちます。こうすれば、機能を完
全に起動する前に、リスクを軽減し、意図しない結果を明確化できます。また、A/B 実験を実行して、証
拠とデータに基づいて機能の設計を決定することもできます。

CloudWatch EvidenceAWS AppConfig の拡張により、アプリケーションは、EvaluateFeatureオペレー
ションを呼び出す代わりに、ローカルでバリエーションをユーザーセッションに割り当てることができま
す。ローカルセッションは、API コールに伴うレイテンシーと可用性のリスクを軽減します。拡張機能の
設定と使用方法については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatch Evidnly で起動と A/B 
テストを行う」を参照してください。

AWS AppConfig deployment events to 
Amazon EventBridge拡張機能の使用
AWS AppConfig deployment events to Amazon EventBridgeAWSエクステンションは作成済み
の拡張機能で、AWS AppConfig設定デプロイワークフローの監視とアクションに役立ちます。エクステン
ションは、設定がデプロイされるたびに、 EventBridge デフォルトのイベントバスにイベント通知を送信
します。AWS AppConfig拡張機能をアプリケーション、環境、または構成プロファイルのいずれかに関連
付けた後、構成デプロイの開始、終了、ロールバックのたびに、AWS AppConfigイベント通知をイベント
バスに送信します。
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EventBridge どのアクションポイントが通知を送信するかをより細かく制御したい場合は、カスタ
ムエクステンションを作成し、URI EventBridge フィールドにデフォルトのイベントバス Amazon 
Resource Name (ARN) を入力できます。チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作
成 (p. 63)拡張機能の使用

Important

EventBridge このエクステンションはデフォルトのイベントバスのみをサポートします。

拡張機能の使用
エクステンションを使用するには、AWS AppConfig deployment events to Amazon 
EventBridgeまずエクステンションの関連付けを作成して、AWS AppConfigエクステン
ションをリソースの 1 つにアタッチします。関連付けは、AWS AppConfigコンソールまたは
CreateExtensionAssociationAPI アクションを使用して作成します。関連付けを作成するときは、AWS 
AppConfigアプリケーション、環境、または構成プロファイルの ARN を指定します。拡張機能をアプリ
ケーションまたは環境に関連付けると、指定されたアプリケーションまたは環境に含まれるすべての構成
プロファイルに対してイベント通知が送信されます。

関連付けを作成した後、AWS AppConfig指定されたリソースの設定がデプロイされると、AWS AppConfig
拡張機能を呼び出し、拡張機能で指定されたアクションポイントに従って通知を送信します。

Note

このエクステンションは、以下のアクションポイントによって呼び出されます。

• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE
• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK

この拡張機能のカスタマイズはできません。さまざまなアクションポイントを呼び出すには、独
自の拡張機能を作成できます。詳細については、「チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエク
ステンションの作成 (p. 63)」を参照してください。

AWS AppConfigAWS Systems Managerコンソールまたはを使用してエクステンションアソシエーション
を作成するには、次の手順に従いますAWS CLI。

拡張機能の関連付けを作成するには (コンソール)

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. 「拡張機能」タブで、「リソースに追加」を選択します。
4. [拡張リソースの詳細] セクションの [リソースタイプ] で、AWS AppConfigリソースタイプを選択しま

す。選択したリソースに応じて、AWS AppConfig他のリソースを選択するよう求められます。
5. [リソースへの関連付けを作成] を選択します。

EventBridge エクステンションが呼び出されたときに送信されるサンプルイベントは次のとおりです。

{ 
   "version":"0", 
   "id":"c53dbd72-c1a0-2302-9ed6-c076e9128277", 
   "detail-type":"On Deployment Complete", 
   "source":"aws.appconfig", 
   "account":"111122223333", 
   "time":"2022-07-09T01:44:15Z", 
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   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:appconfig:us-east-1:111122223333:extensionassociation/z763ff5" 
   ], 
   "detail":{ 
      "InvocationId":"5tfjcig", 
       "Parameters":{ 
          
      }, 
      "Type":"OnDeploymentComplete", 
      "Application":{ 
         "Id":"ba8toh7", 
         "Name":"MyApp" 
      }, 
      "Environment":{ 
         "Id":"pgil2o7", 
         "Name":"MyEnv" 
      }, 
      "ConfigurationProfile":{ 
         "Id":"ga3tqep", 
         "Name":"MyConfigProfile" 
      }, 
      "DeploymentNumber":1, 
      "ConfigurationVersion":"1" 
   }
}

AWS AppConfig deployment events to 
Amazon SNS拡張機能の使用
AWS AppConfig deployment events to Amazon SNSAWSエクステンションは作成済みの拡張機能
で、AWS AppConfig設定デプロイワークフローの監視とアクションに役立ちます。拡張機能は、設定がデ
プロイされるたびに Amazon SNS トピックにメッセージを発行します。AWS AppConfig拡張機能をアプ
リケーション、環境、または構成プロファイルのいずれかに関連付けると、構成デプロイの開始、終了、
ロールバックのたびに、AWS AppConfigトピックにメッセージが公開されます。

どのアクションポイントが Amazon SNS 通知を送信するかをより細かく制御したい場合は、カスタムエク
ステンションを作成し、URI フィールドに Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を入
力できます。チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成 (p. 63)拡張機能の使用

拡張機能の使用
このセクションでは、AWS AppConfig deployment events to Amazon SNS拡張機能の使用。

ステップ 1:AWS AppConfig メッセージをトピックに公開するように設定する

Amazon SNS トピックにアクセスコントロールポリシーを追加してAWS AppConfig 
(appconfig.amazonaws.com) 公開権限 (sns:Publish) を付与します。詳細については、「Amazon 
SNS S S S アクセスコントロールのケース例」を参照してください。

ステップ 2: 拡張機能の使用

エクステンションアソシエーションを作成して、AWS AppConfigエクステンションをリソースの 1 つにア
タッチします。関連付けは、AWS AppConfigコンソールまたは CreateExtensionAssociationAPI アクショ
ンを使用して作成します。関連付けを作成するときは、AWS AppConfigアプリケーション、環境、または
構成プロファイルの ARN を指定します。拡張機能をアプリケーションまたは環境に関連付けると、指定
されたアプリケーションまたは環境に含まれるすべての構成プロファイルについて通知が送信されます。
関連付けを作成するときは、使用する Amazon SNS トピックの ARNtopicArn を含むパラメータの値を
入力する必要があります。
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関連付けを作成した後、AWS AppConfig指定されたリソースの設定がデプロイされると、AWS AppConfig
拡張機能を呼び出し、拡張機能で指定されたアクションポイントに従って通知を送信します。

Note

このエクステンションは、以下のアクションポイントによって呼び出されます。

• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE
• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK

この拡張機能のカスタマイズはできません。さまざまなアクションポイントを呼び出すには、独
自の拡張機能を作成できます。詳細については、「チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエク
ステンションの作成 (p. 63)」を参照してください。

AWS AppConfigAWS Systems Managerコンソールまたはを使用してエクステンションアソシエーション
を作成するには、次の手順に従いますAWS CLI。

拡張機能の関連付けを作成するには (コンソール)

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. 「拡張機能」タブで、「リソースに追加」を選択します。
4. [拡張リソースの詳細] セクションの [リソースタイプ] で、AWS AppConfigリソースタイプを選択しま

す。選択したリソースに応じて、AWS AppConfig他のリソースを選択するよう求められます。
5. [リソースへの関連付けを作成] を選択します。

拡張機能が呼び出されたときに Amazon SNS トピックに送信されるメッセージのサンプルを次に示しま
す。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "ae9d702f-9a66-51b3-8586-2b17932a9f28", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySNSTopic", 
    "Message": { 
        "InvocationId": "7itcaxp", 
        "Parameters": { 
            "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySNSTopic" 
        }, 
        "Application": { 
            "Id": "1a2b3c4d", 
            "Name": MyApp 
        }, 
        "Environment": { 
            "Id": "1a2b3c4d", 
            "Name": MyEnv 
        }, 
        "ConfigurationProfile": { 
            "Id": "1a2b3c4d", 
            "Name": "MyConfigProfile" 
        }, 
        "Description": null, 
        "DeploymentNumber": "3", 
        "ConfigurationVersion": "1", 
        "Type": "OnDeploymentComplete" 
    }, 
    "Timestamp": "2022-06-30T20:26:52.067Z", 
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    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "<...>", 
    "SigningCertURL": "<...>", 
    "UnsubscribeURL": "<...>", 
    "MessageAttributes": { 
        "MessageType": { 
            "Type": "String", 
            "Value": "OnDeploymentStart" 
        } 
    }
}

AWS AppConfig deployment events to 
Amazon SQS拡張機能の使用
AWS AppConfig deployment events to Amazon SQSAWSエクステンションは作成済みの拡張機
能で、AWS AppConfig設定デプロイワークフローの監視とアクションに役立ちます。拡張機能は、設定
がデプロイされるたびに、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにメッセージを入れま
す。AWS AppConfigエクステンションをアプリケーション、環境、または設定プロファイルのいずれか
に関連付けると、設定のデプロイを開始、終了、AWS AppConfigロールバックするたびにメッセージを
キューにエンキューします。

どのアクションポイントが Amazon SQS 通知を送信するかをより細かく制御したい場合は、カスタムエク
ステンションを作成し、URI フィールドに Amazon SQS キューの Amazon リソースネーム (ARN) を入力
できます。チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成 (p. 63)拡張機能の使用

拡張機能の使用
このセクションでは、AWS AppConfig deployment events to Amazon SQS拡張機能の使用。

ステップ 1:AWS AppConfig メッセージをエンキューする

Amazon SQS キューに Amazon SQS ポリシーを追加し、() メッセージ送信権限AWS AppConfig 
(appconfig.amazonaws.comsqs:SendMessage) を付与します。詳細については、「ベーシック
Amazon SQS ポリシーの例」を参照してください。

ステップ 2: 拡張機能の使用

エクステンションアソシエーションを作成して、AWS AppConfigエクステンションをリソースの 1 つにア
タッチします。関連付けは、AWS AppConfigコンソールまたは CreateExtensionAssociationAPI アクショ
ンを使用して作成します。関連付けを作成するときは、AWS AppConfigアプリケーション、環境、または
構成プロファイルの ARN を指定します。拡張機能をアプリケーションまたは環境に関連付けると、指定
されたアプリケーションまたは環境に含まれるすべての構成プロファイルについて通知が送信されます。
関連付けを作成するときは、使用する Amazon SQS キューの ARNHere を含むパラメータを入力する必
要があります。

関連付けを作成した後、AWS AppConfig指定されたリソースの設定が作成またはデプロイされると、AWS 
AppConfig拡張機能が呼び出され、拡張機能で指定されたアクションポイントに従って通知が送信されま
す。

Note

このエクステンションは、以下のアクションポイントによって呼び出されます。

• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE
• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK
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この拡張機能のカスタマイズはできません。さまざまなアクションポイントを呼び出すには、独
自の拡張機能を作成できます。詳細については、「チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエク
ステンションの作成 (p. 63)」を参照してください。

AWS AppConfigAWS Systems Managerコンソールまたはを使用してエクステンションアソシエーション
を作成するには、次の手順に従いますAWS CLI。

拡張機能の関連付けを作成するには (コンソール)

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. 「拡張機能」タブで、「リソースに追加」を選択します。
4. [拡張リソースの詳細] セクションの [リソースタイプ] で、AWS AppConfigリソースタイプを選択しま

す。選択したリソースに応じて、AWS AppConfig他のリソースを選択するよう求められます。
5. [リソースへの関連付けを作成] を選択します。

エクステンションが呼び出されたときに Amazon SQS キューに送信されるメッセージの例を次に示しま
す。

{ 
   "InvocationId":"7itcaxp", 
   "Parameters":{ 
      "queueArn":"arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:MySQSQueue" 
   }, 
   "Application":{ 
      "Id":"1a2b3c4d", 
      "Name":MyApp 
   }, 
   "Environment":{ 
      "Id":"1a2b3c4d", 
      "Name":MyEnv 
   }, 
   "ConfigurationProfile":{ 
      "Id":"1a2b3c4d", 
      "Name":"MyConfigProfile" 
   }, 
   "Description":null, 
   "DeploymentNumber":"3", 
   "ConfigurationVersion":"1", 
   "Type":"OnDeploymentComplete"
}

アトラシアン Jira 拡張機能を使った作業AWS 
AppConfig
Atlassian Jira と統合することで、AWS AppConfig指定した機能フラグに変更を加えるたびに、アトラシア
ンコンソールで課題を作成および更新できますAWS アカウントAWS リージョン。Jira の各課題には、フ
ラグ名、アプリケーション ID、設定プロファイル ID、およびフラグ値が含まれます。フラグの変更を更
新、保存、デプロイすると、Jira は既存の課題を変更の詳細で更新します。

Note

Jira は、機能フラグを作成または更新するたびに課題を更新します。Jira は、親レベルのフラグ
から子レベルのフラグ属性を削除したときにも課題を更新します。親レベルのフラグを削除して
も、Jira は情報を記録しません。

統合を設定するには、以下を実行する必要があります。
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• AWS AppConfigJira 統合の権限の設定 (p. 60)

• AWS AppConfigJira 統合アプリケーションの設定 (p. 62)

AWS AppConfigJira 統合の権限の設定
JiraAWS AppConfig との統合を設定する場合、ユーザーの認証情報を指定します。具体的には、ユー
ザーのアクセスキー ID とシークレットキーを AWS AppConfigfor Jira アプリケーションに入力します。
このユーザーは Jira に通信する権限を与えますAWS AppConfig。 AWS AppConfigこれらの認証情報
を 1 回使用して、AWS AppConfigと Jira の関連付けを確立します。認証情報は保存されません。AWS 
AppConfigfor Jira アプリケーションをアンインストールすることで関連付けを削除できます。

ユーザーアカウントには、以下のアクションを含む権限ポリシーが必要です。

• appconfig:CreateExtensionAssociation
• appconfig:GetConfigurationProfile
• appconfig:ListApplications
• appconfig:ListConfigurationProfiles
• appconfig:ListExtensionAssociations
• sts:GetCallerIdentity

以下のタスクを実行して、Jira 統合用の IAMAWS AppConfig 権限ポリシーとユーザーを作成します。

[Tasks] (タスク)

• タスク 1:AWS AppConfig および Jira 統合の IAM アクセスポリシーを作成する (p. 60)
• タスク 2:AWS AppConfig と Jira 統合機能の作成 (p. 61)

タスク 1:AWS AppConfig および Jira 統合の IAM アクセスポリシーを作成する
以下の手順を使用して、Atlassian Jira が通信する IAM アクセス許可ポリシーを作成しますAWS 
AppConfig。新しいポリシーを作成し、このポリシーを新しい IAM ロールにアタッチすることをお勧めし
ます。必要なアクセス権限を既存の IAM ポリシーとロールに追加することは、最小権限の原則に反するた
め、お勧めしません。

AWS AppConfigと Jira 統合のための IAM ポリシーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択

します。
3. [Reate policy] (ポリシーの作成) ページの [JSON] タブを選択し、デフォルトの内容を次に示すポリ

シーに置き換えます。次のポリシーでは、#####、##### ID、######## ID、########### ID
を、AWS AppConfig使用している機能フラグ環境の情報に置き換えてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                       "appconfig:CreateExtensionAssociation", 
                       "appconfig:ListExtensionAssociations", 
                       "appconfig:GetConfigurationProfile"                        
             ], 
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            "Resource": [ 
                       
 "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:application/application_ID", 
                       "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:application/application_ID/
configurationprofile/configuration_profile_ID" 
             ] 
        }, 
       { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                       "appconfig:ListApplications" 
                        
             ], 
            "Resource": [ 
                       "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:*" 
             ] 
        }, 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                       "appconfig:ListConfigurationProfiles" 
             ], 
            "Resource": [ 
                       "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:application/application_ID" 
             ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:GetCallerIdentity", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

4. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
5. (オプション) 1 つ以上のタグ/値ペアを追加して、このポリシーのアクセスを整理、追跡、または制御

し、[次へ: 確認] を選択します。
6. [Review policy] (ポリシーの確認) ページの [Name] (名前) ボックスに AppConfigJiraPolicy などの

名前を入力し、説明を入力します。
7. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

タスク 2:AWS AppConfig と Jira 統合機能の作成
Atlassian Jira インテグレーションのユーザーを作成するにはAWS AppConfig、次の手順を使用します。
ユーザーを作成したら、統合の完了時に指定するアクセスキー ID とシークレットキーをコピーできます。

AWS AppConfigと Jira 統合用のユーザーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー)、[Add users] (ユーザーを追加) の順に選択します。
3. 「ユーザー名」フィールドに、などの名前を入力しますAppConfigJiraUser。
4. [AWS認証情報の種類を選択] で、[アクセスキー]-[プログラムによるアクセス] を選択します。
5. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
6. [権限の設定] ページで、[既存のポリシーを直接添付] を選択します。タスク 1:AWS AppConfig および 

Jira 統合の IAM アクセスポリシーを作成する (p. 60)で作成したポリシーのチェックボックスを検
索して選択し、[Next: Tags] (次のステップ:タグ) を選択します。

7. [タグの追加 (オプション)] ページの [1 つまたは複数のタグキーと値のペアを追加して、このユーザー
のアクセスを整理、追跡、または制御します。[Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択しま
す。
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8. レビューページで、ユーザーの詳細を確認します。
9. [Create user] (ユーザーの作成) を選択します。システムは、ユーザーのアクセスキー ID とシークレッ

トキーを表示します。.csv ファイルをダウンロードするか、これらの認証情報を別の場所にコピーし
てください。統合を設定するときに、これらの認証情報を指定します。

AWS AppConfigJira 統合アプリケーションの設定
AWS AppConfigfor Jira アプリケーションで必要なオプションを設定するには、次の手順を使用しま
す。この手順を完了すると、Jira は指定された機能フラグごとに新しい課題を作成しますAWS リージョ
ン。AWS アカウントで機能フラグを変更するとAWS AppConfig、Jira は既存の課題に詳細を記録しま
す。

Note

AWS AppConfig機能フラグには、複数の子レベルのフラグ属性を含めることができます。Jira 
は、保護者レベルの機能フラグごとに 1 つの課題を作成します。子レベルのフラグ属性を変更す
ると、親レベルのフラグの Jira 課題でその変更の詳細を確認できます。

統合を設定するには

1. アトラシアンMarketplace にログインします。
2. AWS AppConfig検索フィールドに入力し、Enter キーを押します。
3. Jira インスタンスにアプリケーションをインストールします。
4. Atlassian コンソールで [アプリの管理] を選択し、次に Jira を選択しますAWS AppConfig。
5. [Configure] (設定) を選択します。
6. [設定の詳細] で [Jira プロジェクト] を選択し、AWS AppConfig機能フラグに関連付けるプロジェクト

を選択します。
7. を選択しAWS リージョン、AWS AppConfigフィーチャーフラグが置かれている地域を選択します。
8. 「アプリケーション ID」フィールドに、AWS AppConfig機能フラグを含むアプリケーションの名前を

入力します。
9. 「構成プロファイル ID」フィールドに、AWS AppConfig機能フラグの構成プロファイルの名前を入力

します。
10. [アクセスキー ID] と [シークレットキー] フィールドに、コピーした認証情報を入力しますタスク 

2:AWS AppConfig と Jira 統合機能の作成 (p. 61)。オプションで、セッショントークンを指定する
こともできます。

11. [Submit] (送信) を選択します。
12. Atlassian コンソールで [プロジェクト] を選択し、AWS AppConfig統合対象として選択したプロジェ

クトを選択します。問題ページには、AWS アカウント指定されたおよび内の各機能フラグの問題が表
示されますAWS リージョン。

AWS AppConfigfor Jira のアプリケーションとデータを削除する
AWS AppConfig機能フラグ付きの Jira インテグレーションを使用する必要がなくなった場合は、Atlassian 
コンソールで Jira アプリケーションを削除できます。AWS AppConfig統合アプリケーションを削除する
と、次の操作が実行されます。

• Jira インスタンスとの関連付けを削除しますAWS AppConfig
• Jira インスタンスの詳細を以下から削除しますAWS AppConfig

AWS AppConfigfor Jira アプリケーションを削除するには

1. Atlassian コンソールで、[アプリの管理] を選択します。
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2. Jira を選択してくださいAWS AppConfig。
3. [Uninstall] (アンインストール) を選択します。

チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステ
ンションの作成

AWS AppConfigカスタム拡張機能の使用 各タスクについては、後のトピックで詳しく説明します。

1. AWS Lambda関数を作成する

ほとんどのユースケースでは、カスタムエクステンションを作成するには、AWS Lambdaエクステ
ンションで定義されている計算と処理を実行する関数を作成する必要があります。このルールの例外
は、作成済みの通知拡張機能のカスタムバージョンを作成してアクションポイントを追加または削除
する場合です。AWSこの例外の詳細については、「」を参照してくださいAWS AppConfigカスタムエ
クステンションの作成 (p. 66)。

2. カスタム拡張機能の設定

カスタム拡張機能の設定を行うには、次のいずれかを実行します。
• InvokeFunction権限を含むAWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールを作成

します。
• Lambda AddPermissionAPI アクションを使用してリソースポリシーを作成します。

このチュートリアルでは、IAM サービスロールの作成方法について説明します。
3. 拡張機能を作成する

拡張機能を作成するには、AWS AppConfigコンソールを使用するか、AWS CLI、AWS Tools for 
PowerShellまたは SDK から CreateExtensionAPI アクションを呼び出します。ウォークスルーではコ
ンソールを使用します。

4. 拡張機能の関連付けを作成する

拡張機能の関連付けは、AWS AppConfigコンソールを使用するか、、または SDK から
CreateExtensionAssociationAPI アクションを呼び出すことで作成できます。AWS CLIAWS Tools for 
PowerShellウォークスルーではコンソールを使用します。

5. エクステンションを呼び出すアクションを実行する

アソシエーションを作成すると、AWS AppConfigそのリソースでエクステンションによって
定義されたアクションポイントが発生したときにエクステンションが呼び出されます。たとえ
ば、PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSIONアクションを含むエクステンションを関連付
けると、新しいホスト設定バージョンを作成するたびにエクステンションが呼び出されます。

このセクションのトピックでは、AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成に関連する各タスクに
ついて説明します。各タスクは、お客様が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに設定
を自動的にバックアップする拡張機能を作成したいというユースケースの文脈で説明されています。エク
ステンションは、ホストされた構成が作成される (PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION) 
またはデプロイされる (PRE_START_DEPLOYMENT) たびに実行されます。

トピック
• AWS AppConfigカスタムLambda 機能の作成 (p. 64)
• AWS AppConfigカスタムエクステンションの権限の設定 (p. 65)
• AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成 (p. 66)
• AWS AppConfigカスタムエクステンションのエクステンションアソシエーションの作成 (p. 68)
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• AWS AppConfigカスタムエクステンションを呼び出すアクションの実行 (p. 69)

AWS AppConfigカスタムLambda 機能の作成
ほとんどのユースケースでは、カスタムエクステンションを作成するには、AWS Lambdaエクステンショ
ンで定義されている計算と処理を実行する関数を作成する必要があります。Lambda 関数の作成について
は、AWS Lambdaデベロッパーガイドの「Lambda の開始方法」を参照してください。

以下の Lambda 関数のサンプルコードは、呼び出されると、AWS AppConfig設定を Amazon S3 バケット
に自動的にバックアップします。構成は、新しい構成が作成または展開されるたびにバックアップされま
す。サンプルでは拡張パラメータを使用しているため、バケット名を Lambda 関数にハードコーディング
する必要はありません。拡張パラメータを使用することで、ユーザーは拡張機能を複数のアプリケーショ
ンにアタッチしたり、設定をさまざまなバケットにバックアップしたりできます。コードサンプルには、
機能をさらに説明するコメントが含まれています。

AWS AppConfigエクステンション用の Lambda 関数のサンプル

from datetime import datetime
import base64
import json

import boto3

def lambda_handler(event, context): 
    print(event) 
     
    # Extensions that use the PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION and 
 PRE_START_DEPLOYMENT  
    # action points receive the contents of AWS AppConfig configurations in Lambda event 
 parameters. 
    # Configuration contents are received as a base64-encoded string, which the lambda 
 needs to decode  
    # in order to get the configuration data as bytes. For other action points, the 
 content  
    # of the configuration isn't present, so the code below will fail. 
    config_data_bytes = base64.b64decode(event["Content"]) 
     
    # You can specify parameters for extensions. The CreateExtension API action lets you 
 define   
    # which parameters an extension supports. You supply the values for those parameters 
 when you  
    # create an extension association by calling the CreateExtensionAssociation API action. 
    # The following code uses a parameter called S3_BUCKET to obtain the value specified in 
 the  
    # extension association. You can specify this parameter when you create the extension  
    # later in this walkthrough. 
    extension_association_params = event.get('Parameters', {}) 
    bucket_name = extension_association_params['S3_BUCKET'] 
    write_backup_to_s3(bucket_name, config_data_bytes) 
     
    # The PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION and PRE_START_DEPLOYMENT action points 
 can  
    # modify the contents of a configuration. The following code makes a minor change  
    # for the purposes of a demonstration. 
    old_config_data_string = config_data_bytes.decode('utf-8') 
    new_config_data_string = old_config_data_string.replace('hello', 'hello!') 
    new_config_data_bytes = new_config_data_string.encode('utf-8') 
     
    # The lambda initially received the configuration data as a base64-encoded string  
    # and must return it in the same format. 
    new_config_data_base64string = base64.b64encode(new_config_data_bytes).decode('ascii') 
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    return { 
        'statusCode': 200, 
        # If you want to modify the contents of the configuration, you must include the new 
 contents in the  
        # Lambda response. If you don't want to modify the contents, you can omit the 
 'Content' field shown here. 
        'Content': new_config_data_base64string 
    }

def write_backup_to_s3(bucket_name, config_data_bytes): 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    new_object = s3.Object(bucket_name, f"config_backup_{datetime.now().isoformat()}.txt") 
    new_object.put(Body=config_data_bytes)

このウォークスルーでこのサンプルを使用する場合は、MyS3ConfigurationBackUpExtensionこの
サンプルを名前を付けて保存し、関数の ARN をコピーします。ARN は、次のセクションでAWS Identity 
and Access Management (IAM) 役割を引き継ぐときに指定します。拡張機能の使用

AWS AppConfigカスタムエクステンションの権限の設
定
次の手順を使用して、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールを作成および設定しま
す。 AWS AppConfigこのロールを使用して Lambda 関数を呼び出します。

IAM サービスロールを作成し、AWS AppConfigそのロールを引き受けることを許可します。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し

ます。
3. 「信頼できるエンティティの種類を選択」で、「カスタム信頼ポリシー」を選択します。
4. 次の JSON ポリシーをカスタム信頼ポリシーフィールドに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "appconfig.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

[Next] (次へ) を選択します。
5. [権限の追加] ページで、[ポリシーの作成] を選択します。新しいタブで [ポリシーの作成] ページが開

きます。
6. [JSON] タブを選択して、以下のアクセス許可ポリシーを貼り付けま

す。lambda:InvokeFunctionPRE_*アクションはアクションポイントに使用されま
す。lambda:InvokeAsyncON_*アクションはアクションポイントに使用されます。Lambda ARN を 
Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor0", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction", 
        "lambda:InvokeAsync" 
      ], 
      "Resource": "Your Lambda ARN" 
    } 
  ]
}

7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
8. [タグの追加 (オプション)] ページで、キーと値のペアを 1 つ以上追加し、[次へ:確認] を選択します。
9. [ポリシーの確認] ページで、名前と説明を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。
10. カスタムの信頼ポリシーのブラウザタブで、更新アイコンを選択し、作成したばかりの権限ポリシー

を検索します。
11. アクセスポリシーのチェックボックスを選択にし、[次へ] を選択します。
12. [Name] (名前、確認、作成) ページの [Role name (ロール名)] ボックスに名前を入力し、続いて説明を

入力します。
13. [Create role] (ロールの作成) を選択します。[Roles] (ロール) ページが再度表示されます。バナーで 

[ロールを表示] を選択します。
14. ARN をコピーします。拡張機能の使用

AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成

エクステンションは、AWS AppConfigワークフロー中に実行する 1 つ以上のアクションを定義しま
す。例えば、AWSAWS AppConfig deployment events to Amazon SNS作成済みの拡張機能に
は、Aamazon SNS トピックに通知を送信するアクションが含まれています。各アクションは、ユーザー
が操作するとき、AWS AppConfigAWS AppConfigまたはユーザーに代わってプロセスを実行するときに呼
び出されます。これらはアクションポイントと呼ばれます。 AWS AppConfig拡張機能は次のアクションポ
イントをサポートします。

• PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION
• PRE_START_DEPLOYMENT
• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_STEP
• ON_DEPLOYMENT_BAKING
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE
• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK

PRE_*アクションポイントに設定された拡張アクションは、リクエストの検証後に適用されますが、AWS 
AppConfigその前にアクションポイント名に対応するアクティビティが実行されます。これらのアクショ
ン呼び出しは、リクエストと同時に処理されます。複数のリクエストが行われた場合、アクションの呼び
出しは順番に実行されます。また、PRE_*アクションポイントは構成の内容を受け取り、変更できること
にも注意してください。 PRE_*アクションポイントはエラーに応答してアクションの発生を防ぐこともで
きます。

エクステンションは、AWS AppConfigON_*アクションポイントを使用してワークフローとparallel 実行す
ることもできます。 ON_*アクションポイントは非同期で呼び出されます。 ON_*アクションポイントは構
成の内容を受け取りません。ON_*アクションポイント中にエクステンションでエラーが発生した場合、
サービスはそのエラーを無視してワークフローを続行します。
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次のサンプル拡張では、アクションポイントを呼び出す 
1PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION つのアクションを定義しています。Uriフィール
ドで、アクションは、このウォークスルーで先に作成したMyS3ConfigurationBackUpExtension
Lambda 関数の ARN または Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。アクションでは、このウォー
クスルーで以前に作成したAWS Identity and Access Management (IAM) ロール引き受けの ARN も指定し
ます。

AWS AppConfigサンプル拡張

{ 
    "Name": "MySampleExtension", 
    "Description": "A sample extension that backs up configurations to an S3 bucket.", 
    "Actions": { 
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [ 
            { 
                "Name": "PreCreateHostedConfigVersionActionForS3Backup", 
                "Uri": "arn:aws:lambda:aws-
region:111122223333:function:MyS3ConfigurationBackUpExtension", 
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExtensionsTestRole" 
            } 
        ] 
    }, 
    "Parameters" : { 
        "S3_BUCKET": { 
            "Required": false 
        } 
    }
}

Note

拡張機能を作成するときのリクエスト構文とフィールドの説明を確認するには、AWS 
AppConfigAPI CreateExtensionリファレンスのトピックを参照してください。

拡張機能を作成するには (コンソール)

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. [拡張機能] タブで、[拡張機能の作成] を選択します。
4. [拡張機能の使用] に、一意の名前を入力します。このウォークスルーでは、「」と入力しま

すMyS3ConfigurationBackUpExtension。必要に応じて説明を入力します。
5. 「アクション」セクションで、「新しいアクションを追加」を選択します。
6. [アクションネーム] に、一意の名前を入力します。このウォークスルーでは、「」と入力しま

すPreCreateHostedConfigVersionActionForS3Backup。この名前は、アクションで使用され
るアクションポイントと拡張の目的を表します。

7. アクションポイントリストで、
「PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION_VERSION」を選択します。

8. Uri については、「Lambda 関数」を選択し、次に「Lambda 関数」リストで関数を選択します。関数
が表示されない場合は、AWS リージョン関数を作成した場所と同じ場所にいることを確認してくださ
い。

9. IAM ロール) については、先ほど作成したロールを選択します。
10. [拡張パラメータ (オプション)] セクションで、[新しいパラメータを追加] を選択します。
11. [パラメータ名] に名前を入力します。このウォークスルーでは、「」と入力しますS3_BUCKET。
12. 手順 5 ～ 11 を繰り返して、アクションポイントの 2PRE_START_DEPLOYMENT つ目のアクションを

作成します。
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13. [エクステンションを作成] を選択します。

AWS作成済みの通知拡張機能のカスタマイズ
作成済みの通知拡張機能を使用するにはAWS、Lambda や拡張機能を作成する必要はありません。拡張機
能の関連付けを作成して、サポートされているアクションポイントのいずれかを呼び出す操作を実行する
だけで済みます。AWSデフォルトでは、作成済みの通知拡張機能は次のアクションポイントをサポートし
ます。

• ON_DEPLOYMENT_START
• ON_DEPLOYMENT_COMPLETE
• ON_DEPLOYMENT_ROLLED_BACK

AWS AppConfig deployment events to Amazon SNSAWS AppConfig deployment events to 
Amazon SQSエクステンションとエクステンションのカスタムバージョンを作成する場合、通知を受け取
りたいアクションポイントを指定できます。

Note

AWS AppConfig deployment events to EventBridgePRE_*エクステンションはアクショ
ンポイントをサポートしていません。作成済みバージョンに割り当てられているデフォルトのア
クションポイントの一部を削除したい場合は、AWSカスタムバージョンを作成できます。

作成済みの通知拡張機能のカスタムバージョンを作成する場合は、LambdaAWS 関数を作成する必要はあ
りません。Uri新しい拡張バージョンのフィールドで Amazon リソースネーム (ARN) を指定するだけで済
みます。

• EventBridge カスタム通知拡張機能の場合は、 EventBridge Uriフィールドにデフォルトイベントの 
ARN を入力します。

• カスタム Amazon SNS 通知エクステンションの場合は、Uriフィールドに ARN を入力します。
• カスタム Amazon SQS 通知エクステンションの場合は、Amazon SQS メッセージキューの ARNUri を

入力します。

AWS AppConfigカスタムエクステンションのエクステ
ンションアソシエーションの作成
エクステンションを作成したり、AWSオーサリングされたエクステンションを設定したりするには、AWS 
AppConfig特定のリソースが使用されたときにエクステンションを呼び出すアクションポイントを定義
します。たとえば、特定のアプリケーションの設定デプロイが開始されるたびに、AWS AppConfig 
deployment events to Amazon SNS拡張機能を実行して Amazon SNS トピックに関する通知を受け
取るように選択できます。AWS AppConfigどのアクションポイントが特定のリソースのエクステンション
を呼び出すかを定義することを、エクステンションアソシエーションと呼びます。エクステンションアソ
シエーションは、AWS AppConfigエクステンションとリソース (アプリケーションや設定プロファイルな
ど) の間の特定の関係です。

1AWS AppConfig つのアプリケーションに複数の環境と構成プロファイルを含めることができます。エク
ステンションをアプリケーションまたは環境に関連付けると、AWS AppConfigアプリケーションまたは環
境リソースに関連するすべてのワークフローのエクステンションが呼び出されます（該当する場合）。

たとえば、AWS AppConfig MobileApps という設定プロファイルを含むというアプリケーションがあると
します AccessList。また、 MobileApps アプリケーションにベータ環境、統合環境、本番環境が含まれて
いるとします。AWS作成した Amazon SNS 通知エクステンションのエクステンションアソシエーション
を作成し、 MobileApps そのエクステンションをアプリケーションに関連付けます。Amazon SNS 通知拡
張機能は、3 つの環境のいずれかにアプリケーションの設定がデプロイされるたびに呼び出されます。
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AWS AppConfigAWS AppConfigコンソールを使用してエクステンション関連付けを作成するために、次の
手順を使用します。

拡張機能の関連付けを作成するには (コンソール)

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/appconfig/) 
を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[AWS AppConfig] を選択します。
3. [拡張機能] タブで、拡張機能のオプションボタンを選択し、[リソースに追加] を選択します。この

チュートリアルでは、MyS3 を選択してくださいConfigurationBackUpExtension。
4. [拡張リソースの詳細] セクションの [リソースタイプ] で、AWS AppConfigリソースタイプを選択しま

す。選択したリソースに応じて、AWS AppConfig他のリソースを選択するように求められます。この
チュートリアルでは、「アプリケーション」を選択します。

5. リストからアプリケーションを選択します。
6. 「パラメータ」セクションの「キー」フィールドに S3_BUCKET が

表示されていることを確認します。値フィールドに、Lambda エク
ステンションの ARN を貼り付けます。例: arn:aws:lambda:aws-
region:111122223333:function:MyS3ConfigurationBackUpExtension。

7. [リソースへの関連付けを作成] を選択します。

AWS AppConfigカスタムエクステンションを呼び出す
アクションの実行
アソシエーションを作成したら、MyS3ConfigurationBackUpExtensionhostedその
エクステンションを指定する新しい構成プロファイルを作成してエクステンションを呼び
出すことができますSourceUri。新しい構成を作成するワークフローの一部として、AWS 
AppConfigPRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSIONアクションポイントが表示されま
す。MyS3ConfigurationBackUpExtensionこのアクションポイントに到達するとエクステンションが
呼び出され、Parameterエクステンションアソシエーションのセクションで指定された S3 バケットに新
しく作成された設定が自動的にバックアップされます。
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AWS AppConfig と統合するサービス
AWS AppConfigAWS のサービスと他のサービスを統合すると、アプリケーション設定を高速かつ安全に
管理できます。以下の情報は、AWS AppConfig使用する製品やサービスを統合するためのの設定に役立ち
ます。

内容
• AWS AppConfig と Lambda 拡張機能の統合 (p. 70)
• AWS AppConfigAmazon ECS および Amazon EKS との統合 (p. 96)
• AWS AppConfig と AWS Secrets Manager の統合 (p. 102)
• AWS AppConfigJira との統合 (p. 102)
• AWS AppConfigとの統合 CodePipeline (p. 102)

AWS AppConfig と Lambda 拡張機能の統合
AWS Lambda 拡張機能は、Lambda 関数の機能を強化するコンパニオンプロセスです。拡張機能は、関数
が呼び出される前に開始し、関数と並行して実行し、関数の呼び出しが処理された後も引き続き実行でき
ます。本質的に、Lambda 拡張機能は Lambda 呼び出しと並行して実行されるクライアントのようなもの
です。この並列クライアントは、ライフサイクル中の任意の時点で関数とインターフェイスできます。

LambdaAWS AppConfig 関数内で機能フラグまたはその他の動的設定データを使用する場合には、AWS 
AppConfig Lambda 関数のレイヤーとして Lambda 拡張機能を追加することをお勧めします。これによ
り、機能フラグの呼び出しが簡素化され、拡張機能自体には、AWS AppConfigコストを削減しながら、の
使用を簡素化するベストプラクティスが含まれています。AWS AppConfigサービスへの API コールの減
少と、Lambda 関数の処理時間の短縮により、コストが削減されます。Lambda 拡張機能の詳細について
は、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 拡張機能」を参照してください。

Note

AWS AppConfig料金は、構成が呼び出され、受信される回数に基づいています。Lambda が複数
のコールドスタートを実行し、新しい設定データを頻繁に取得すると、コストが増加します。

このトピックには、AWS AppConfig Lambda 拡張機能の詳細、および Lambda 関数と連携できるように拡
張機能を設定する方法の手順が含まれています。

使用方法
AWS AppConfigを使用して、Lambda 拡張機能を利用せずに Lambda 関数の設定を管理する場合、と
GetLatestConfigurationAPI StartConfigurationSessionアクションと統合して、Lambda 関数が設定の更新
を受信するように設定する必要があります。

AWS AppConfig Lambda 拡張機能と Lambda 関数を統合することで、このプロセスが簡素化されます。エ
クステンションは、AWS AppConfigサービスの呼び出し、取得したデータのローカルキャッシュの管理、
次のサービス呼び出しに必要な設定トークンの追跡、バックグラウンドでの設定更新の定期的なチェック
を行います。次の図は、その仕組みを示しています。
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1. AWS AppConfig Lambda 拡張機能を Lambda 関数のレイヤーとして設定します。
2. 設定データにアクセスするために、関数はで実行されている HTTP エンドポイントでAWS AppConfig拡

張機能を呼び出しますlocalhost:2772。
3. 拡張機能は、設定データのローカルキャッシュを保持します。データがキャッシュにない場合、拡張機

能は AWS AppConfig を呼び出して、設定データを取得します。
4. サービスから設定を受信すると、拡張機能はローカルキャッシュに設定を保存し、Lambda 関数に渡し

ます。
5. AWS AppConfig Lambda 拡張機能は、設定データの更新をバックグラウンドで定期的にチェックしま

す。Lambda 関数が呼び出されるたびに、拡張機能は、設定を取得してからの経過時間をチェックし
ます。設定されたポーリング間隔よりも経過時間が長い場合、拡張機能は AWS AppConfig を呼び出し
て、新しくデプロイされたデータをチェックし、変更がある場合はローカルキャッシュを更新して、経
過時間をリセットします。

Note

• Lambda は、関数が必要とする同時実行レベルに対応する個別のインスタンスをインスタンス
化します。各インスタンスは分離され、設定データの独自のローカルキャッシュが保持され
ます。Lambda インスタンスと同時実行の詳細については、「Lambda 関数の同時実行数の管
理」を参照してください。

• AWS AppConfig から更新された設定をデプロイしてから Lambda 関数に設定の変更が表示され
るまでにかかる時間は、デプロイに使用したデプロイ戦略、および拡張機能に設定したポーリ
ング間隔によって異なります。
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開始する前に
AWS AppConfig Lambda 拡張機能を有効にする前に、以下を実行します。

• 設定を AWS AppConfig に外部化できるように、Lambda 関数での設定を整理します。
• 設定の更新を管理するように、AWS AppConfig を設定します。詳細については、「AWS AppConfig の

使用 (p. 12)」を参照してください。
• Lambda 関数の実行ロールによって使用されるAWS Identity and Access Management 

(IAM)appconfig:StartConfigurationSessionappconfig:GetLatestConfiguration ポリ
シーにとを追加します。詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 実
行ロール」を参照してください。AWS AppConfig権限の詳細については、『サービス認証リファレン
ス』AWS AppConfigの「アクション、リソース、条件キー」を参照してください。

AWS AppConfig Lambda 拡張機能を追加する
AWS AppConfig Lambda 拡張機能を使用するには、拡張機能を Lambda に追加する必要があります。こ
れには、AWS AppConfig Lambda 拡張機能を Lambda 関数にレイヤーとして追加するか、または Lambda 
関数における拡張機能をコンテナイメージとして有効にします。

Note

AWS AppConfigこのエクステンションはランタイムに依存せず、すべてのランタイムをサポート
します。

レイヤーと ARN を使用してAWS AppConfig Lambda エクステン
ションを追加する
AWS AppConfig Lambda 拡張機能を使用するには、拡張機能を Lambda 関数にレイヤーとして追加する必
要があります。関数にレイヤーを追加する方法については、「AWS Lambdaデベロッパーガイド」の「拡
張機能の設定」を参照してください。AWS Lambdaコンソールでの拡張機能の名前は AWS-AppConfig-
Extension です。また、拡張機能を Lambda にレイヤーとして追加する場合は、Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定する必要があることにも注意してください。次のリストから、Lambda を作成したプラット
フォームに対応する ARN を選択します。AWS リージョン

• x86-64 プラットフォーム (p. 77)
• ARM64 プラットフォーム (p. 80)

拡張機能を関数に追加する前にテストする場合は、次のコード例を使用して拡張機能が機能することを確
認できます。

import urllib.request 
                 

def lambda_handler(event, context): 
    url = f'http://localhost:2772/applications/application_name/
environments/environment_name/configurations/configuration_name' 
    config = urllib.request.urlopen(url).read() 
    return config

これをテストするには、Python 用の新しい Lambda 関数を作成し、拡張機能を追加して Lambda 関数を
実行します。Lambda 関数を実行すると、指定した設定が AWS AppConfig Lambda 関数によって http://
localhost:2772 パスに返されます。Lambda 関数の作成については、「AWS Lambda デベロッパーガイ
ド」の「コンソールで Lambda の関数の作成」を参照してください。
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AWS AppConfig Lambda 拡張機能をコンテナイメージとして作成する場合は、「コンテナイメージを使用
して AWS AppConfig Lambda 拡張機能を追加する (p. 92)」を参照してください。

AWS AppConfigLambda エクステンションの設定
拡張機能を設定するには、次の AWS Lambda 環境変数を変更します。詳細については、「AWS Lambda 
デベロッパーガイド」の「AWS Lambda 環境変数の使用」を参照してください。

設定データのプリフェッチ

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PREFETCH_LIST環境変数は、関数の起動時間を改善できます。AWS 
AppConfig Lambda 拡張機能が初期化されると、Lambda が関数を初期化してハンドラーを呼び出す前
に、指定された設定が AWS AppConfig から取得されます。場合によっては、関数が要求する前に、設定
データがローカルキャッシュで既に利用可能になっていることがあります。

プリフェッチ機能を使用するには、設定データに対応するパスに、環境変数の値を設定します。例え
ば、設定がそれぞれ「my_application」、「my_environment」、「my_configuration_data」という名前
のアプリケーション、環境、および設定プロファイルに対応している場合、パスは /applications/
my_application/environments/my_environment/configurations/my_configuration_data
のようになります。設定項目をカンマ区切りのリストとして列挙することで、複数の設定項目を指定でき
ます (カンマを含むリソース名がある場合は、リソースの名前ではなく ID 値を使用します)。

別のアカウントから構成データにアクセスする

AWS AppConfigLambda エクステンションは、データにアクセス権限を付与する IAM ロールを指定するこ
とで、別のアカウントから設定データを取得できます。これを設定するには、次の手順に従います。

1. 設定データの管理に使用するアカウントに、Lambda 関数を実行しているア
カウントに、AWS AppConfig設定リソースに対応する ARN の一部または全
部へのアクセス権を付与する信頼ポリシーを含むロールを作成します。AWS 
AppConfigappconfig:StartConfigurationSessionappconfig:GetLatestConfiguration

2. Lambda 関数を実行しているアカウントで、ステップ 1 で作成したロールの ARN を使用し
て、AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_ARN環境変数を Lambda 関数に追加します。

3. (オプション) 必要に応じて、AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_EXTERNAL_ID環境変数を使用して
外部 ID を指定できます。同様に、AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_SESSION_NAMEセッション名
は環境変数を使用して設定できます。

Note

以下の情報に注意してください。

• AWS AppConfigLambda エクステンションは、1 つのアカウントからのみデータを取得できま
す。IAM ロールを指定すると、エクステンションは Lambda 関数が実行されているアカウント
から設定データを取得できなくなります。

• AWS Lambdaは、Amazon Logs を使用して、AWS AppConfig Lambda 拡張機能と Lambda 
CloudWatch 関数に関する情報をログに記録します。

環境変数 詳細 デフォルト値

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_HTTP_PORTこの環境変数は、拡張機能をホ
ストするローカル HTTP サー
バーが実行されるポートを指定
します。

2772

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_LOG_LEVELこの環境変数は、ある関数
のどのAWS AppConfig拡張

info
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環境変数 詳細 デフォルト値
機能固有のログが Amazon 
CloudWatch Logs に送信され
るのかを指定します。大文字と
小文字を区別しない有効な値は
debug、info、warn、error、
および none です。デバッグに
は、タイミング情報など、拡張
機能に関する詳細情報が含まれ
ます。

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_MAX_CONNECTIONSこの環境変数は、拡張機能が 
AWS AppConfig から設定を取得
するために使用する最大接続数
を設定します。

3

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_POLL_INTERVAL_SECONDSこの環境変数は、更新された設
定の AWS AppConfig に拡張機能
がポーリングする頻度を秒単位
で制御します。

45

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_POLL_TIMEOUT_MILLISこの環境変数は、キャッシュ内
のデータを更新するときに AWS 
AppConfig からの応答を待機する
最大時間 (ミリ秒単位) を制御し
ます。指定された時間内に AWS 
AppConfig が応答しない場合、拡
張機能はこのポーリング間隔を
スキップし、以前に更新された
キャッシュデータを返します。

3000

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PREFETCH_LISTこの環境変数は、関数が初期化
されてハンドラーが実行され
る前に、拡張機能が取得を開始
する設定データを指定します。
これにより、機能のコールドス
タート時間を大幅に短縮できま
す。

なし

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PROXY_HEADERSこの環境変数
は、AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PROXY_URL環
境変数で参照されるプロキシに
必要なヘッダーを指定します。
値は、コンマ区切りリストで
す。各ヘッダーは次のような形
式になります。

"header: value"

なし

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PROXY_URLこの環境変数は、AWS 
AppConfigエクステンションか
らの接続に使用するプロキシ 
URL を指定しますAWS のサービ
ス。 HTTPSおよびHTTP URL は
サポートされています。

なし
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環境変数 詳細 デフォルト値

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_ARNこの環境変数は、AWS 
AppConfig設定を取得するため
にエクステンションが引き受け
る必要のあるロールに対応する 
IAM ロール ARN を指定します。

なし

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_EXTERNAL_IDこの環境変数は、引き受けた
ロールの ARN と組み合わせて使
用する外部 ID を指定します。

なし

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_ROLE_SESSION_NAMEこの環境変数は、引き受ける 
IAM ロールの認証情報に関連
付けるセッション名を指定しま
す。

なし

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_SERVICE_REGIONこの環境変数は、AWS 
AppConfigエクステンションが
サービスを呼び出すために使用
する代替リージョンを指定しま
す。未定義の場合、エクステン
ションは現在のリージョンのエ
ンドポイントを使用します。

なし

機能フラグ設定からの 1 つ以上のフラグの取得
機能フラグ設定 (タイプ別の設定AWS.AppConfig.FeatureFlags) の場合、Lambda 拡張機能では設定
内の 1 つのフラグまたはフラグのサブセットを取得できます。Lambda が設定プロファイルからいくつか
のフラグのみを使用する必要がある場合は、1 つまたは 2 つのフラグを取得すると便利です。次の例では 
Python を使用しています。

Note

設定内の 1 つの機能フラグまたはフラグのサブセットを呼び出すことができるのは、AWS 
AppConfig Lambda 拡張バージョン 2.0.45 以降だけです。

ローカルの HTTPAWS AppConfig エンドポイントから構成データを取得できます。特定のフラグまたは
フラグのリストにアクセスするには、?flag=flag_nameAWS AppConfig構成プロファイルのクエリパラ
メータを使用します。

1 つのフラグとその属性にアクセスするには

import urllib.request

def lambda_handler(event, context): 
    url = f'http://localhost:2772/applications/application_name/
environments/environment_name/configurations/configuration_name?flag=flag_name' 
    config = urllib.request.urlopen(url).read() 
    return config

複数のフラグとその属性にアクセスするには

import urllib.request

def lambda_handler(event, context): 
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    url = f'http://localhost:2772/applications/application_name/
environments/environment_name/configurations/configuration_name?
flag=flag_name_one&flag=flag_name_two' 
    config = urllib.request.urlopen(url).read() 
    return config

InstationAWS AppConfig 拡張機能のLambda バージョ
ン
このトピックでは、AWS AppConfig Lambda 拡張機能バージョンについて説明します。AWS 
AppConfigLambda エクステンションは、x86-64 および ARM64 (Graviton2) プラットフォーム向けに開発
されたLambda 関数をサポートしています。正しく動作させるには、AWS リージョン現在ホストされてい
る場所の特定の Amazon リソースネーム (ARN) を使用するように Lambda 関数を設定する必要がありま
す。AWS リージョンおよび ARN の詳細は、このセクションで後ほど確認できます。

Note

AWS AppConfig古い拡張機能バージョン (p. 81)に記載されているすべてのバージョンをサ
ポートしています。拡張機能を利用するには、定期的に最新バージョンに更新することをお勧め
します。

トピック
• AWS AppConfigLambda 拡張機能リリースノート (p. 76)
• Lambda 拡張機能のバージョン番号を確認する (p. 77)
• x86-64 プラットフォーム (p. 77)
• ARM64 プラットフォーム (p. 80)
• 古い拡張機能バージョン (p. 81)

AWS AppConfigLambda 拡張機能リリースノート
次の表は、AWS AppConfig Lambda 拡張機能の最新バージョンに加えられた変更を示しています。

バージョン 開始日 メモ

2.0.165 2023 軽微なバグを修正。AWS 
Lambda拡張機能の使用をコン
ソールから特定のランタイム
バージョンに制限することはな
くなりました。AWS リージョン
以下のサポートを追加しました｡

• 中東 (UAE)、中東 (UAE)
• アジアパシフィック（ハイデ

ラバード）、ap-south-2
• アジアパシフィック（メルボ

ルン）、ap-southeast-4
• 欧州 (スペイン)、eu-south-2
• 欧州 (チューリッヒ)、eu-

central-2

2.0.122 08/23/2022 AWS_APPCONFIG_EXTENSION_PROXY_URLAWS_APPCONFIG_EXTENSION_PROXY_HEADERSお
よび環境変数で設定できるトン
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バージョン 開始日 メモ
ネリングプロキシのサポートが
追加されました。.NET 6 をラ
ンタイムとして追加しました。
環境変数の詳細については、
「AWS AppConfigLambda エク
ステンションの設定 (p. 73)」
を参照してください。

2.0.58 05/03/2022 Lambda グラビトン2 (ARM64) 
プロセッサのサポートが改善さ
れました。

2.0.45 03/15/2022 1 つの機能フラグを呼び出すた
めのサポートが追加されまし
た。以前は、顧客が設定プロ
ファイルにグループ化された
機能フラグを呼び出し、クラ
イアント側で応答を解析する
必要がありました。今回のリ
リースでは、お客様は HTTP 
localhostflag=<flag-name> エ
ンドポイントを呼び出すときに
パラメーターを使用して 1 つの
フラグの値を取得できるように
なりました。また、グラビトン2 
(ARM64) プロセッサーの初期サ
ポートも追加されました。

Lambda 拡張機能のバージョン番号を確認する
以下の手順を使用して、現在設定されているAWS AppConfig Lambda 拡張機能のバージョン番号を確認
してください。正しく動作させるには、AWS リージョン現在ホストされている場所の特定の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を使用するように Lambda 関数を設定する必要があります。

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

2. AWS-AppConfig-Extensionレイヤーを追加する Lambda 関数を選択します。
3. 「レイヤー」セクションで、「レイヤーを追加」を選択します。
4. レイヤーの選択セクションで、AWSレイヤーリストからAWS -AppConfig-Extension を選択します。
5. バージョンリストを使用してバージョン番号を選択します。
6. [Add] (追加) を選択します。
7. [テスト] タブを使用して機能をテストします。
8. テストが完了したら、ログ出力を確認します。「実行」セクションの「詳細」でAWS AppConfig 

Lambda 拡張のバージョンを確認します。このバージョンは、そのバージョンに必要な URL と一致す
る必要があります。

x86-64 プラットフォーム
拡張機能を Lambda にレイヤーとして追加する場合は、ARN を指定する必要があります。次の表か
ら、Lambda を作成したAWS リージョンに対応する ARN を選択します。これらの ARN は x86-64 プラッ
トフォーム用に開発された Lambda 関数用です。

77

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


AWS AppConfig ユーザーガイド
InstationAWS AppConfig 拡張機能のLambda バージョン

バージョン 2.0.165

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension:110

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension:79

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:lambda:us-
west-1:958113053741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:121

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension:143

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:039592058896:layer:AWS-
AppConfig-Extension:79

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension:91

欧州 (チューリッヒ) arn:aws:lambda:eu-
central-2:758369105281:layer:AWS-
AppConfig-Extension:29

欧州 (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension:108

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension:79

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:493207061005:layer:AWS-
AppConfig-Extension:80

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:646970417810:layer:AWS-
AppConfig-Extension:139

欧州 (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:203683718741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:71

欧州 (スペイン) arn:aws:lambda:eu-
south-2:586093569114:layer:AWS-
AppConfig-Extension:26

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:615057806174:layer:AWS-
AppConfig-Extension:66
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リージョン ARN

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:615084187847:layer:AWS-
AppConfig-Extension:66

アジアパシフィック (香港) arn:aws:lambda:ap-
east-1:630222743974:layer:AWS-
AppConfig-Extension:71

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension:82

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:826293736237:layer:AWS-
AppConfig-Extension:91

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:706869817123:layer:AWS-
AppConfig-Extension:84

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension:89

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension:91

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:418787028745:layer:AWS-
AppConfig-Extension:60

アジアパシフィック (メルボルン) arn:aws:lambda:ap-
southeast-4:307021474294:layer:AWS-
AppConfig-Extension:2

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension:92

アジアパシフィック (ハイデラバード) arn:aws:lambda:ap-
south-2:489524808438:layer:AWS-
AppConfig-Extension:29

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:000010852771:layer:AWS-
AppConfig-Extension:110

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:574348263942:layer:AWS-
AppConfig-Extension:71

中東 (アラブ首長国連邦) arn:aws:lambda:me-
central-1:662846165436:layer:AWS-
AppConfig-Extension:31
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リージョン ARN

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:559955524753:layer:AWS-
AppConfig-Extension:71

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
east-1:946561847325:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
west-1:946746059096:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

ARM64 プラットフォーム
拡張機能を Lambda にレイヤーとして追加する場合は、ARN を指定する必要があります。次の表か
ら、Lambda を作成したAWS リージョンに対応する ARN を選択します。これらの ARN は ARM64 プ
ラットフォーム用に開発された Lambda 関数用です。

バージョン 2.0.165

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:43

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:31

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:45

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:34

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:46

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:31

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:35

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:41
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リージョン ARN

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:34

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:34

古い拡張機能バージョン
このセクションには、ARNAWS リージョン と古いバージョンのAWS AppConfig Lambda 拡張機能が一覧
表示されます。このリストには、AWS AppConfig Lambda 拡張機能の以前のすべてのバージョンに関する
情報は含まれていませんが、新しいバージョンがリリースされると更新されます。

古い拡張バージョン (x86-64 プラットフォーム)
次の表は、x86-64AWS リージョン プラットフォーム用に開発されたAWS AppConfig Lambda エクステン
ションの古いバージョンの ARN とを示しています。

新しい拡張子に置き換えられた日付：2023年2月21日

バージョン 2.0.122

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension:82

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:lambda:us-
west-1:958113053741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:93

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension:114

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:039592058896:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension:70

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension:82

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59
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リージョン ARN

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:493207061005:layer:AWS-
AppConfig-Extension:60

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:646970417810:layer:AWS-
AppConfig-Extension:111

欧州 (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:203683718741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:615057806174:layer:AWS-
AppConfig-Extension:52

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:615084187847:layer:AWS-
AppConfig-Extension:52

アジアパシフィック (香港) arn:aws:lambda:ap-
east-1:630222743974:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension:62

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:826293736237:layer:AWS-
AppConfig-Extension:70

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:706869817123:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension:64

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension:70

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:418787028745:layer:AWS-
AppConfig-Extension:37

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension:71

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:000010852771:layer:AWS-
AppConfig-Extension:82
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リージョン ARN

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:574348263942:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:559955524753:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
east-1:946561847325:layer:AWS-
AppConfig-Extension:29

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
west-1:946746059096:layer:AWS-
AppConfig-Extension:29

新しい拡張子に置き換えられた日付:2022年8月23日

バージョン 2.0.58

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension:69

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension:50

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:lambda:us-
west-1:958113053741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:78

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension:101

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:039592058896:layer:AWS-
AppConfig-Extension:50

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension:69

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension:50
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リージョン ARN

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:493207061005:layer:AWS-
AppConfig-Extension:51

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:646970417810:layer:AWS-
AppConfig-Extension:98

欧州 (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:203683718741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:615057806174:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:615084187847:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

アジアパシフィック (香港) arn:aws:lambda:ap-
east-1:630222743974:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension:49

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:826293736237:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:706869817123:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension:51

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:418787028745:layer:AWS-
AppConfig-Extension:24

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension:60

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:000010852771:layer:AWS-
AppConfig-Extension:69
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リージョン ARN

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:574348263942:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:559955524753:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
east-1:946561847325:layer:AWS-
AppConfig-Extension:23

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
west-1:946746059096:layer:AWS-
AppConfig-Extension:23

新しい拡張子に置き換えられた日付:2022年4月21日

バージョン 2.0.45

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension:68

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension:49

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:lambda:us-
west-1:958113053741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:77

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension:100

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:039592058896:layer:AWS-
AppConfig-Extension:49

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension:58

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension:68

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension:49
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リージョン ARN

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:493207061005:layer:AWS-
AppConfig-Extension:50

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:646970417810:layer:AWS-
AppConfig-Extension:97

欧州 (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:203683718741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:615057806174:layer:AWS-
AppConfig-Extension:45

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:615084187847:layer:AWS-
AppConfig-Extension:45

アジアパシフィック (香港) arn:aws:lambda:ap-
east-1:630222743974:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension:48

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:826293736237:layer:AWS-
AppConfig-Extension:58

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:706869817123:layer:AWS-
AppConfig-Extension:45

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension:50

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension:58

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:418787028745:layer:AWS-
AppConfig-Extension:23

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:000010852771:layer:AWS-
AppConfig-Extension:68
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リージョン ARN

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:574348263942:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:559955524753:layer:AWS-
AppConfig-Extension:46

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
east-1:946561847325:layer:AWS-
AppConfig-Extension:22

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
west-1:946746059096:layer:AWS-
AppConfig-Extension:22

新しい拡張子に置き換えられた日付:2022年3月15日

バージョン 2.0.30

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension:61

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

米国西部 (北カリフォルニア) arn:aws:lambda:us-
west-1:958113053741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:61

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension:89

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:039592058896:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension:59

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension:47
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リージョン ARN

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:493207061005:layer:AWS-
AppConfig-Extension:48

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:646970417810:layer:AWS-
AppConfig-Extension:86

欧州 (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:203683718741:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:615057806174:layer:AWS-
AppConfig-Extension:43

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:615084187847:layer:AWS-
AppConfig-Extension:43

アジアパシフィック (香港) arn:aws:lambda:ap-
east-1:630222743974:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension:45

アジアパシフィック (大阪) arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:706869817123:layer:AWS-
AppConfig-Extension:42

アジアパシフィック (ソウル) arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:826293736237:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension:45

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension:54

アジアパシフィック (ジャカルタ) arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:418787028745:layer:AWS-
AppConfig-Extension:13

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension:55

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:000010852771:layer:AWS-
AppConfig-Extension:61
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リージョン ARN

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:574348263942:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:559955524753:layer:AWS-
AppConfig-Extension:44

AWS GovCloud (米国東部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
east-1:946561847325:layer:AWS-
AppConfig-Extension:20

AWS GovCloud (米国西部) arn:aws-us-gov:lambda:us-gov-
west-1:946746059096:layer:AWS-
AppConfig-Extension:20

古い拡張バージョン (ARM64 プラットフォーム)

次の表は、ARM64AWS リージョン プラットフォーム用に開発されたAWS AppConfig Lambda エクステン
ションの古いバージョンの ARN とを示しています。

新しい拡張子に置き換えられた日付：2023年2月21日

バージョン 2.0.122

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:15

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:11

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:16

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:13

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:20

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:11

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:15

89



AWS AppConfig ユーザーガイド
InstationAWS AppConfig 拡張機能のLambda バージョン

リージョン ARN

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:16

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:13

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:13

新しい拡張子に置き換えられた日付:2022年8月23日

バージョン 2.0.58

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:3

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:7

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:3

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2
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リージョン ARN

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

新しい拡張子に置き換えられた日付:2022年4月21日

バージョン 2.0.45

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北部) arn:aws:lambda:us-
east-1:027255383542:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:728743619870:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:359756378197:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:066940009817:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

ヨーロッパ (アイルランド) arn:aws:lambda:eu-
west-1:434848589818:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:6

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:282860088358:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

アジアパシフィック (東京) arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:980059726660:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

アジアパシフィック (シンガポール) arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:421114256042:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:2

アジアパシフィック (シドニー) arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:080788657173:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

アジアパシフィック (ムンバイ) arn:aws:lambda:ap-
south-1:554480029851:layer:AWS-
AppConfig-Extension-Arm64:1

91



AWS AppConfig ユーザーガイド
コンテナイメージを使用して AWS 

AppConfig Lambda 拡張機能を追加する

コンテナイメージを使用して AWS AppConfig 
Lambda 拡張機能を追加する
AWS AppConfig Lambda 拡張機能をコンテナイメージとしてパッケージして、Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR) でホストされているコンテナレジストリにアップロードすることができます。

AWS AppConfig Lambda 拡張機能を Lambda コンテナイメージとして追加するには

1. 以下に示すように、AWS リージョン および Amazon リソースネーム (ARN) を AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) に入力します。リージョンと ARN の値をご使用のリージョンと一致する ARN に
置き換えて、Lambda レイヤーのコピーを取得します。

aws lambda get-layer-version-by-arn \ 
   --region us-east-1 \
  --arn arn:aws:lambda::layer:AWS-AppConfig-Extension:00

以下は、レスポンスです。

{ 
  "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda::layer:AWS-AppConfig-Extension:00",  
  "Description": "AWS AppConfig extension: Use dynamic configurations deployed via AWS 
 AppConfig for your AWS Lambda functions", 
  "CreatedDate": "2021-04-01T02:37:55.339+0000",   
  "LayerArn": "arn:aws:lambda::layer:AWS-AppConfig-Extension",  

  "Content": { 
    "CodeSize": 5228073,  
    "CodeSha256": "8otOgbLQbexpUm3rKlMhvcE6Q5TvwcLCKrc4Oe+vmMY=",  
     "Location" : "S3-Bucket-Location-URL"
  }, 

  "Version": 30, 
  "CompatibleRuntimes": [ 
    "python3.8", 
    "python3.7", 
    "nodejs12.x", 
    "ruby2.7" 
  ],
}

2. 上記の応答では、Location に対して返された値は、Lambda 拡張機能を含む Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットの URL です。ウェブブラウザに URL を貼り付けて、Lambda 
拡張機能の.zip ファイルをダウンロードします。

Note

Amazon S3 バケット URL は 10 分間のみ有効です。

(オプション) または、次の curl コマンドを使用して、Lambda 拡張機能をダウンロードすることも
できます。

curl -o extension.zip "S3-Bucket-Location-URL" 

(オプション) または、ステップ 1。 とステップ 2。 を組み合わせて、ARN の取得および拡張機能
の .zip ファイルのダウンロードを一度に済ませることもできます。

aws lambda get-layer-version-by-arn \ 
   --arn arn:aws:lambda::layer:AWS-AppConfig-Extension:00 \ 
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  | jq -r '.Content.Location' \ 
  | xargs curl -o extension.zip

3. 次の行を Dockerfile に追加して、コンテナイメージに拡張機能を追加します。

COPY extension.zip extension.zip
RUN yum install -y unzip \ 
  && unzip extension.zip /opt \ 
  && rm -f extension.zip

4. Lambda 関数の実行ロールには必ず、appconfig:GetConfiguration アクセス許可が設定されているよう
にしてください。

例
このセクションでは、コンテナイメージベースの Python Lambda 関数で AWS AppConfig Lambda 拡張機
能を有効にする例を示します。

1. 次のような Dockerfile を作成します。

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8 AS builder
COPY extension.zip extension.zip
RUN yum install -y unzip \ 
  && unzip extension.zip -d /opt \ 
  && rm -f extension.zip

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8
COPY --from=builder /opt /opt
COPY index.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}
CMD [ "index.handler" ]

2. 拡張機能レイヤーを、Dockerfile と同じディレクトリにダウンロードします。

aws lambda get-layer-version-by-arn \ 
  --arn arn:aws:lambda::layer:AWS-AppConfig-Extension:00 \ 
  | jq -r '.Content.Location' \ 
  | xargs curl -o extension.zip

3. index.py という名前の Python ファイルを、Dockerfile と同じディレクトリに作成します。

import urllib.request

def handler(event, context): 
    return { 
       # replace parameters here with your application, environment, and configuration 
 names 
       'configuration': get_configuration('myApp', 'myEnv', 'myConfig'), 
    }

def get_configuration(app, env, config): 
    url = f'http://localhost:2772/applications/{app}/environments/{env}/configurations/
{config}' 
    return urllib.request.urlopen(url).read()

4. 次のステップを実行して docker イメージを構築し、それを Amazon ECR にアップロードします。

// set environment variables
export ACCOUNT_ID = <YOUR_ACCOUNT_ID>
export REGION = <AWS_REGION>
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// create an ECR repository
aws ecr create-repository --repository-name test-repository

// build the docker image
docker build -t test-image .

// sign in to AWS
aws ecr get-login-password \ 
  | docker login \ 
  --username AWS \ 
  --password-stdin "$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com"

// tag the image  
docker tag test-image:latest "$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/test-
repository:latest"

// push the image to ECR  
docker push "$ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$REGION.amazonaws.com/test-repository:latest"           
    

5. 先ほど作成した Amazon ECR イメージを使用して、Lambda 関数を作成します。コンテナとしての 
Lambda 関数の詳細については、「コンテナイメージとして定義された Lambda 関数を作成する」を参
照してください。

6. Lambda 関数の実行ロールには必ず、appconfig:GetConfiguration アクセス許可が設定されているように
してください。

OpenAPI と統合する
OpenAPI の次の YAML 仕様を使用して、OpenAPI Generator のようなツールを使って SDK を作成できま
す。この仕様を更新して、アプリケーション、環境、または設定用のハードコーディングされた値を含め
ることができます。また、パスを追加して (複数の設定タイプがある場合)、設定スキーマを含めて、SDK 
クライアント用の設定固有の型付けされたモデルを生成することもできます。OpenAPI (Swagger とも呼
ばれる) の詳細については、「OpenAPI の仕様」を参照してください。

openapi: 3.0.0
info: 
  version: 1.0.0 
  title: AppConfig Lambda extension API 
  description: An API model for AppConfig Lambda extension.  
servers: 
  - url: https://localhost:{port}/ 
    variables: 
      port: 
        default: 
          '2772'
paths: 
  /applications/{Application}/environments/{Environment}/configurations/{Configuration}: 
    get: 
      operationId: getConfiguration 
      tags: 
        - configuration 
      parameters: 
        - in: path 
          name: Application 
          description: The application for the configuration to get. Specify either the 
 application name or the application ID. 
          required: true 
          schema: 
            type: string 
        - in: path 
          name: Environment 
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          description: The environment for the configuration to get. Specify either the 
 environment name or the environment ID. 
          required: true 
          schema: 
            type: string 
        - in: path 
          name: Configuration 
          description: The configuration to get. Specify either the configuration name or 
 the configuration ID. 
          required: true 
          schema: 
            type: string 
      responses: 
        200: 
          headers: 
            ConfigurationVersion: 
              schema: 
                type: string 
          content: 
            application/octet-stream: 
              schema: 
                type: string 
                format: binary 
          description: successful config retrieval 
        400: 
          description: BadRequestException 
          content: 
            application/text: 
              schema: 
                $ref: '#/components/schemas/Error' 
        404: 
          description: ResourceNotFoundException 
          content: 
            application/text: 
              schema: 
                $ref: '#/components/schemas/Error' 
        500: 
          description: InternalServerException 
          content: 
            application/text: 
              schema: 
                $ref: '#/components/schemas/Error' 
        502: 
          description: BadGatewayException 
          content: 
            application/text: 
              schema: 
                $ref: '#/components/schemas/Error' 
        504: 
          description: GatewayTimeoutException 
          content: 
            application/text: 
              schema: 
                $ref: '#/components/schemas/Error'

components: 
  schemas: 
    Error: 
      type: string 
      description: The response error
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AWS AppConfigAmazon ECS および Amazon EKS 
との統合

AWS AppConfigエージェントを使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) および
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)AWS AppConfig と統合できます。エージェント
は、Amazon ECS および Amazon EKS コンテナアプリケーションと一緒に実行されるサイドカーコンテ
ナとして機能します。エージェントは、次のような点でコンテナ化されたアプリケーションの処理と管理
を強化します。

• エージェントはAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用し、設定データのローカル
キャッシュを管理することで、AWS AppConfigユーザーに代わって電話をかけます。ローカルキャッ
シュから構成データを取得することで、アプリケーションは構成データを管理するために必要とする
コード更新が少なくなり、構成データをミリ秒単位で取得でき、そのようなデータの呼び出しを妨げる
可能性のあるネットワークの問題の影響を受けなくなります。 *

• エージェントは、AWS AppConfig機能フラグの取得と解決をネイティブに実行します。
• エージェントは、後続のサービスコールに必要な設定トークンを追跡しながら、キャッシュ戦略、ポー

リング間隔、ローカル構成データの可用性に関するベストプラクティスをすぐに提供します。
• バックグラウンドで実行している間、AWS AppConfigエージェントは定期的にデータプレーンをポーリ

ングして設定データの更新を確認します。コンテナ化されたアプリケーションは、ポート 2772 (カスタ
マイズ可能なデフォルトポート値) で localhost に接続し、HTTP GET を呼び出してデータを取得するこ
とでデータを取得できます。

• AWS AppConfigエージェントは、コンテナを再起動したりリサイクルしたりすることなく、コンテナ内
の構成データを更新します。

AWS AppConfig*エージェントは、サービスが初めて構成データを取得したときにデータをキャッシュしま
す。このため、データを取得する最初の呼び出しは、後続の呼び出しよりも遅くなります。

トピック
• 開始する前に (p. 96)
• Amazon ECSAWS AppConfig インテグレーションのためのエージェントの起動 (p. 97)
• Amazon EKSAWS AppConfig インテグレーションのためのエージェントの起動 (p. 98)
• 環境変数を使用して Amazon ECS と Amazon EKSAWS AppConfig のエージェントを設定す

る (p. 99)
• 設定データの取得 (p. 101)

開始する前に
AWS AppConfigコンテナアプリケーションと統合するには、のステップ 1 ～ 5 を完了する必要がありま
すAWS AppConfig の使用 (p. 12)。AWS AppConfigこれらのステップは重要な成果物とリソースを生み出
します。

でホストされている設定データを取得するにはAWS AppConfig、AWS AppConfigコ
ンテナアプリケーションがデータプレーンにアクセスできるように設定されている
必要があります。アプリケーションにアクセス権を付与するには、コンテナサービス
の IAM ロールで使用されている IAM アクセス権限ポリシーを更新します。具体的に
は、appconfig:StartConfigurationSessionappconfig:GetLatestConfigurationポリシーに
およびアクションを追加する必要があります。コンテナサービスの IAM ロールには以下が含まれます。

• Amazon ECS タスクロール
• Amazon EKS ノードロール
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• AWS Fargate (Fargate)ポッド実行ロール (Amazon EKS コンテナがコンピューティング処理に Fargate 
を使用している場合)

ポリシーにアクセス権限を追加する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID 権限の追加と
削除」を参照してください。

Amazon ECSAWS AppConfig インテグレーションの
ためのエージェントの起動
AWS AppConfigエージェントサイドカーコンテナは、Amazon ECS 環境で自動的に使用可能になりま
す。AWS AppConfigエージェントサイドカーコンテナを使用するには、起動する必要があります。

AWS AppConfigエージェント (コンソール) を起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/ecs/ で Amazon ECS クラシックコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task Definitions] を選択します。
3. アプリケーションのタスク定義を選択し、最新のリビジョンを選択します。
4. 「新規リビジョンの作成」ドロップダウンリストから「新規リビジョンの作成」を選択します。
5. [コンテナをさらに追加] を選択します。
6. AWS AppConfigエージェントコンテナ名を入力します。
7. 画像 URI には、次のように入力します。public.ecr.aws/aws-appconfig/aws-appconfig-

agent:2.x
8. 「エッセンシャルコンテナ」で 「はい」 を選択します。
9. 「ポートマッピング」セクションで、「追加」を選択します。
10. [コンテナポート] に、と入力します2772。

Note

AWS AppConfigエージェントはデフォルトでポート 2772 で動作します。別のポートを指定
できます。

11. [作成] を選択します。Amazon ECS は新しいコンテナリビジョンを作成し、詳細を表示します。
12. ナビゲーションペインで、[Clusters] を選択し、リストからアプリケーションクラスターを選択しま

す。
13. 「サービス」セクションで、アプリケーションに適したサービスを選択します。
14. [サービスの編集] を選択します。
15. 「リビジョン」では、ドロップダウンリストから最新のリビジョンを選択します。
16. [更新] を選択します。Amazon ECS は最新のタスク定義をデプロイします。
17. デプロイが完了したら、「構成とタスク」AWS AppConfig タブでエージェントが実行されていること

を確認できます。「タスク」セクションで、実行中のタスクを選択します。
18. Containers セクションで、AWS AppConfigエージェントコンテナが表示されていることを確認しま

す。
19. AWS AppConfigエージェントが起動したことを確認するには、[Logs] タブを選択しま

す。AWS AppConfigエージェントコンテナについて次のようなステートメントを探してくださ
い。[appconfig agent] 1970/01/01 00:00:00 INFO serving on localhost:2772

Note

環境変数を入力または変更することで、AWS AppConfigエージェントのデフォルト動作を調整
できます。使用可能な環境変数の詳細については、「」を参照してください環境変数を使用して 
Amazon ECS と Amazon EKSAWS AppConfig のエージェントを設定する (p. 99)。Amazon 
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ECS で環境変数を変更する方法については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの
「環境変数をコンテナに渡す」を参照してください。

Amazon EKSAWS AppConfig インテグレーションの
ためのエージェントの起動
AWS AppConfigエージェントサイドカーコンテナは、Amazon EKS 環境で自動的に使用可能になりま
す。AWS AppConfigエージェントサイドカーコンテナを使用するには、起動する必要があります。以下の
手順では、Amazon EKSkubectl コマンドラインツールを使用して、kubeconfigコンテナアプリケー
ションのファイルを変更する方法を説明します。kubeconfigファイルの作成または編集の詳細につい
ては、Amazon EKS ユーザーガイドの「Amazon EKS クラスターの kubeconfig ファイルの作成または更
新」を参照してください。

AWS AppConfigエージェントを起動するには (kubectl コマンドラインツール)

1. ファイルを開き、Amazon EKS アプリケーションが単一コンテナデプロイとして実行されていること
を確認します。kubeconfigファイルのコンテンツは以下のようになります。

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: 
  name: my-app
  namespace: my-namespace
  labels: 
    app: my-application-label
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: my-application-label
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: my-application-label
    spec: 
      containers: 
      - name: my-app
        image: my-repo/my-image
        imagePullPolicy: IfNotPresent

2. AWS AppConfigエージェントコンテナ定義の詳細を YAML デプロイファイルに追加します。

- name: appconfig-agent 
        image: public.ecr.aws/aws-appconfig/aws-appconfig-agent:2.x 
        ports: 
        - name: http 
          containerPort: 2772 
          protocol: TCP 
        env: 
        - name: SERVICE_REGION
          value: region 
        imagePullPoliy: IfNotPresent

Note

以下の情報に注意してください。

• AWS AppConfigエージェントはデフォルトでポート 2772 で動作します。別のポートを指
定できます。
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• 環境変数を入力して、AWS AppConfigエージェントのデフォルト動作を調整できます。詳
細については、「環境変数を使用して Amazon ECS と Amazon EKSAWS AppConfig の
エージェントを設定する (p. 99)」を参照してください。

• SERVICE_REGION には、AWS リージョンAWS AppConfigエージェントが設定データを取
得するコード (たとえばus-west-1) を指定します。

3. kubectlツールで次のコマンドを実行して、変更をクラスターに適用します。

kubectl apply -f my-deployment.yml

4. デプロイが完了したら、AWS AppConfigエージェントが実行中であることを確認します。次のコマン
ドを使用して、アプリケーションポッドログファイルを確認します。

kubectl logs -n my-namespace -c appconfig-agent my-pod

AWS AppConfigエージェントコンテナについて次のようなステートメントを探してくださ
い。[appconfig agent] 1970/01/01 00:00:00 INFO serving on localhost:2772

Note

環境変数を入力または変更することで、AWS AppConfigエージェントのデフォルト動作を調整
できます。使用可能な環境変数の詳細については、「」を参照してください環境変数を使用して 
Amazon ECS と Amazon EKSAWS AppConfig のエージェントを設定する (p. 99)。

環境変数を使用して Amazon ECS と Amazon 
EKSAWS AppConfig のエージェントを設定する
AWS AppConfigエージェントコンテナの次の環境変数を変更します。

環境変数 詳細 デフォルト値

ACCESS_TOKEN この環境変数は、エージェント 
HTTP サーバーから構成データ
をリクエストする際に提供する
必要があるトークンを定義しま
す。トークンの値は、HTTP リ
クエスト承認ヘッダーに認証
タイプで設定する必要がありま
すBearer。以下はその例です。

GET /applications/my_app/... 
                  Host: 
 localhost:2772 
                  
 Authorization: Bearer 
 <token value>

なし

HTTP_PORT この環境変数は、エージェント
の HTTP サーバーが実行される
ポートを指定します。

2772

LOG_LEVEL この環境変数は、エージェント
がログに記録する詳細レベル
を指定します。各レベルには、
現在のレベルとそれより上位の

info
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環境変数 詳細 デフォルト値
すべてのレベルが含まれます。
変数では、大文字と小文字が区
別されます。ログレベルは、詳
細度の高いものから低いものま
でdebug、、info、warn、error、noneで
す。 Debugには、タイミング情
報など、エージェントに関する
詳細情報が含まれます。

MAX_CONNECTIONS この環境変数は、エージェン
トが設定の取得に使用する最
大接続数を設定しますAWS 
AppConfig。

3

POLL_INTERVAL この環境変数は、AWS 
AppConfigエージェントが更新
された設定データのポーリン
グ頻度を制御します。間隔に
は秒数を指定できます。時間単
位の数値を指定することもでき
ます。s は秒、m は分、h は時
間です。単位が指定されていな
い場合、エージェントはデフォ
ルトで秒になります。たとえ
ば、60、60、および 1m のポー
リング間隔は同じになります。

45 秒

REQUEST_TIMEOUT この環境変数は、AWS 
AppConfigエージェントが応答を
待つ時間を制御します。サービ
スが応答しない場合、リクエス
トは失敗します。

リクエストが初期データ取得の
場合、エージェントはアプリ
ケーションにエラーを返しま
す。

更新されたデータのバックグラ
ウンドチェック中にタイムアウ
トが発生した場合、エージェン
トはエラーを記録し、少し遅れ
て再試行します。

タイムアウトのミリ秒数を指
定できます。時間単位で数値
を指定することもできます。
ミリ秒は ms、秒は s です。単
位が指定されていない場合、
エージェントはデフォルト
でミリ秒になります。例とし
て、5000、5000ms、5sの場合、
リクエストのタイムアウト値は
同じになります。

3000 ミリ秒
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環境変数 詳細 デフォルト値

PREFETCH_LIST この環境変数は、AWS 
AppConfigエージェントが起動す
るとすぐに要求する設定データ
を指定します。

なし

PROXY_HEADERS この環境変数は、PROXY_URL環
境変数で参照されるプロキシに
必要なヘッダーを指定します。
値は、コンマ区切りリストで
す。各ヘッダーは次のような形
式になります。

"header: value"

なし

PROXY_URL この環境変数は、エージェント
からの接続に使用するプロキ
シ URL を指定します（以下を
含む）AWS AppConfig。AWS 
のサービス HTTPSおよびHTTP
URL はサポートされています。

なし

ROLE_ARN この環境変数は、IAM ロールの 
Amazon リソースネーム (ARN) 
を指定します。AWS AppConfig
エージェントは、このロール
を担って設定データを取得しま
す。

なし

ROLE_EXTERNAL_ID この環境変数は、引き受けた
ロールの ARN で使用する外部 ID 
を指定します。

なし

ROLE_SESSION_NAME この環境変数は、引き受ける 
IAM ロールの認証情報に関連
付けるセッション名を指定しま
す。

なし

SERVICE_REGION この環境変数は、AWS リー
ジョンAWS AppConfigAWS 
AppConfigエージェントがサー
ビスを呼び出すために使用する
代替手段を指定します。未定義
のままにすると、エージェント
は現在の地域を特定しようとし
ます。実行できない場合、エー
ジェントは起動に失敗します。

なし

設定データの取得
HTTP localhost 呼び出しを使用して、AWS AppConfigエージェントから構成データを取得できます。次の
例ではcurl、HTTP クライアントで使用しています。アプリケーション言語でサポートされている任意の 
HTTP クライアント、または使用可能なライブラリを使用してエージェントを呼び出すことができます。

デプロイされた設定の完全な内容を取得するには
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$ curl "http://localhost:2772/applications/application_name/environments/environment_name/
configurations/configuration_name"

1AWS AppConfig つのタイプのコンフィギュレーションから 1 つのフラグとその属性を取得するに
はFeature Flag

$ curl "http://localhost:2772/applications/application_name/environments/environment_name/
configurations/configuration_name?flag=flag_name"

1AWS AppConfig つのタイプの設定から複数のフラグとその属性にアクセスするにはFeature Flag

$ curl "http://localhost:2772/applications/application_name/environments/environment_name/
configurations/configuration_name?flag=flag_name_one&flag=flag_name_two"

AWS AppConfig と AWS Secrets Manager の統合
AWS AppConfig は AWS Secrets Manager と統合します。Secrets Manager を使用して、データベース
やその他のサービスの認証情報を安全に暗号化、保存、取得できます。アプリに認証情報をハードコー
ディングする代わりに、Secrets Manager を呼び出して、必要なときにいつでも認証情報を取得できま
す。Secrets Managerは、シークレットへのアクセスをローテーションして管理できるようにすること
で、ITリソースとデータへのアクセスを保護するのに役立ちます。

自由形式の設定プロファイルを作成する場合、Secrets Manager を設定データのソースとして選択できま
す。設定プロファイルを作成する前に、Secrets Manager でオンボードし、シークレットを作成する必要
があります。Secrets Manager の詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「AWS 
Secrets Manager とは」を参照してください。Secrets Manager を使用する構成プロファイルの作成につ
いては、を参照してくださいフリーフォーム設定プロファイルの作成 (p. 34)。

AWS AppConfigJira との統合
AWS AppConfigアトラシアン Jira と統合します。統合によりAWS AppConfig、指定された機能フラグを変
更するたびに、アトラシアンコンソールで課題を作成および更新できますAWS アカウントAWS リージョ
ン。Jira の各課題には、フラグ名、アプリケーション ID、設定プロファイル ID、およびフラグ値が含まれ
ます。フラグの変更を更新、保存、デプロイすると、Jira は既存の課題を変更の詳細で更新します。詳細
については、「アトラシアン Jira 拡張機能を使った作業AWS AppConfig (p. 59)」を参照してください。

AWS AppConfigとの統合 CodePipeline
AWS AppConfigAWS CodePipeline(CodePipeline) の統合デプロイアクションです。 CodePipeline はフル
マネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーションとインフラストラクチャの更新を迅速か
つ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリースを自動化します。 CodePipeline は、定義したリリー
スモデルに基づいて、コードチェンジがあった場合のフェーズの構築、テスト、およびデプロイを自動化
します。詳細については、「AWS CodePipeline とは?」を参照してください。

CodePipeline との統合にはAWS AppConfig、次のような利点があります。

• CodePipeline オーケストレーションを管理するためにを使用するお客様は、コードベース全体をデプロ
イすることなく、アプリケーションに設定変更をデプロイする軽量な手段が利用できるようになりまし
た。
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• AWS AppConfigを使用して設定のデプロイを管理したいが、AWS AppConfigが現在のコードまたは
設定ストアをサポートしていないために制限されているお客様には、オプションが追加されました。 
CodePipeline AWS CodeCommit、 GitHub、および BitBucket (いくつか例を挙げると) をサポートしま
す。

Note

AWS AppConfig CodePipeline との統合は、が使用可能な場合にのみサポートされます。AWS 
リージョン CodePipeline

統合の仕組み
まず、セットアップと設定を行います CodePipeline。これには、 CodePipelineがサポートするコードスト
アに設定を追加することが含まれます。次に、以下のタスクを実行して、AWS AppConfig 環境をセット
アップします。

• アプリケーションの作成
• 環境を作る
• AWS CodePipeline 設定プロファイルの作成
• 定義済みのデプロイ戦略の選択または独自のデプロイ戦略の作成

これらのタスクを完了したら、デプロイプロバイダー CodePipeline AWS AppConfigとして指定するパイ
プラインをに作成します。作成できたら、設定を変更して、 CodePipeline コードストアにアップロード
します。新しい設定をアップロードすると、で新しいデプロイが自動的に開始されます CodePipeline。デ
プロイが完了したら、変更を確認できます。ユーザーAWS AppConfig をデプロイプロバイダーとして指
定するパイプラインの作成については、「AWS CodePipelineユーザーガイド」の「チュートリアル: AWS 
AppConfig をデプロイプロバイダーとして使用するパイプラインを作成する」を参照してください。
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AWS AppConfig でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデル では、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウド で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供しま
す。AWSコンプライアンスプログラム[g11]AWSコンプライアンスプログラム[/g11][g10]AWSコンプラ
イアンスプログラム[/g10]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 Systems Manager 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。

AWS AppConfig は AWS Systems Manager の一機能です。を使用する際に責任共有モデルを適用する方
法を理解するにはAWS AppConfig、「でのセキュリティ」を参照してくださいAWS Systems Manager。
ここでは、のセキュリティおよびコンプライアンス目標を達成するために Systems ManagerAWS 
AppConfig を設定する方法を説明しています。

の暗号化AWS AppConfig
AWS AppConfigを使用して保存中の顧客データを保護するために、AWS 所有のキーデフォルトで暗号化
が提供されています。

AWS 所有のキー—AWS AppConfig これらのキーをデフォルトで使用して、サービスによってデプロイさ
れ、AWS AppConfigデータストアでホストされているデータを自動的に暗号化します。AWS 所有のキー 
は表示、管理、使用することはできず、その使用を監査することもできません。ただし、データを暗号化
するキーはで、データを暗号化するキーはで、詳細については、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の AWS 所有のキー を参照してください。

この暗号化レイヤーを無効にしたり、別の暗号化タイプを選択したりすることはできませんが、構成デー
タをデプロイするときにカスタマー管理キーを追加することはできます。

顧客管理キー — お客様が作成、所有、AWS AppConfig管理する対称的な顧客管理キーの使用をサポート
し、既存のキーに第二の暗号化レイヤーを追加しますAWS 所有のキー。この暗号化レイヤーを完全に制御
できるため、次のようなタスクを実行できます。

• キーポリシーとグラントの策定と維持
• IAM ポリシーの策定と維持
• キーポリシーの有効化と無効化
• ローテーションキー暗号マテリアルのローテーション
• タグの追加
• キーエイリアスの作成
• 削除用のスケジュールキー
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詳細については、AWS Key Management Service開発者ガイドの「カスタマー管理キー」を参照してくだ
さい。

AWS AppConfig顧客管理キーをサポート

AWS AppConfigは、構成データの顧客管理キー暗号化をサポートします。構成データを暗号化する
ために、KmsKeyIdentifierお客様はデプロイメントにを追加できます。 AWS AppConfigAWS 
KMSKmsKeyIdentifierこれを使用してデータキーを生成し、StartDeployment API 操作のデータを
暗号化します。

AWS AppConfig暗号化アクセス

カスタマー管理キーを作成するときは、次のキーポリシーを使用してキーが使用できることを確認してく
ださい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
        "Sid": "Allow use of the key", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::account_ID:role/role_name" 
        }, 
        "Action": [ 
            "kms:Decrypt", 
            "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
        "Resource": "*" 
        } 
 ]

Secrets Manager シークレットや、カスタマー管理キーで暗号化されたその他の設定データを使用してい
る場合はretrievalRoleArn、kms:Decryptデータを復号化して取得する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "arn:aws:kms:Region:account_ID:configuration source/object" 
    } 
  ]
}

AWS AppConfigStartDeploymentAPI オペレーションを呼び出すとき、ID 呼び出しには、ユーザー、グ
ループ、またはロールに割り当てることができる次の IAMStartDeployment ポリシーが必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kms:Region:account_ID:key_ID" 
    } 
  ]
}
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AWS AppConfigGetLatestConfigurationAPI オペレーションを呼び出すと
き、IDGetLatestConfiguration 呼び出しにはユーザー、グループ、またはロールに割り当てることが
できる次のポリシーが必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kms:Decrypt, 
            "Resource": "arn:aws:kms:Region:account_ID:key_ID" 
        } 
    ]
}

暗号化コンテキスト

暗号化コンテキストは、データに関する追加のコンテキスト情報が含まれたキーバリューペアのオプショ
ンのセットです。

AWS KMS認証された暗号化コンテキストは認証された暗号化コンテキストをサポートする追加の認証
データとして使用します。データの暗号化リクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は
暗号化コンテキストを暗号化後のデータにバインドします。データを復号化するには、そのリクエストに 
(暗号化時と) 同じ暗号化コンテキストを含めます。

AWS AppConfig暗号化コンテキスト:暗号化されたデプロイでは、AWS KMSでの暗号化処理のすべて
で、AWS AppConfig同じ暗号化コンテキストを使用します。aws:appconfig:deployment:arnこの
際キーはで、値はデプロイの Amazon リソースネーム (ARN) Amazon リソースネーム (ARN) Amazon 
Resource Name (ARN) です。

"encryptionContext": { 
    "aws:appconfig:deployment:arn": 
 "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:application/application_ID/
environment/environment_ID/deployment/deployment_number"  
 }

暗号化キーのモニタリングAWS

AWS KMSでカスタマー管理キーを使用するとAWS AppConfig、AWS CloudTrailまたは Amazon 
CloudWatch LogsAWS AppConfig を使用してに送信されたリクエストを追跡できますAWS KMS。

以下は、 CloudTrail DecryptAWS KMSAWS AppConfigカスタマー管理キーで暗号化されたデータにアク
セスするために呼び出されるオペレーションを監視するためのイベントの例です

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSService", 
        "invokedBy": "appconfig.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2023-01-03T02:22:28z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "Decrypt", 
    "awsRegion": "Region", 
    "sourceIPAddress": "172.12.34.56", 
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)", 
    "requestParameters": { 
        "encryptionContext": { 
            "aws:appconfig:deployment:arn": 
 "arn:aws:appconfig:Region:account_ID:application/application_ID/
environment/environment_ID/deployment/deployment_ID" 
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        }, 
        "keyId": "arn:aws:kms:Region:account_ID:key/key_ID", 
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE", 
    "readOnly": true, 
    "resources": [ 
        { 
            "accountId": "account_ID", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:Region:account_ID:key_ID" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "account_ID", 
    "sharedEventID": "dc129381-1d94-49bd-b522-f56a3482d088"
}

Secrets Manager のキーローテーション
このセクションでは、Secrets ManagerAWS AppConfig との統合に関する重要なセキュリティ情報につい
て説明します。Secrets ManagerAWS AppConfig の設定プロファイルの作成については、を参照してく
ださいステップ 3: 設定プロファイルと機能フラグの作成 (p. 16)。Secrets Manager の詳細については、
「AWS Secrets Managerとは」を参照してください。 AWS Secrets Managerユーザーガイドにあります。

によってデプロイされたSecrets Manager の自動ロー
テーションの設定AWS AppConfig
ローテーションとは、Secrets Manager に保存されているシークレットを定期的に更新するためのプロセ
スのことです。シークレットのローテーションを行うと、シークレット、ならびに、データベースまたは
サービスの認証情報が更新されます。Secrets Manager では、シークレットとデータベースの更新にAWS 
Lambda関数が使用されます。詳細については、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets 
Managerローテーションシークレット」を参照してください。

によってデプロイされた Secrets Manager シークレットのキーローテーションを有効にするにはAWS 
AppConfig、ローテーション Lambda 関数を更新し、ローテーションされたシークレットをデプロイしま
す。

Note

シークレットがローテーションされ、新しいバージョンに完全に更新されたら、AWS AppConfig
構成プロファイルをデプロイします。VersionStageAWSPENDINGのステータスがからに変わっ
たため、シークレットがローテーションされたかどうかを判断できますAWSCURRENT。シーク
レット・ローテーションの完了は、Secrets Managerfinish_secret のローテーション・テンプ
レート機能内で行われます。

AWS AppConfigシークレットがローテーションされた後にデプロイを開始する関数の例を次に示します。

import time
import boto3
client = boto3.client('appconfig')

def finish_secret(service_client, arn, new_version): 
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によってデプロイされたSecrets Manager の
自動ローテーションの設定AWS AppConfig

    """Finish the rotation by marking the pending secret as current 
    This method finishes the secret rotation by staging the secret staged AWSPENDING with 
 the AWSCURRENT stage. 
    Args: 
        service_client (client): The secrets manager service client 
        arn (string): The secret ARN or other identifier 
        new_version (string): The new version to be associated with the secret 
    """ 
    # First describe the secret to get the current version 
    metadata = service_client.describe_secret(SecretId=arn) 
    current_version = None 
    for version in metadata["VersionIdsToStages"]: 
        if "AWSCURRENT" in metadata["VersionIdsToStages"][version]: 
            if version == new_version: 
                # The correct version is already marked as current, return 
                logger.info("finishSecret: Version %s already marked as AWSCURRENT for %s" 
 % (version, arn)) 
                return 
            current_version = version 
            break 

    # Finalize by staging the secret version current 
    service_client.update_secret_version_stage(SecretId=arn, VersionStage="AWSCURRENT", 
 MoveToVersionId=new_version, RemoveFromVersionId=current_version) 
     
    # Deploy rotated secret 
    response = client.start_deployment( 
            ApplicationId='TestApp', 
            EnvironmentId='TestEnvironment', 
            DeploymentStrategyId='TestStrategy', 
            ConfigurationProfileId='ConfigurationProfileId', 
            ConfigurationVersion=new_version, 
            KmsKeyIdentifier=key, 
            Description='Deploy secret rotated at ' + str(time.time()) 
        ) 
    
    logger.info("finishSecret: Successfully set AWSCURRENT stage to version %s for secret 
 %s." % (new_version, arn))
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AWS AppConfig のモニタリング
モニタリングは、の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS解決策。AWS 
AppConfigの一機能ですAWS Systems Manager。Systems Manager の機能のモニタリングについては、
「」を参照してください。MonitoringAWS Systems ManagerのAWS Systems Managerユーザーガイド。
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AWS AppConfig ユーザーガイドド
キュメントの履歴

次の表に、AWS AppConfig 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。

現在の API バージョン: 2019-10-09

変更 説明 日付

AWS CloudFormationAWS 
AppConfig新しいリソース
のサポートと機能フラグの
例 (p. 110)

AWS 
CloudFormationAWS::AppConfig::ExtensionAWS::AppConfig::ExtensionAssociationAWS 
AppConfig拡張機能を使い始める
際に役立つおよびリソースがサ
ポートされるようになりました。

AWS::AppConfig::ConfigurationProfileAWS::AppConfig::HostedConfigurationお
よびバージョンリソース
に、AWS AppConfigホストされ
た構成ストアで機能フラグ構成プ
ロファイルを作成する例が含まれ
るようになりました。

202年

AWS AppConfig と AWS Secrets 
Manager (p. 110) の統合

AWS AppConfig は AWS Secrets 
Manager と統合します。Secrets 
Manager を使用して、データ
ベースやその他のサービスの認
証情報を安全に暗号化、保存、
取得できます。アプリに認証情
報をハードコーディングする代
わりに、Secrets Manager を呼び
出して、必要なときにいつでも認
証情報を取得できます。Secrets 
Managerは、シークレットへのア
クセスをローテーションして管
理できるようにすることで、ITリ
ソースとデータへのアクセスを保
護するのに役立ちます。

自由形式の設定プロファイルを作
成する場合、Secrets Manager を
設定データのソースとして選択
できます。設定プロファイルを作
成する前に、Secrets Manager で
オンボードし、シークレットを作
成する必要があります。Secrets 
Manager の詳細については、
「AWS Secrets Manager ユー
ザーガイド」の「AWS Secrets 
Manager とは」を参照してくだ
さい。構成プロファイルの作成
については、「自由形式構成プロ

2023 年 2 月 2 日
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ファイルの作成」を参照してくだ
さい。
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AWS AppConfigアマゾン 
ECS とアマゾン EKS との統
合 (p. 110)

AWS AppConfigエージェント
を使用して、Amazon Elastic 
Container Service (Amazon 
ECS) およびAmazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon 
EKS)AWS AppConfig との統
合が可能です。エージェン
トは、Amazon ECS および 
Amazon EKS コンテナアプリ
ケーションと一緒に実行されるサ
イドカーコンテナとして機能しま
す。エージェントは、コンテナ化
されたアプリケーションの処理と
管理を次のように強化します。

• エージェントはAWS Identity 
and Access Management (IAM) 
ロールを使用し、設定データの
ローカルキャッシュを管理する
ことで、AWS AppConfigユー
ザーに代わって電話をかけま
す。ローカルキャッシュから構
成データを取得することで、ア
プリケーションは構成データを
管理するために必要とするコー
ド更新が少なくなり、構成デー
タをミリ秒単位で取得でき、そ
のようなデータの呼び出しを妨
げる可能性のあるネットワーク
の問題の影響を受けなくなりま
す。

• エージェントは、AWS 
AppConfig機能フラグの取得と
解決をネイティブに実行しま
す。

• エージェントは、キャッシュ戦
略、ポーリング間隔、ローカル
構成データの可用性に関するベ
ストプラクティスをすぐに提供
すると同時に、以降のサービス
コールに必要な構成トークンを
追跡します。

• バックグラウンドで実行して
いる間、AWS AppConfigエー
ジェントは定期的にデータプ
レーンをポーリングして設定
データの更新を確認します。
コンテナ化されたアプリケー
ションは、ポート 2772 (カ
スタマイズ可能なデフォルト
ポート値) で localhost に接続
し、HTTP GET を呼び出して
データを取得することでデータ
を取得できます。

• AWS AppConfigエージェント
は、コンテナを再起動したりリ

2022 年 12 月 2 日

112



AWS AppConfig ユーザーガイド

サイクルしたりすることなく、
コンテナ内の構成データを更新
します。

詳細については、「Amazon ECS
と Amazon EKSAWS AppConfig 
との統合」を参照してください。

新しい拡張機能:AWS AppConfig 
CloudWatch Evidenly の拡張機
能 (p. 110)

Amazon CloudWatch Evidence 
を使用して、機能のロールアウト
中に、新しい機能を指定した割合
のユーザーに提供することによっ
て安全に検証できます。新機能の
パフォーマンスをモニターリング
すると、ユーザーへのトラフィッ
クを増やしていくタイミングを決
定するのに役立ちます。こうすれ
ば、機能を完全に起動する前に、
リスクを軽減し、意図しない結果
を明確化できます。また、A/B 実
験を実行して、証拠とデータに基
づいて機能の設計を決定すること
もできます。

CloudWatch EvidenceAWS 
AppConfig の拡張によ
り、アプリケーション
は、EvaluateFeatureオペレー
ションを呼び出す代わりに、
ローカルでユーザーセッション
にバリエーションを割り当てる
ことができます。ローカルセッ
ションは、API コールに伴うレ
イテンシーと可用性のリスクを
軽減します。拡張機能の設定と
使用方法については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの「
CloudWatchEviendly で起動と A/
B テストを実行する」を参照して
ください。

2022 年 9 月 13 日
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GetConfigurationAPI アク
ションの廃止 (p. 110)

2021年11月18日、AWS 
AppConfig新しいデータプ
レーンサービスをリリー
スしました。このサービス
は、GetConfiguration API 
アクションを使用して構成
データを取得する以前のプ
ロセスに代わるものです。
データプレーンサービスで
は、StartConfigurationSessionと 
2 つの新しい API ア
クションを使用しま
すGetLatestConfiguration。デー
タプレーンサービスも新しいエン
ドポイントを使用します。

詳細については、「AWS 
AppConfigデータプレーンサービ
スについて」を参照してくださ
い。

2022 年 9 月 13 日

AWS AppConfigLambda エ
クステンションの新バージョ
ン (p. 110)

AWS AppConfigLambda エクス
テンションのバージョン 2.0.122 
が利用可能になりました。新し
いエクステンションは、異なる 
Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用します。詳細について
は、「AWS AppConfigLambda 
Extension Release Extainer 
Release Extension Release 
Extension

2022 年 8 月 23 日

AWS AppConfig拡張機能の立ち
上げ (p. 110)

拡張機能を使用すると、AWS 
AppConfig構成を作成またはデプ
ロイするワークフローのさまざ
まな時点でロジックや動作を注入
する機能が強化されます。AWS-
authred 拡張機能を使用すること
も、独自の拡張機能を作成するこ
ともできます。詳細については、
「AWS AppConfig拡張機能の使
用」を参照してください。

2022 年 7 月 12 日

AWS AppConfigLambda エ
クステンションの新バージョ
ン (p. 110)

AWS AppConfigLambda エクス
テンションのバージョン 2.0.58 
が利用可能になりました。新し
いエクステンションは、異なる 
Amazon リソースネーム (ARN) 
を使用します。詳細については、
「AWS AppConfigLambda 拡張
機能の利用可能なバージョン」を
参照してください。

2022 年 5 月 3 日
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AWS AppConfigアトラシアン 
Jira との統合 (p. 110)

Atlassian Jira との統合により
AWS AppConfig、指定された
機能フラグに変更を加えるたび
に、アトラシアンコンソールで
課題を作成および更新できます
AWS アカウントAWS リージョ
ン。Jira の各課題には、フラグ
名、アプリケーション ID、設
定プロファイル ID、およびフ
ラグ値が含まれます。フラグの
変更を更新、保存、デプロイす
ると、Jira は既存の課題を変更
の詳細で更新します。詳細につ
いては、「Atlassian JiraAWS 
AppConfig との統合」を参照して
ください。

2022 年 4 月 7 日
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ARM64 (Graviton2) プロセッサ
向けの機能フラグとLambda 拡
張サポートの一般提供につい
て (p. 110)

AWS AppConfig機能フラグを使
用すると、ユーザーからその機
能を隠しながら、新しい機能を
開発して本番環境にデプロイでき
ます。まず、AWS AppConfigフ
ラグを設定データとして追加しま
す。機能のリリースの準備ができ
たら、コードをデプロイせずにフ
ラグ設定データを更新できます。
この機能により、機能をリリース
するために新しいコードをデプロ
イする必要がないため、開発運用
環境の安全性が向上します。詳細
については、「機能フラグ設定プ
ロファイルの作成」を参照してく
ださい。

の機能フラグの一般提供に
は、AWS AppConfig以下の機能
強化が含まれます。

• コンソールには、フラグを短期
フラグとして指定するオプショ
ンが含まれています。短期フラ
グでは、フラグのリストをフィ
ルタリングしたり、ソートした
りできます。

• で機能フラグを使用している
お客様にはAWS Lambda、新
しい Lambda 拡張機能によ
り、HTTP エンドポイントを使
用して個々の機能フラグを呼び
出すことができます。詳細につ
いては、「機能フラグ設定から
の 1 つ以上のフラグの取得」
を参照してください。

このアップデートでは、ARM64 
(Graviton2)AWS Lambda プロ
セッサ用に開発された拡張機能
もサポートされます。詳細につい
ては、「AWS AppConfigLambda 
拡張機能の利用可能なバージョ
ン」を参照してください。

2022 年 3 月 15 日

GetConfiguration API アクショ
ンは廃止されました (p. 110)

GetConfigurationAPI アク
ションは廃止されました。設
定データを受信する呼び出しに
は、StartConfigurationSession代
わりに
とGetLatestConfiguration
API を使用してください。これら
の API とその使用方法の詳細に
ついては、「設定を取得する」を
参照してください。

2022 年 1 月 28 日
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AWS AppConfig Lambda 拡
張機能の新しいリージョン 
ARN (p. 110)

AWS AppConfig Lambda 拡
張機能が、新しいアジアパシ
フィック (大阪) リージョンでご
利用いただけるようになりまし
た。Lambda をリージョンに作成
するには、Amazon リソースネー
ム (ARN) が必要です。アジア
パシフィック (大阪) リージョン 
ARN の詳細については、「AWS 
AppConfig Lambda 拡張機能の追
加」を参照してください。

2021 年 3 月 4 日

AWS AppConfig Lambda 拡張機
能 (p. 110)

AWS AppConfig を使用して 
Lambda 関数の設定を管理する
場合、AWS AppConfig Lambda 
拡張機能を追加することをお勧
めします。この拡張機能には、
コストを削減しながら、AWS 
AppConfig の使用を簡素化する
ベストプラクティスが含まれて
います。AWS AppConfig サー
ビスへの API コールの減少によ
るコストの削減と、それとは別
に、Lambda 関数の処理時間の短
縮によるコスト削減が可能になり
ます。詳細については、「AWS 
AppConfig と Lambda 拡張機能
の統合」を参照してください。

2020 年 10 月 8 日

新規セクション (p. 110) AWS AppConfig のセットアップ
の手順を提供する新しいセクショ
ンが追加されました。詳細につ
いては、「AWS AppConfig の設
定」を参照してください。

2020 年 9 月 30 日

コマンドラインプロシージャの
追加 (p. 110)

このユーザーガイドの手順
には、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) のコマン
ドラインステップと Tools for 
Windows が含まれています 
PowerShell。詳細については、
「AWS AppConfig の使用」を参
照してください。

2020 年 9 月 30 日
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AWS AppConfig ユーザーガイド
の起動 (p. 110)

AWS AppConfig、AWS Systems 
Manager の機能を使用して、
アプリケーション設定を作
成、管理、迅速にデプロイしま
す。AWS AppConfig はあらゆ
る規模のアプリケーションへの
管理型デプロイをサポートし、
組み込みの検証チェックおよび
モニタリングを含みます。AWS 
AppConfig は、EC2 インスタン
ス、AWS Lambda、コンテナ、
モバイルアプリケーション、また
は IoT デバイスでホストされてい
るアプリケーションで使用できま
す。

2020 年 7 月 31 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

cxx


	AWS AppConfig
	Table of Contents
	AWS AppConfig とは?
	AWS AppConfig を使用したタスクの簡素化
	AWS AppConfig ユースケース
	AWS AppConfig を使用する利点
	AWS AppConfig の使用を開始
	AWS AppConfig の仕組み
	アプリケーションで動作するように AWS AppConfig を設定します。
	アプリケーションコードを有効にして、設定データを確認して取得する
	新規または更新された構成をデプロイする

	AWS AppConfig の料金
	AWS AppConfig のクォータ

	とについてAWS AppConfigデータプレーンサービス
	AWS AppConfig のセットアップ
	AWS アカウントにサインアップする
	管理ユーザーを作成する
	プログラム的なアクセス権を付与する
	(オプション) CloudWatch アラームに基づいてロールバックのアクセス許可の設定
	ステップ 1: CloudWatch アラームに基づいてロールバック用のアクセス許可ポリシーを作成する
	ステップ 2: CloudWatch アラームに基づいてロールバック用の IAM ロールを作成する
	ステップ 3: 信頼関係を追加する


	AWS AppConfig の使用
	ステップ 1: AWS AppConfig アプリケーションの作成
	AWS AppConfig アプリケーションの作成 (コンソール)
	AWS AppConfigアプリケーションの作成 (コマンドライン)

	ステップ 2: 環境の作成
	AWS AppConfig 環境の作成 (コンソール)
	AWS AppConfig環境の作成 (コマンドライン)

	ステップ 3: 設定プロファイルと機能フラグの作成
	設定例
	設定プロファイルの IAM ロールについて
	Amazon S3 に保存された設定について
	Amazon S3 オブジェクトとして保存する設定のアクセス許可の設定

	バリデータについて
	機能フラグ設定プロファイルの作成
	機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コンソール)
	機能フラグおよび機能フラグ設定プロファイルの作成 (コマンドライン)
	AWS のタイプリファレンス。 AppConfig。 FeatureFlags

	フリーフォーム設定プロファイルの作成
	設定ストアのクォータと制限について
	AWS AppConfig でホストされた設定ストアについて
	フリーフォーム設定および設定プロファイルの作成
	AWS AppConfig フリーフォーム設定プロファイルの作成 (コンソール)
	AWS AppConfigフリーフォーム設定プロファイルの作成 (コマンドライン)



	ステップ 4: デプロイ戦略の作成
	定義済みのデプロイ戦略
	デプロイ戦略の作成
	AWS AppConfig デプロイ戦略の作成 (コンソール)
	AWS AppConfigデプロイ戦略の作成 (コマンドライン)


	ステップ 5: 設定のデプロイ
	設定をデプロイする (コンソール)
	設定をデプロイする (コマンドライン)

	ステップ 6: 設定を取得する
	設定例を取得する


	AWS AppConfigエクステンションの使い方
	AWS AppConfig拡張機能について
	ステップ 1: 拡張機能の使用
	ステップ 2: 拡張機能をいつ実行するかを決定する
	ステップ 3: 拡張機能の使用
	ステップ 4: 構成をデプロイし、拡張アクションが実行されたことを確認する

	AWSオーサリングされたエクステンションを使った作業
	CloudWatch アマゾン・エビデントリー・エクステンションでの作業
	AWS AppConfig deployment events to Amazon EventBridge拡張機能の使用
	拡張機能の使用

	AWS AppConfig deployment events to Amazon SNS拡張機能の使用
	拡張機能の使用

	AWS AppConfig deployment events to Amazon SQS拡張機能の使用
	拡張機能の使用

	アトラシアン Jira 拡張機能を使った作業AWS AppConfig
	AWS AppConfigJira 統合の権限の設定
	タスク 1:AWS AppConfig および Jira 統合の IAM アクセスポリシーを作成する
	タスク 2:AWS AppConfig と Jira 統合機能の作成

	AWS AppConfigJira 統合アプリケーションの設定
	AWS AppConfigfor Jira のアプリケーションとデータを削除する


	チュートリアル:AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成
	AWS AppConfigカスタムLambda 機能の作成
	AWS AppConfigカスタムエクステンションの権限の設定
	AWS AppConfigカスタムエクステンションの作成
	AWS作成済みの通知拡張機能のカスタマイズ

	AWS AppConfigカスタムエクステンションのエクステンションアソシエーションの作成
	AWS AppConfigカスタムエクステンションを呼び出すアクションの実行


	AWS AppConfig と統合するサービス
	AWS AppConfig と Lambda 拡張機能の統合
	使用方法
	開始する前に
	AWS AppConfig Lambda 拡張機能を追加する
	レイヤーと ARN を使用してAWS AppConfig Lambda エクステンションを追加する

	AWS AppConfigLambda エクステンションの設定
	機能フラグ設定からの 1 つ以上のフラグの取得
	InstationAWS AppConfig 拡張機能のLambda バージョン
	AWS AppConfigLambda 拡張機能リリースノート
	Lambda 拡張機能のバージョン番号を確認する
	x86-64 プラットフォーム
	ARM64 プラットフォーム
	古い拡張機能バージョン
	古い拡張バージョン (x86-64 プラットフォーム)
	古い拡張バージョン (ARM64 プラットフォーム)


	コンテナイメージを使用して AWS AppConfig Lambda 拡張機能を追加する
	例

	OpenAPI と統合する

	AWS AppConfigAmazon ECS および Amazon EKS との統合
	開始する前に
	Amazon ECSAWS AppConfig インテグレーションのためのエージェントの起動
	Amazon EKSAWS AppConfig インテグレーションのためのエージェントの起動
	環境変数を使用して Amazon ECS と Amazon EKSAWS AppConfig のエージェントを設定する
	設定データの取得

	AWS AppConfig と AWS Secrets Manager の統合
	AWS AppConfigJira との統合
	AWS AppConfigとの統合 CodePipeline
	統合の仕組み


	AWS AppConfig でのセキュリティ
	の暗号化AWS AppConfig
	Secrets Manager のキーローテーション
	によってデプロイされたSecrets Manager の自動ローテーションの設定AWS AppConfig


	AWS AppConfig のモニタリング
	AWS AppConfig ユーザーガイドドキュメントの履歴
	AWS 用語集
	

