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アプリランナーは誰のためですか？

AWS App Runner とは
AWS App Runnerである。AWSサービスは、ソースコードまたはコンテナーイメージから、スケーラブル
でセキュアな Web アプリケーションに直接デプロイする、迅速、シンプル、費用対効果の高い方法を提
供します。AWSCloud 新しいテクノロジを学習したり、使用するコンピューティングサービスを決定した
り、プロビジョニングと構成方法を知ったりする必要はありません。AWSリソースの使用料金を見積もる
ことができます。
App Runner は、コードまたはイメージリポジトリに直接接続します。完全に管理された運用、高パ
フォーマンス、拡張性、およびセキュリティを備えた自動統合および配信パイプラインを提供します。

アプリランナーは誰のためですか？
もしあなたがしている場合開発者では、App Runner を使用して、コードまたはイメージリポジトリの新
しいバージョンをデプロイするプロセスを簡素化できます。
を使用する場合オペレーションチームでは、コミットがコードリポジトリにプッシュされるか、新しいコ
ンテナイメージバージョンがイメージリポジトリにプッシュされるたびに、App Runner が自動的にデプ
ロイされます。

アプリケーションランナーへのアクセス
次のいずれかのインターフェイスを使用して、App Runner サービスのデプロイメントを定義および構成
できます。
• アプリランナーコンソール— App Runner サービスを管理するための Web インターフェイスを提供しま
す。
• アプリランナー API— アプリケーションランナーのアクションを実行するための RESTful API を提供し
ます。詳細については、「AWS App Runner API リファレンス」を参照してください。
• AWSコマンドラインインターフェイス (AWS CLI)— さまざまな一連のコマンドを提供しま
す。AWSAmazon VPC を含むサービスであり、Windows、macOS、Linux でサポートされています。詳
細については、「AWS Command Line Interface」を参照してください。
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• AWSSDK— 言語固有の API を提供し、署名の計算、リクエストの再試行処理、エラー処理など、接続
のさまざまな詳細を処理します。詳細については、AWS SDK を参照してください。

アプリランナーの価格
App Runner は、アプリケーションを実行するための方法でに保存できます。お支払いいただくのは、App
Runner サービスが消費するリソースに対してのみです。リクエストのトラフィックが遅くなると、サービ
スはより少ないコンピューティングインスタンスにスケールダウンします。プロビジョニングされたイン
スタンスの最小数と最大数、およびインスタンスが処理する最大負荷など、スケーラビリティ設定を制御
できます。
App Runner の自動スケーリングについての詳細は、the section called “Auto Scaling” (p. 50)。
料金については、AWS App Runner の料金をご参照ください。

次の手順
App Runner の使用を開始する方法について説明します。
• セットアップ (p. 3)— App Runner を使用するための前提条件となる手順を完了します。
• 開始方法 (p. 6)— 最初のアプリケーションをApp Runnerにデプロイします。
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アプリランナーの設定
あなたが新しいならAWSをご利用の場合は、このページに記載されているセットアップの前提条件を完了
してから、AWS App Runner。
これらのセットアップ手順では、AWS Identity and Access Management(IAM) サービスをサポートしま
す。IAM の詳細については、次の参照資料を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM ユーザーガイド

AWS アカウント の作成
あなたがサインアップするとAWSを使用すると、すべてのサービスにアクセスできるアカウント番号を取
得できます。AWSオファー, 含めてAWS App Runner。
を既に持っている場合AWS アカウント次の前提条件を満たすには、スキップします。
持っていない場合AWSアカウントを保護するには、次の手順を完了してアカウントを作成します。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには
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確認コードを
入力することが求められます。

IAM ユーザーを作成する
にアクセスするにはAWSサービスを使用する場合は、認証情報を入力します。これらの資格情報は、認
証（あなたが誰であるか）とauthorization（アクションを実行する必要があるアクセス許可AWSリソー
ス)。
Amazon Web Services 初めて作成するとき (AWS) アカウントを使用する場合は、シングルサインイン ID
から始めます。その ID では、アカウントのすべての AWS のサービスとリソースに完全にアクセスできま
す。この ID はAWSアカウントルートユーザー。サインインするときに、アカウントの作成に使用した E
メールアドレスとパスワードを入力します。

Important
強くお勧めしているのは、日常的なタスクには、それが管理者タスクであっても、root ユーザー
を使用しないことです。代わりに、最初の IAM ユーザーを作成するためにのみ、ルートユーザー
を使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユーザーの認証情報を安全な
場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行しま
す。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクを表示するには、ルートユーザーの
認証情報が必要なタスク。
ルートユーザーと IAM ユーザーの認証情報の詳細については、「」を参照してください。AWS アカウン
トルートユーザーの認証情報と IAM ユーザーの認証情報()AWSの全般的なリファレンス。
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自分用の管理者ユーザーを作成し、そのユーザーを管理者グループに追加するには (コンソール)
1.

にサインインします。IAM コンソールを選択して、アカウントの所有者としてルートユーザーをク
リックし、AWSアカウントの E メールアドレス。次のページでパスワードを入力します。

Note
ベストプラクティスに従って、Administratorルートユーザーの認証情報に従って、安全
な場所に保管する IAM ユーザー。ルートユーザーとしてのサインインは、いくつかのアカウ
ントとサービスの管理タスクの実行にのみ使用してください。
2.

ナビゲーションペインで [Users]、[Add user] の順に選択します。

3.

[ユーザー名] に「Administrator」と入力します。

4.

[] のチェックボックスをオンにします。AWS Management Consoleアクセス。[Custom password (カ
スタムパスワード)] を選択し、その後テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

5.

(オプション) デフォルトでは、AWSは、新しいユーザーに対して初回のサインイン時に新しいパス
ワードを作成することを要求します。必要に応じて [User must create a new password at next sign-in
(ユーザーは次回のサインイン時に新しいパスワードを作成する必要がある)] のチェックボックスをオ
フにして、新しいユーザーがサインインしてからパスワードをリセットできるようにできます。

6.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.

7.

[Set permissions (アクセス許可の設定)] で、[Add user to group (ユーザーをグループに追加)] を選択し
ます。

8.

[Create group] を選択します。

9.

[グループの作成] ダイアログボックスで、[グループ名] に「Administrators」と入力します。

10. 選択フィルタポリシー[]、[] の順に選択します。AWSマネージド-ジョブ機能をクリックして、テーブ
ルの内容をフィルタリングします。
11. ポリシーリストで、[AdministratorAccess] のチェックボックスをオンにします。次に、[Create group]
を選択します。

Note
IAM ユーザーと IAM ロールの請求へのアクセスをアクティブ化するに
は、AdministratorAccessアクセス許可を使用してAWS Billing and Cost
Managementconsole. これを行うには、請求コンソールへのアクセスの委任に関するチュー
トリアルのステップ 1 の手順に従ってください。
12. グループのリストに戻り、新しいグループのチェックボックスをオンにします。必要に応じて
[Refresh] を選択し、リスト内のグループを表示します。
13. [Next: (次へ:)] を選択します タグ
14. (オプション) タグをキー - 値のペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加します。IAM
におけるタグの使用の詳細については、「」を参照してください。IAM エンティティのタグ付け()IAM
ユーザーガイド。
15. [Next: (次へ:)] を選択します 確認新しいユーザーに追加するグループメンバーシップの一覧を表示し
ます。続行する準備ができたら、[Create user] を選択します。
この同じプロセスを繰り返して新しいグループとユーザーを作成し、AWS アカウントのリソースへのアク
セス権をユーザーに付与できます。ユーザーアクセス許可を特定のに限定するポリシーの使用方法につい
ては、AWSリソースの詳細については、アクセス管理およびポリシーの例。

Important
お客様を保護するAWS アカウント。組織外のユーザーと認証情報を送信したり共有したりしない
でください。Amazon のスタッフまたは関係者が認証情報を尋ねることは決してありません。
IAM ユーザーを作成したら、その認証情報を使用してAWS Management Console。詳細については、「」
を参照してください。IAM ユーザーがAWS アカウント()IAM ユーザーガイド。
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IAM ユーザーのアクセスキーの作成
アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーからなり、プログラムによるリクエストに
署名するときに使用されます。AWS。アクセスキーがない場合は、AWS Management Console。ベスト
プラクティスとして、AWSアカウントの root ユーザーアクセスキーは、必要でなければタスクに対してア
クセスキーを使用します。代わりに、新しい管理者 IAM ユーザーを作成するあなた自身のためのアクセス
キーで。
シークレットアクセスキーを表示またはダウンロードできるのは、キーを作成するときだけです。後で
回復することはできません。ただし、新しいアクセスキーは、いつでも作成することができます。必要
な IAM アクションを実行するためのアクセス許可も必要です。詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM リソースにアクセスするのに必要なアクセス許可()IAM ユーザーガイド。

IAM ユーザーのアクセスキーを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Users] を選択します。

3.

アクセスキーを作成するユーザーの名前を選択し、[] を選択します。セキュリティの認証情報[] タ
ブ。

4.
5.

左アクセスキー[] セクションで、[アクセスキーの作成。
新しいアクセスkey pair を表示するには、[] を選択します。Show。このダイアログボックスを閉じた
後、シークレットアクセスキーに再度アクセスすることはできません。認証情報は以下のようになり
ます。
• アクセスキー ID: AKIAIOSFODN7EXAMPLE

6.

• シークレットアクセスキー:wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
キーペアをダウンロードするには、[.csv ファイルのダウンロード] を選択します。このキーは安全な
場所に保存してください。このダイアログボックスを閉じた後、シークレットアクセスキーに再度ア
クセスすることはできません。
キーはAWSアカウントを保護し、メールでも送信しないでください。また、所属している組織外にこ
の情報を公開してはいけません。AWS または Amazon.com を名乗る人物から問い合わせがあった場
合でも、この情報は開示しないでください。Amazon のスタッフまたは関係者がこの情報を尋ねるこ
とは決してありません。

7.

ダウンロードした後、.csvファイルで、Close。アクセスキーを作成すると、キーペアはデフォルト
で有効になり、すぐに使用できるようになります。

関連トピック
• IAM とは()IAM ユーザーガイド
• AWS認証情報がAWSの全般的なリファレンス

次のステップ
前提条件の手順を完了しました。最初のアプリケーションを App Runner にデプロイするには、開始方
法 (p. 6)。
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アプリのランナーの開始
AWS App Runnerである。AWSサービスを使用して、既存のコンテナーイメージまたはソースコードを直
接、実行中の Web サービスに変換する、迅速、シンプル、費用対効果の高い方法を提供します。AWS ク
ラウド。
このチュートリアルでは、AWS App Runnerを使用して、アプリケーションを App Runner サービスにデ
プロイします。ここでは、ソースコードとデプロイ、サービスビルド、サービスランタイムの構成につい
て説明します。また、コードバージョンのデプロイ、構成変更、およびログの表示方法についても説明し
ます。最後に、チュートリアルでは、チュートリアルの手順に従って作成したリソースをクリーンアップ
する方法を示します。
トピック
• Prerequisites (p. 6)
• ステップ 1: App Runner サービスを作成する (p. 7)
• ステップ 2: サービスコードを変更する (p. 12)
• ステップ 3: 設定変更を行う (p. 12)
• ステップ 4: サービスのログを表示する (p. 13)
• ステップ 5: クリーンアップ (p. 15)
• 次のステップ (p. 15)

Prerequisites
チュートリアルを開始する前に、以下のアクションを必ず実行してください。
1. 「」の各セットアップステップを実行します。セットアップ (p. 3)。
2. の作成GitHubアカウントを持っていない場合は、アカウントを作成します。GitHub を初めて使用する
場合は、GitHub の使用開始()GitHub ドキュメント。
3. GitHub アカウントにリポジトリを作成します。このチュートリアルでは、リポジトリ名pythonhello。リポジトリのルートディレクトリに、次の例で指定した名前と内容でファイルを作成します。

のファイルpython-helloリポジトリ例
Example requirements.txt
Click==7.0
Flask==1.0.2
itsdangerous==1.1.0
Jinja2==2.10
MarkupSafe==1.1.1
Werkzeug==0.15.5

Example server.py
from flask import Flask
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import os
PORT = 8080
name = os.environ['NAME']
if name == None or len(name) == 0:
name = "world"
MESSAGE = "Hello, " + name + "!"
print("Message: '" + MESSAGE + "'")
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def root():
print("Handling web request. Returning message.")
result = MESSAGE.encode("utf-8")
return result
if __name__ == "__main__":
app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=PORT)

ステップ 1: App Runner サービスを作成する
このステップでは、GitHub で作成したサンプルソースコードリポジトリに基づいて App Runner サービス
を作成します。the section called “Prerequisites” (p. 6)。この例には、単純な Python Web サイトが含
まれています。サービスを作成するために実行する主な手順は次のとおりです。
1. ソースコードを設定します。
2. ソース配置を構成します。
3. アプリケーションのビルドを構成します。
4. サービスを設定します。
5. 確認して確認します。
次の図は、App Runner サービスを作成する手順の概要を示しています。

ソースコードリポジトリに基づいて App Runner サービスを作成するには
1.

ソースコードを設定します。
a.

を開くアプリRunner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

b.

そのファイルにAWS アカウントに App Runner サービスがまだない場合は、コンソールのホーム
ページが表示されます。選択App Runner サービスを作成する。
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そのファイルにAWS アカウントが既存のサービスを持っている場合、サービスページにサービス
のリストが表示されます。[Create service] を選択します。

c.

リポジトリの []ソースとデプロイ[] ページで次の操作を行います。送信元セクション
の[Repository type]] で、ソースコードのリポジトリ。

d.

[]GitHub Connect する選択するAdd Newし、プロンプトが表示されたら、GitHub の認証情報を入
力します。

Note
以下のステップはAWSGitHub アカウントへの GitHub のコネクタは、1 回限りのステッ
プです。接続を再利用して、このアカウントのリポジトリに基づいて複数の App Runner
サービスを作成できます。既存の接続がある場合は、接続を選択して、リポジトリの選
択に進みます。
e.

左インストールAWSGitHub 用コネクタダイアログボックスで、GitHub アカウント名を選択しま
す。

f.

認証を求めるメッセージが表示された場合は、AWSGitHub 用コネクタ、AWS 接続の承認。

g.

[Install] を選択します。
アカウント名が、選択したGitHub アカウント/組織。これで、アカウントでリポジトリを選択で
きます。

h.
2.

を使用する場合リポジトリで、作成したサンプルリポジトリ、python-hello。を使用する場
合ブランチで、リポジトリのデフォルトのブランチ名を選択します (例:MAIN).

デプロイメントを設定します。左展開設定セクションで [] を選択します。自動を選択してから、[] を
選択します。次。
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Note
自動デプロイメントでは、リポジトリへの新しいコミットごとに、新しいバージョンのサー
ビスが自動的にデプロイされます。

3.

アプリケーションのビルドを構成します。
a.

リポジトリの []ビルドを設定するページで次の操作を行います。設定ファイル] で、ここですべて
の設定を構成する。

b.

次のビルド設定を指定します。
• ランタイム— 選択してください。Python 3。
• ビルドコマンド— と入力します。pip install -r requirements.txt。
• 開始コマンド— と入力します。python server.py。
• ポート— と入力します。8080。

c.

[Next] を選択します。
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Note
Python 3 ランタイムは、ベースの Python 3 イメージとサンプルの Python コードを使用して
Docker イメージを構築します。次に、このイメージのコンテナーインスタンスを実行する
サービスを起動します。

4.

サービスを設定します。
a.

リポジトリの []サービスの構成[] ページで次の操作を行います。サービス設定セクションで、
サービス名を入力します。

b.

[]環境変数には、単一の環境変数を追加します。を使用する場合キー「」と入力します。NAMEに
対し、値に、任意の名前 (例:名前) を入力します。

Note
サンプルアプリケーションは、この環境変数で設定した名前を読み取り、その名前を
Web ページに表示します。
c.

[Next] を選択します。
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5.

リポジトリの []確認と作成ページで、入力したすべての詳細を確認し、[作成およびデプロイする。
サービスが正常に作成されると、コンソールにサービスダッシュボードが表示され、サービスの概
要新しいサービスの。

6.

サービスが実行されていることを確認します。
a.

サービスダッシュボードページで、サービスステータス、実行中。

b.

[デフォルトのドメインの値です。これは、サービスの Web サイトへの URL です。
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Web ページには、次の情報が表示されます。こんにちは。###!

ステップ 2: サービスコードを変更する
このステップでは、ソースコードのリポジトリを変更します。App Runner CI/CD 機能によって、変更が自
動的に構築され、サービスに変更がデプロイされます。

サービスコードを変更するには
1.

サンプルの GitHub リポジトリに移動します。

2.
3.

ファイル名を選択します。server.pyをクリックして、そのファイルに移動します。
選択[このファイルを編集][] (鉛筆アイコン) を選択します。

4.

変数に割り当てられた式でMESSAGE、テキストを変更するHello～Good morning。

5.

[変更のコミット] を選択します。
新しいコミットがデプロイを開始します。サービスダッシュボードページで、ステータスの変更点操
作を実行中。

6.
7.

デプロイが終了するのを待ちます。サービスダッシュボードページで、ステータスに変更する必要が
あります実行中。
デプロイメントが正常に行われたことを確認します。サービスの Web ページが表示されるブラウザ
タブを更新します。
このページには、変更されたメッセージが表示されます。おはようございます。###!

ステップ 3: 設定変更を行う
このステップでは、変更を行います、NAME環境変数値を使用して、サービス構成の変更を示します。
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サービスのログを表示するには
1.

を開くアプリRunner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

サービスダッシュボードページで、設定[] タブ。
コンソールには、サービス構成の設定がいくつかのセクションに表示されます。

4.

左サービスの構成セクションで [] を選択します。編集。

5.

キーを持つ環境変数の場合NAMEで、値を別の名前に変更します。

6.

[Apply changes (変更の適用)] を選択します。
App Runner は更新プロセスを開始します。サービスダッシュボードページで、ステータスの変更
点操作を実行中。

7.

更新が終了するまで待機してください。サービスダッシュボードページで、ステータスに変更する必
要があります実行中。

8.

更新が正常に行われたことを確認します。サービスの Web ページが表示されるブラウザタブを更新
します。
ページには、変更した名前が表示されます。おはようございます。#####!

ステップ 4: サービスのログを表示する
この手順では、App Runner コンソールを使用して App Runner サービスのログを表示します。アプリ
ケーションランナーは、Amazon CloudWatch Logs（CloudWatch Logs）にログをストリーミングし、
サービスのダッシュボードに表示します。App Runner ログの詳細については、」the section called “ログ
（CloudWatch Logs）” (p. 59)。
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サービスのログを表示するには
1.

を開くアプリRunner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

サービスダッシュボードページで、ログ[] タブ。
コンソールには、いくつかのセクションにいくつかのタイプのログが表示されます。
• イベントログ— App Runner サービスのライフサイクルにおけるアクティビティ。コンソールに最
新のイベントが表示されます。
• 展開ログ— App Runner サービスへのソースリポジトリのデプロイメント。コンソールには、デプ
ロイごとに個別のログストリームが表示されます。
• アプリケーションログ— App Runner サービスにデプロイされた Web アプリケーションの出力で
す。コンソールは、実行中のすべてのインスタンスからの出力を 1 つのログストリームに結合しま
す。

4.

特定の展開を検索するには、検索語を入力して展開ログの一覧を絞り込みます。テーブルに表示され
る任意の値を検索できます。

5.

ログの内容を表示するには、ログ全体を表示する（イベントログ）またはログストリーム名（デプロ
イメントおよびアプリケーションログ）。

14

AWS App Runner 開発者ガイド
ステップ 5: クリーンアップ

6.

選択のダウンロードをクリックしてログをダウンロードします。デプロイメントログストリームの場
合は、まずログストリームを選択します。

7.

選択CloudWatch で見るをクリックして CloudWatch コンソールを開き、その全機能を使用して App
Runner サービスログを調べます。デプロイメントログストリームの場合は、まずログストリームを選
択します。

Note
CloudWatch コンソールは、結合されたアプリケーションログではなく、特定のインスタン
スのアプリケーションログを表示する場合に特に便利です。

ステップ 5: クリーンアップ
App Runner サービスの作成、ログの表示、変更を行う方法を学習しました。このステップでは、サービ
スを削除して不要になったリソースを削除します。

サービスを削除するには
1.

サービスダッシュボードページで、アクションを選択してから、[] を選択します。サービスを削除す
る。

2.

確認ダイアログで、要求されたテキストを入力し、[削除。
結果: コンソールは、サービスページで. 削除したサービスのステータスがDELETING。しばらくする
と、リストから消えます。

このチュートリアルの一部として作成した GitHub 接続を削除することも検討します。詳細については、
「the section called “接続” (p. 49)」を参照してください。

次のステップ
App Runner サービスを初めてデプロイしたので、次のトピックで詳しく説明します。
• アーキテクチャと概念 (p. 16)— アーキテクチャ、主な概念、AWSアプリケーションランナーに関連
するリソース。
• イメージベースのサービス (p. 19)およびコードベースのサービス (p. 21)— App Runner がデプロ
イできる 2 種類のアプリケーションソース。
• アプリランナーのための開発 (p. 30)— App Runner にデプロイするアプリケーションコードを開発ま
たは移行する際に知っておくべきこと。
• アプリ Runner コンソール (p. 32)：App Runner コンソールを使用してサービスを管理および監視し
ます。
• サービスの管理 (p. 35)— App Runner サービスのライフサイクルを管理します。
• ログ記録とモニタリング (p. 58)：メトリックスの表示、ログの読み取り、サービスアクション呼び出
しの追跡により、App Runner サービスを監視できます。
• アプリランナー構成ファイル (p. 70)— App Runner サービスのビルドとランタイム動作のオプション
を指定する構成ベースの方法です。
• アプリランナー API (p. 76)— App Runner アプリケーションプログラミングインターフェイス (API)
を使用して、App Runner のリソースを作成、読み取り、更新、および削除します。
• セキュリティ (p. 77)— そのさまざまな方法AWS、App Runnerなどのサービスを使用しながら、クラ
ウドのセキュリティを確保できます。
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アプリランナーのアーキテクチャと
概念
AWS App Runnerはソースコードまたはソースイメージをリポジトリから取得し、実行中の Web サービス
をAWS クラウド。通常は、App Runner アクションを 1 つだけ呼び出す必要があります。CreateServiceを
クリックして、サービスを作成します。
ソースイメージリポジトリでは、App Runner が Web サービスを実行するためにデプロイできる、すぐ
に使用できるコンテナーイメージを提供します。ソースコードリポジトリを使用すると、App Runner に
よって管理されるいくつかのランタイム環境の 1 つ用に設計された Web サービスを構築および実行する
ためのコードと指示を提供できます。
現時点では、App Runner はソースコードをGitHubリポジトリからソースイメージを取得するか、Amazon
Elastic Container Registry (Amazon ECR)側 (側)AWS アカウント。
次の図に、App Runner サービスアーキテクチャの概要を示します。この図には、2 つのサンプルサービス
があります。1 つは GitHub からソースコードをデプロイし、もう 1 つは Amazon ECR からソースイメー
ジをデプロイします。

アプリケーションランナーの概念
App Runner で実行されている Web サービスに関連する重要な概念を次に示します。
• App Runner サービス— AnAWSリソースは、アプリケーションランナーのソースコードリポジトリ
またはコンテナイメージに基づいてアプリケーションをデプロイおよび管理するために使用されま
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す。App Runner サービスは、アプリケーションの実行バージョンです。サービスの作成の詳細につい
ては、」the section called “作成” (p. 35)。
• Source タイプ— App Runner サービスをデプロイするために提供するソースリポジトリのタイプで
す。ソースコード (p. 21)またはソースイメージ (p. 19)。
• リポジトリプロバイダ— アプリケーションソースを含むリポジトリサービス (たとえ
ば、GitHub (p. 21)またはAmazon ECR (p. 19)).
• App Runner 接続— AnAWSリソースを使用して、App Runner がリポジトリプロバイダーアカウント
(GitHub アカウントや組織など) にアクセスできるようにします。接続の詳細については、「the section
called “接続” (p. 49)」を参照してください。
• ランタイム— ソースコードリポジトリをデプロイするための基本イメージです。App Runner は、さま
ざまなマネージドランタイム異なるプログラミング環境のために。詳細については、「コードベースの
サービス (p. 21)」を参照してください。
• デプロイメント— ソースリポジトリのバージョン（コードまたはイメージ）を App Runner サービスに
適用するアクションです。サービスへの最初のデプロイは、サービス作成の一環として行われます。後
で展開するには、次の 2 つの方法があります。
• 自動デプロイ— CI/CD 機能。App Runner サービスは、リポジトリに表示されるアプリケーションの
各バージョンを (ソースコード用に) 自動的にビルドし、デプロイするように設定できます。これは、
ソースコードリポジトリ内の新しいコミット、またはソースイメージリポジトリ内の新しいイメージ
バージョンです。
• 手動デプロイ— 明示的に開始する App Runner サービスへのデプロイメントです。
• カスタムドメイン— App Runner サービスに関連付けるドメインです。Web アプリケーションのユー
ザーは、デフォルトの App Runner サブドメインの代わりに、このドメインを使用して Web サービスに
アクセスできます。詳細については、「the section called “カスタムドメイン名” (p. 52)」を参照して
ください。
• メンテナンス— App Runner サービスを実行するインフラストラクチャで App Runner が時
折実行するアクティビティです。メンテナンスの進行中は、サービスのステータスが一時的
にOPERATION_IN_PROGRESS(操作を実行中コンソールで) 数分待ちます。この間、サービスに対するア
クション（デプロイ、設定の更新、一時停止/再開、削除など）はブロックされます。数分後、サービス
のステータスがRUNNING。

Note
アクションが失敗しても、App Runner サービスが停止しているわけではありません。アプリ
ケーションはアクティブで、リクエストの処理を継続します。サービスがダウンタイムを経験
することはほとんどありません。
特に、App Runner は、サービスをホストしている基盤となるハードウェアで問題を検出すると、サー
ビスを移行します。サービスのダウンタイムを防ぐため、App Runner は新しいインスタンスのセット
にサービスをデプロイし、トラフィックをインスタンスにシフトします（青緑色のデプロイ）。料金が
一時的に若干増加することがあります。

App Runner リソース
App Runner を使用する場合、いくつかのタイプのリソースをAWS アカウント。これらのリソースは、
コードにアクセスし、サービスを管理するために使用されます。
次の表に、これらのリソースの概要を示します。
リソース名

説明

Service

アプリケーションを実行中のバージョンを表します。このガイドの残りの部
分では、サービスタイプ、管理、設定、およびモニタリングについて説明し
ます。
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リソース名

説明
ARN: arn:aws:apprunner:region:account-id:service/servicename[/service-id]

Connection

App Runner サービスに、サードパーティのプロバイダーに保存されている
プライベートリポジトリへのアクセスを提供します。複数のサービス間で
共有するための個別のリソースとして存在します。接続の詳細については、
「the section called “接続” (p. 49)」を参照してください。
ARN: arn:aws:apprunner:region:accountid:connection/connection-name[/connection-id]

AutoScalingConfiguration

アプリケーションの自動スケーリングを制御する設定を App Runner サー
ビスで提供します。複数のサービス間で共有するための個別のリソースと
して存在します。自動スケーリングの詳細については、」the section called
“Auto Scaling” (p. 50)。
ARN: arn:aws:apprunner:region:accountid:autoscalingconfiguration/config-name[/configrevision[/config-id]]

App Runner リソースクォータ
AWSは、アカウントにいくつかのクォータ (制限とも呼ばれます) を課します。AWSリソース使用量AWS
リージョン。次の表に、App Runner リソースに関連するクォータの一覧を示します。クォータはにも記
載されています。AWS App Runnerエンドポイントとクォータ()AWSの全般的なリファレンス。
リソースクォータ

説明

デフォル
ト値

調整可
能?

Services

アカウントで作成できるサービスの最大数AWS リー
ジョン。

10

✓ はい

Connections

アカウントで作成できる接続の最大数。AWS リージョ
ン。1 つの接続を、複数のサービス間で共有できます。

10

✓ はい

Auto scaling
configurations—名前

アカウントで作成する Auto Scaling 設定に持つことがで
きる一意の名前の最大数AWS リージョン。複数のサー
ビスで 1 つの Auto Scaling 設定を使用できます。

10

✓ はい

Auto scaling
configurations— 各名
前のリビジョン

アカウントで作成できる Auto Scaling 設定リビジョンの
最大数。各AWS リージョン一意の名前ごとに。複数の
サービスで Auto Scaling 設定リビジョンを使用できま
す。

10

☓ いいえ

クォータの引き上げは、調整可能で、クォータの引き上げをリクエストできます。詳細については、「」
を参照してください。クォータ引き上げのリクエストService Quotas ユーザーガイドの「」を参照してく
ださい。
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ソースイメージに基づくアプリラン
ナーサービス
次を使用できます。AWS App Runnerを使用して、根本的に異なる 2 種類のサービスソースに基づい
てサービスを作成および管理します。ソースコードおよびソースイメージ。ソースの種類にかかわら
ず、App Runner はサービスの開始、実行、スケーリング、負荷分散を行います。App Runner の CI/CD 機
能を使用して、ソースイメージまたはコードに対する変更を追跡できます。App Runner が変更を検出す
ると、自動的に (ソースコード用に) ビルドされ、新しいバージョンが App Runner サービスにデプロイさ
れます。
この章では、ソースイメージに基づくサービスについて説明します。ソースコードに基づくサービスの詳
細については、」コードベースのサービス (p. 21)。
Aソースイメージは、イメージリポジトリに格納されているパブリックまたはプライベートコンテナイ
メージです。App Runner をイメージにポイントすると、このイメージに基づいてコンテナーを実行する
サービスを開始します。ビルドステージは必要ありません。代わりに、すぐに展開できるイメージを提供
します。

イメージリポジトリプロバイダ
App Runner は以下のイメージリポジトリプロバイダをサポートしています。
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)— プライベート画像をAWS アカウント。
• Amazon Elastic Container Registry Public— パブリックに読み取り可能な画像を格納します。

Amazon ECR からのデプロイ
Amazon ECRはイメージをリポジトリに格納します。プライベートリポジトリとパブリックリポジトリ
があります。プライベートリポジトリから App Runner サービスにイメージをデプロイするには、App
Runner に Amazon ECR からイメージを読み取る権限が必要です。その権限をApp Runnerに付与するに
は、App Runnerにアクセスロール。これはAWS Identity and Access Management(IAM) ロールがあり、
必要な Amazon ECR アクション権限があります。App Runner コンソールを使用してサービスを作成する
場合、アカウント内の既存のロールを選択できます。または、IAM コンソールを使用して新しいカスタム
ロールを作成するか、App Runner コンソールを選択して、管理ポリシーに基づいてロールを作成するこ
ともできます。
アプリランナー API またはAWS CLIでは 2 段階のプロセスを完了します。まず IAM コンソールを使用し
てアクセスロールを作成します。App Runner が提供する管理ポリシーを使用するか、独自のカスタム権
限を入力できます。次に、サービスの作成時に、CreateServiceAPI アクション。
App Runner サービスの作成について詳しくは、」the section called “作成” (p. 35)。

Amazon ECR パブリックからのデプロイ
Amazon ECR Publicは一般に読み取り可能な画像を格納します。Amazon ECR と Amazon ECR パブリッ
クの主な違いは、App Runner サービスのコンテキストで認識しておくべき点です。
• Amazon ECR パブリックイメージはパブリックに読み取り可能です。Amazon ECR パブリックイメー
ジに基づいてサービスを作成する場合、アクセスロールを提供する必要はありません。
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• App Runner は、Amazon ECR パブリックイメージの自動デプロイをサポートしていません。
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ソースコードに基づくアプリラン
ナーサービス
次を使用できます。AWS App Runnerを使用して、根本的に異なる 2 種類のサービスソースに基づい
てサービスを作成および管理します。ソースコードおよびソースイメージ。ソースの種類にかかわら
ず、App Runner はサービスの開始、実行、スケーリング、負荷分散を行います。App Runner の CI/CD 機
能を使用して、ソースイメージまたはコードに対する変更を追跡できます。App Runner が変更を検出す
ると、自動的に (ソースコード用に) ビルドされ、新しいバージョンが App Runner サービスにデプロイさ
れます。
この章では、ソースコードに基づくサービスについて説明します。ソースイメージに基づくサービスの詳
細については、イメージベースのサービス (p. 19)。
ソースコードは、App Runnerが構築してデプロイするアプリケーションコードです。App Runnerをソー
スコードリポジトリにポイントし、適切なruntime。App Runner は、ランタイムのベースイメージとアプ
リケーションコードに基づいてイメージを構築します。次に、このイメージに基づいてコンテナーを実行
するサービスを開始します。
アプリランナーは、便利な言語固有の提供ランタイムの管理。これらのランタイムのそれぞれは、ソース
コードからコンテナーイメージを構築し、言語ランタイムの依存関係をイメージに追加します。Dockerfile
などのコンテナフィグレーションや、ビルド手順を指定する必要はありません。
この章のサブトピックでは、さまざまなランタイムをアプリケーションランナーがサポートしていること
（汎用Dockerfileランタイム、ランタイムの管理異なるプログラミング環境のために。
トピック
• ソースコードのリポジトリプロバイダー (p. 21)
• App Runner マネージドランタイム (p. 22)
• Python マネージドランタイムの使用 (p. 22)
• Node.js マネージランタイムの使用 (p. 25)

ソースコードのリポジトリプロバイダー
App Runner は、ソースコードのリポジトリから読み込んでソースコードをデプロイします。App Runner
は、1 つのソースコードリポジトリプロバイダをサポートしています。GitHub

GitHub からデプロイする
ソースコードをから App Runner サービスにデプロイするにはGitHubリポジトリでは、App Runner が
GitHub への接続を確立します。リポジトリがプライベートである場合（つまり、GitHub でパブリックに
アクセスできない場合）、接続の詳細を App Runner に提供する必要があります。App Runner コンソール
を使用してサービスを作成する (p. 35)ではサービス作成手順の一部として接続の詳細を指定します。
アプリランナー API またはAWS CLIの場合、接続は別のリソースです。まず、次を使用して接続を作成し
ます。CreateConnectionAPI アクション 次に、サービスの作成時に接続の ARN をCreateServiceAPI アク
ション
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App Runner サービスの作成の詳細については、」the section called “作成” (p. 35)。App Runner 接続の
詳細については、」the section called “接続” (p. 49)。

App Runner マネージドランタイム
App Runner は、さまざまなプログラミング環境用のマネージドランタイムを提供します。管理された各
ランタイムにより、特定のプログラミング言語またはランタイム環境に基づいてコンテナを簡単に構築お
よび実行できます。管理対象ランタイムを使用すると、App Runner は管理対象ランタイムイメージで起
動します。この画像はAmazon Linux Docker イメージに含まれており、言語ランタイムパッケージだけで
なく、いくつかのツールや一般的な依存関係パッケージも含まれています。App Runner は、この管理さ
れたランタイムイメージをベースイメージとして使用し、アプリケーションコードを追加して Docker イ
メージを構築します。次に、このイメージをデプロイして、コンテナーで Web サービスを実行します。
App Runner サービスのランタイムは、サービスを作成する (p. 35)を使用して、App Runner コンソー
ルまたはCreateServiceAPI. また、ソースコードの一部としてランタイムを指定することもできます。の使
用runtimeキーワードをアプリランナー構成ファイル (p. 70)をコードリポジトリに含めます。マネー
ジランタイムの命名規則は<language-name> <major-version>。
App Runner は、デプロイメントまたはサービスの更新ごとに、サービスのランタイムを最新バー
ジョンに更新します。アプリケーションで特定のバージョンの管理対象ランタイムが必要な場合
は、runtime-versionキーワードをアプリランナー構成ファイル (p. 70)。マイナーバージョン
を<major>。<minor>を使用して、メジャーバージョンとマイナーバージョンをロックします (App
Runner はパッチバージョンのみを更新します)。特定のパッチレベルを<major>。<minor>。<patch>を
使用して、特定のランタイムバージョンでサービスをロックします（App Runnerはランタイムを更新しま
せん）。

Python マネージドランタイムの使用
AWS App Runnerは Python マネージドランタイムを提供します。ランタイムにより、Python ベース
の Web アプリケーションで簡単にコンテナーのビルドして実行できます。Python ランタイムを使用す
ると、App Runner はマネージド Python ランタイムイメージで起動します。この画像はAmazon Linux
Docker イメージに含まれており、Python ランタイムパッケージといくつかのツールと一般的な依存関係
パッケージが含まれています。App Runner は、この管理されたランタイムイメージをベースイメージと
して使用し、アプリケーションコードを追加して Docker イメージを構築します。次に、このイメージを
デプロイして、コンテナーで Web サービスを実行します。
App Runner サービスのランタイムは、サービスを作成する (p. 35)を使用して、App Runner コンソー
ルまたはCreateServiceAPI. また、ソースコードの一部としてランタイムを指定することもできます。の使
用runtimeキーワードをアプリランナー構成ファイル (p. 70)をコードリポジトリに含めます。マネー
ジランタイムの命名規則は<language-name> <major-version>。
有効な Python ランタイム名については、the section called “リリース情報” (p. 25)。
App Runner は、デプロイメントまたはサービスの更新ごとに、サービスのランタイムを最新バー
ジョンに更新します。アプリケーションで特定のバージョンの管理対象ランタイムが必要な場合
は、runtime-versionキーワードをアプリランナー構成ファイル (p. 70)。マイナーバージョン
を<major>。<minor>を使用して、メジャーバージョンとマイナーバージョンをロックします (App
Runner はパッチバージョンのみを更新します)。特定のパッチレベルを<major>。<minor>。<patch>を
使用して、特定のランタイムバージョンでサービスをロックします（App Runnerはランタイムを更新しま
せん）。
トピック
• Python ランタイム設定 (p. 23)
• Python ランタイムの例 (p. 23)
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• Python ランタイムリリース情報 (p. 25)

Python ランタイム設定
マネージランタイムを選択するときは、最低限、ビルドコマンドと実行コマンドを構成する必要がありま
す。これらの設定は、作成中 (p. 35)または更新 (p. 48)App Runner サービスをサポートします。こ
れを行うにはいくつかの方法があります。
• アプリランナーコンソールの使用— コマンドをビルドの設定セクションに移動します。
• アプリランナー API の使用— を呼び出します。CreateServiceまたはUpdateService。コマンドを指定す
るには、BuildCommandおよびStartCommandのメンバーはコーデコンフィグレーション値データ型
• の使用設定ファイル (p. 70)— 最大 3 つのビルドフェーズで 1 つ以上のビルドコマンドと、アプリ
ケーションの起動に役立つ単一の run コマンドを指定します。追加のオプション構成設定があります。
設定ファイルの指定は任意です。コンソールまたは API を使用して App Runner サービスを作成する場
合、App Runner が構成設定を作成中に直接取得するか、構成ファイルから取得するかを指定します。

Python ランタイムの例
次の例は、Python サービスを構築して実行するための App Runner 設定ファイルを示しています。最後
の例は、Python ランタイムサービスにデプロイできる完全な Python アプリケーションのソースコードで
す。

Python 設定ファイルの最小
この例は、Python マネージドランタイムで使用できる最小の設定ファイルを示しています。App Runner
が最小限の設定ファイルで行う前提条件については、the section called “設定ファイルの例” (p. 70)。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
build:
- pip install pipenv
- pipenv install
run:
command: python app.py

Python 設定ファイルの拡張
この例は、Python 管理ランタイムですべての設定キーを使用する方法を示しています。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
pre-build:
- wget -c https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/test-lib.tar.gz -O - | tar -xz
build:
- pip install pipenv
- pipenv install
post-build:
- python manage.py test
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env:
- name: DJANGO_SETTINGS_MODULE
value: "django_apprunner.settings"
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"
run:
runtime-version: 3.7.7
command: pipenv run gunicorn django_apprunner.wsgi --log-file network:
port: 8000
env: MY_APP_PORT
env:
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"

エンドツーエンド Python アプリケーションソース
この例は、Python ランタイムサービスにデプロイできる完全な Python アプリケーションのソースコード
を示しています。

Example requirements.txt
Click==7.0
Flask==1.0.2
itsdangerous==1.1.0
Jinja2==2.10
MarkupSafe==1.1.1
Werkzeug==0.15.5

Example server.py
from flask import Flask
import os
PORT = 8080
name = os.environ['NAME']
if name == None or len(name) == 0:
name = "world"
MESSAGE = "Hello, " + name + "!"
print("Message: '" + MESSAGE + "'")
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def root():
print("Handling web request. Returning message.")
result = MESSAGE.encode("utf-8")
return result
if __name__ == "__main__":
app.run(debug=True, host="0.0.0.0", port=PORT)

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
build:
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- pip install -r requirements.txt
run:
command: python server.py

Python ランタイムリリース情報
このトピックでは、App Runner がサポートする Python ランタイムバージョンの詳細を一覧表示します。

Python 3
詳細

説明

ランタイム名

python

マイナーバージョン

3.7, 3.8

含まれているパッケージ

python, ピップ, セットアップツール, ホイール, バーチャレン
ブ

Node.js マネージランタイムの使用
AWS App Runnerは、Node.js マネージドランタイムを提供します。ランタイムにより、Node.json ベース
の Web アプリケーションでコンテナイビルドして実行できます。Node.js ランタイムを使用すると、App
Runner は管理された Node.js ランタイムイメージで起動します。このイメージは、Amazon Linux Docker
イメージで、Node.js ランタイムパッケージといくつかのツールが含まれています。App Runner は、こ
の管理されたランタイムイメージをベースイメージとして使用し、アプリケーションコードを追加して
Docker イメージを構築します。次に、このイメージをデプロイして、コンテナーで Web サービスを実行
します。
App Runner サービスのランタイムは、サービスを作成するには (p. 35)を使用して、App Runner コン
ソールまたはCreateServiceAPI. また、ソースコードの一部としてランタイムを指定することもできます。
の使用runtimeキーワードをアプリランナー構成ファイル (p. 70)をコードリポジトリに含めます。マ
ネージランタイムの命名規則は<language-name> <major-version>。
有効な Node.js ランタイム名については、the section called “リリース情報” (p. 29)。
App Runner は、デプロイメントまたはサービスの更新ごとに、サービスのランタイムを最新バー
ジョンに更新します。アプリケーションで特定のバージョンの管理対象ランタイムが必要な場合
は、runtime-versionキーワードのアプリランナー構成ファイル (p. 70)。マイナーバージョン
を<major>。<minor>を使用して、メジャーバージョンとマイナーバージョンをロックします (App
Runner はパッチバージョンのみを更新します)。特定のパッチレベルを<major>。<minor>。<patch>を
使用して、特定のランタイムバージョンでサービスをロックします（App Runnerはランタイムを更新しま
せん）。
トピック
• Node.js ランタイム設定 (p. 25)
• Node.js ランタイムスクライオン (p. 27)
• Node.js ランタイムリリース情報 (p. 29)

Node.js ランタイム設定
マネージランタイムを選択するときは、最低限、ビルドコマンドと実行コマンドを構成する必要がありま
す。これらの設定は、作成中 (p. 35)または更新 (p. 48)App Runner サービスをサポートします。そ
れを行うにはいくつかの方法があります。
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• アプリランナーコンソールの使用— コマンドをビルドの設定セクションに移動します。
• アプリランナー API の使用— を呼び出します。CreateServiceまたはUpdateService。コマンドを指定す
るには、BuildCommandおよびStartCommandメンバーのコーデコンフィグレーション値データ型
• の使用設定ファイル (p. 70)— 最大 3 つのビルドフェーズで 1 つ以上のビルドコマンドを指定し、ア
プリケーションの起動に役立つ 1 つの実行コマンドを指定します。追加のオプション構成設定がありま
す。
設定ファイルの指定は任意です。コンソールまたは API を使用して App Runner サービスを作成する場
合、App Runner が構成設定を作成中に直接取得するか、構成ファイルから取得するかを指定します。
Node.js ランタイムでは、ビルドとランタイムを構成することもできます。package.jsonソースリポジ
トリのルートに「」と入力します。このファイルを使用して、Node.js エンジンのバージョン、依存関係
パッケージ、およびさまざまなコマンド (コマンドラインアプリケーション) を構成できます。npmやyarn
などのパッケージマネージャは、このファイルをコマンドの入力として解釈します。
次に例を示します。
• npm installによって定義されたパッケージをインストールするdependenciesおよ
びdevDependenciesノードのpackage.json。
• npm startまたはnpm run startによって定義されたコマンドを実行します。scripts/startノード
のpackage.json。
次は、package.json ファイルの例です。

package.json
{

}

"name": "node-js-getting-started",
"version": "0.3.0",
"description": "A sample Node.js app using Express 4",
"engines": {
"node": "12.18.4"
},
"scripts": {
"start": "node index.js",
"test": "node test.js"
},
"dependencies": {
"cool-ascii-faces": "^1.3.4",
"ejs": "^2.5.6",
"express": "^4.15.2"
},
"devDependencies": {
"got": "^11.3.0",
"tape": "^4.7.0"
}

の詳細package.json「」を参照してください。package.json ガイドNode.js ウェブサイトの「」を参照
してください。

Tips
• もしあなたのpackage.jsonファイルは、startコマンドを 1 つだけ使用する場合は、runコマ
ンドを App Runner 設定ファイルに追加します。

Example
package.json
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{

}

"scripts": {
"start": "node index.js"
}

apprunner.yaml
run:
command: npm start

• 実行するとnpm install開発環境では、npmはファイルpackage-lock.json。このファイルに
は、インストールしたばかりのパッケージバージョンnpmのスナップショットが含まれていま
す。その後、npmが依存関係をインストールすると、これらの正確なバージョンが使用されま
す。同様に、糸はyarn.json。これらのファイルをソースコードリポジトリにコミットして、
アプリケーションを開発してテストした依存関係のバージョンで確実にインストールされるよ
うにします。
• App Runner 構成ファイルを使用して、Node.js のバージョンと start コマンドを構成する
こともできます。これを行うと、これらの定義はpackage.json。間の競合nodeバージョ
ンpackage.jsonとruntime-version値を設定すると、アプリランナーのビルドフェーズが
失敗します。

Node.js ランタイムスクライオン
次の例は、Node.js サービスを構築して実行するための App Runner 構成ファイルを示しています。

Node.js 設定ファイルの最小
この例では、Node.js 管理ランタイムで使用できる最小構成ファイルを示します。App Runner が最小限の
設定ファイルで行う前提条件については、the section called “設定ファイルの例” (p. 70)。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: nodejs12
build:
commands:
build:
- npm install --production
run:
command: node app.js

Node.js 設定ファイル
この例では、Node.js 管理ランタイムですべての設定キーを使用することを示しています。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: nodejs12
build:
commands:
pre-build:
- npm install --only=dev
- node test.js
build:
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- npm install --production
post-build:
- node node_modules/ejs/postinstall.js
env:
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"
run:
runtime-version: 12.18.4
command: node app.js
network:
port: 8000
env: APP_PORT
env:
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"

Node.js アプリと Grunt
この例では、Grunt で作成された Node.js アプリケーションを設定する方法を示しています。うなり声は
コマンドラインJavaScriptタスクランナーです。反復的なタスクを実行し、プロセスの自動化を管理し
て、人的ミスを軽減します。うなり声とうなり声のプラグインがインストールされ、npmを使用して管理
されています。あなたが含めることによって、うなり声を設定しますGruntfile.jsファイルをソースリ
ポジトリのルートにアップロードします。

Example package.json
{

}

"scripts": {
"build": "grunt uglify",
"start": "node app.js"
},
"devDependencies": {
"grunt": "~0.4.5",
"grunt-contrib-jshint": "~0.10.0",
"grunt-contrib-nodeunit": "~0.4.1",
"grunt-contrib-uglify": "~0.5.0"
},
"dependencies": {
"express": "^4.15.2"
},

Example Gruntfile.js
module.exports = function(grunt) {
// Project configuration.
grunt.initConfig({
pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
uglify: {
options: {
banner: '/*! <%= pkg.name %> <%= grunt.template.today("yyyy-mm-dd") %> */\n'
},
build: {
src: 'src/<%= pkg.name %>.js',
dest: 'build/<%= pkg.name %>.min.js'
}
}
});
// Load the plugin that provides the "uglify" task.
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
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// Default task(s).
grunt.registerTask('default', ['uglify']);
};

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: nodejs12
build:
commands:
pre-build:
- npm install grunt grunt-cli
- npm install --only=dev
- npm run build
build:
- npm install --production
run:
runtime-version: 12.18.4
command: node app.js
network:
port: 8000
env: APP_PORT

Node.js ランタイムリリース情報
このトピックでは、App Runner がサポートする Node.js ランタイムバージョンの詳細を一覧表示します。

Node.js 12
詳細

説明

ランタイム名

nodejs12

マイナーバージョン

latest

含まれているパッケージ

nodejs（npmを含む）、糸
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アプリケーションランナーのアプリ
ケーションコードの開発
この章では、デプロイメント用のアプリケーションコードを開発または移行する際に考慮すべきランタイ
ム情報と開発ガイドラインについて説明します。AWS App Runner。

ランタイム情報
コンテナーイメージを提供しても、App Runner がコンテナーイメージを構築しても、App Runner はコン
テナーインスタンスでアプリケーションコードを実行します。ここでは、コンテナインスタンスのランタ
イム環境の重要な側面をいくつか示します。
• フレームワークサポート— App Runner は、Web アプリケーションを実装する任意のイメージをサポー
トします。選択したプログラミング言語と、使用するWebアプリケーションサーバーまたはフレーム
ワークを使用する場合は、使用するプログラミング言語には依存しません。お客様の便宜のために、ア
プリケーション構築プロセスと抽象イメージ作成を合理化するために、言語固有のマネージドランタイ
ムを提供します。
• Web リクエスト— コンテナインスタンスは、デフォルトでポート 8080 で HTTP リクエストをリッスン
する必要があります。サービスの設定の詳細については、「」を参照してください。the section called
“設定” (p. 48)。HTTPS セキュアトラフィックの処理を実装する必要はありません。App Runner は受
信 HTTPS トラフィックを必要とし、コンテナーインスタンスにリクエストを渡す前に HTTPS を終了
します。
• ステートレスなアプリケーション— App Runner は、受信する 1 つのウェブリクエストを処理する期間
を超える状態の永続性を保証しません。
• ストレージ— アプリケーションランナーは、コンテナインスタンス内のファイルシステムを一時スト
レージ。ファイルは一時的です。たとえば、App Runner サービスを一時停止および再開しても、これ
らのポリシーが永続しません。より一般的には、アプリケーションのステートレスな性質の一部とし
て、単一の要求の処理を超えてファイルが持続することは保証されません。ただし、保存されたファイ
ルは、その存続期間中、App Runner サービスのストレージ割り当ての一部を占有します。

Note
一時ストレージファイルは要求間で保持されない可能性がありますが、時々永続する。これ
は、特定の状況で役立ちます。たとえば、リクエストを処理するときに、将来のリクエストで
必要になる可能性がある場合に、アプリケーションがダウンロードするファイルをキャッシュ
できます。これにより、将来の要求処理がスピードアップする可能性がありますが、速度の向
上を保証することはできません。あなたのコードは、以前のリクエストでダウンロードされた
ファイルがまだ存在すると仮定すべきではありません。
高スループット、低レイテンシのインメモリデータストアを使用してキャッシュを保証するに
は、Amazon ElastiCache。
• 環境変数— デフォルトでは、App Runner はPORT環境変数をコンテナインスタンスで使用することがで
きます。ポート情報を使用して変数の値を設定し、カスタム環境変数と値を追加できます。サービスの
設定の詳細については、「」を参照してください。the section called “設定” (p. 48)。
• インスタンスロール— アプリケーションコードがAWSサービスのいずれかを使用して、サービス
API またはAWSSDK を使用して、インスタンスロールを作成するにはAWS Identity and Access
Management(IAM) である。次に、作成時に App Runner サービスにアタッチします。すべて含める
AWSインスタンスロールでコードが必要とするサービスアクションのアクセス許可です。詳細について
は、「the section called “インスタンスロール” (p. 90)」を参照してください。
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コード開発のガイドライン
App Runner Web アプリケーションのコードを開発する場合は、次のガイドラインを考慮してください。
• ステートレスなコードを設計— App Runner サービスにデプロイする Web アプリケーションをステート
レスに設計します。コードは、単一の受信Webリクエストを処理する期間を超えて状態がないと仮定す
る必要があります。
• 一時ファイルを削除する— ファイルを作成すると、ファイルはファイルシステムに保存され、サービス
のストレージ割り当ての一部を占めます。ストレージ不足のエラーを回避するには、一時ファイルを長
期間保持しないでください。ファイルキャッシュを決定する際に、ストレージサイズと要求処理速度の
バランスをとります。
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アプリランナーコンソールの使用
の使用AWS App Runnerコンソールを使用して、App Runner サービスおよび関連リソース（接続など）を
作成、管理、監視できます。既存のサービスの表示、新しいサービスの作成、およびサービスの構成を行
うことができます。App Runner サービスのステータスの表示、ログの表示、アクティビティの監視、指
標の追跡を行うことができます。また、サービスの Web サイトまたはソースリポジトリに移動すること
もできます。
次のセクションでは、コンソールのレイアウトと機能について説明し、関連情報を参照します。

全体的なコンソールレイアウト
App Runner コンソールには 3 つの領域があります。左から右へ:
• ナビゲーションペイン— 折りたたんだり展開したりできるサイドペインです。これを使用して、使用す
る最上位のコンソールページを選択します。
• [コンテンツ] ペコンソールページの主要部分です。これを使用して、情報を表示したり、タスクを実行
したりできます。
• [ヘルプ] ペ— 詳細情報のサイドペインです。展開すると、表示しているページについてのヘルプが表示
されます。または、任意の情報リンクをクリックすると、コンテキストヘルプが表示されます。

[サービス] ページ
-サービスページには、アカウントの App Runner サービスが一覧表示されます。フィルタテキストボック
スを使用して、リストを絞り込むことができます。

アクセスするにはServicesページで
1.
2.

を開くアプリ Runner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。
ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービス。
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ここでできること：
• App Runner サービスを作成します。詳細については、「the section called “作成” (p. 35)」を参照し
てください。
• サービス名を選択して、サービスダッシュボードのコンソールページに移動します。
• サービス Web アプリページを開くサービスドメインを選択します。

サービスダッシュボードページ
App Runner サービスに関する情報を表示し、サービスの dashbaord ページから管理できます。ページの
上部に、サービス名が表示されます。
サービスダッシュボードにアクセスするには、サービスページ（前のセクションを参照）をクリック
し、App Runner サービスを選択します。
-サービス概要セクションには、App Runner サービスとアプリケーションに関する基本的な詳細が記載さ
れています。ここでできること：
• ステータス、正常性、ARN などのサービスの詳細を表示します。
• に移動します。デフォルトのドメイン— サービスで実行されている Web アプリケーションに App
Runner が提供するドメインです。このサブドメインはawsapprunner.comドメインをアプリケーショ
ンランナーが所有します。
• サービスにデプロイされたソース・リポジトリに移動します。
• サービスへのソースリポジトリのデプロイを開始します。
• サービスを一時停止、再開、および削除します。
サービスの概要の下にあるタブは、サービス管理 (p. 35)およびモニタリング (p. 58)。

GitHub 接続ページ
-GitHub 接続ページには、アカウント内の GitHub への App Runner 接続が一覧表示されます。フィルタ
テキストボックスを使用して、リストを絞り込むことができます。接続の詳細については、「the section
called “接続” (p. 49)」を参照してください。

アクセスするにはGitHub 接続ページで
1.
2.

を開くアプリ Runner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。
ナビゲーションペインで、[] を選択します。GitHub 接続。
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ここでできること：
• アカウントの GitHub 接続のリストを表示します。リストを絞り込むには、フィルタテキストボックス
に任意のテキストを入力します。
• 関連する GitHub アカウントまたは組織に移動する接続名を選択します。
• 接続を選択して、（サービスの作成の一環として）確立した接続のハンドシェイクを完了するか、接続
を削除します。
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App Runner サービスのライフサイク
ルの管理
この章では、のライフサイクルを管理する方法について説明します。AWS App Runnerサービス。この章
では、サービスを作成、構成、削除する方法、新しいアプリケーションバージョンをサービスにデプロ
イする方法、接続を管理する方法について学習します。また、サービスを一時停止および再開すること
で、Web サービスの可用性を制御する方法についても学習します。
トピック
• アプリランナーサービスの作成 (p. 35)
• App Runner への新しいアプリケーションバージョンのデプロイ (p. 46)
• アプリランナーサービスの設定 (p. 48)
• アプリランナー接続の管理 (p. 49)
• アプリケーションランナーの自動スケーリングの管理 (p. 50)
• App Runner サービスのカスタムドメイン名の管理 (p. 52)
• App Runner サービスの一時停止と再開 (p. 54)
• App Runner サービスの削除 (p. 56)

アプリランナーサービスの作成
AWS App Runnerは、コンテナイメージまたはソースコードリポジトリから、自動的にスケーリングされ
る実行中の Web サービスに移動するプロセスを自動化します。App Runner をソースイメージまたはコー
ドにポイントし、必要な設定を少数だけ指定します。App Runner は、必要に応じてアプリケーションを
構築し、コンピューティングリソースをプロビジョニングし、アプリケーションをデプロイして実行でき
るようにします。
サービスを作成する際、App Runner はserviceリソース。場合によっては、指定する必要があることが
あります。接続リソース。App Runner コンソールを使用する場合、コンソールは暗黙的に接続リソース
を作成します。アプリケーションランナーのリソースタイプの詳細については、「」を参照してくださ
い。the section called “App Runner リソース” (p. 17)。これらのリソースタイプには、それぞれのAWS
リージョン。詳細については、「the section called “App Runner リソースクォータ” (p. 18)」を参照してく
ださい。
サービスの作成手順には、ソースタイプとプロバイダによって微妙な違いがあります。このトピックで
は、それぞれの状況に最も適したソースタイプに従うことができるように、これらの異なるソースタイプ
を作成する手順をまったく別々に示します。コード例を含む基本的な開始手順については、「」を参照し
てください。開始方法 (p. 6)。

Prerequisites
App Runner サービスを作成する前に、以下のアクションを必ず完了します。
• 「」で設定手順を実行します。セットアップ (p. 3)。
• アプリケーションソースを準備します。のコードリポジトリのいずれかを使用できます。GitHubま
たは、コンテナーイメージをAmazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)をクリックして App
Runner サービスを作成します。
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サービスを作成する
このセクションでは、2 つの App Runner サービスタイプ (ソースコードとコンテナーイメージに基づく)
の作成プロセスを説明します。

GitHub コードリポジトリからサービスを作成する
以下のセクションでは、ソースがコードリポジトリである場合に App Runner サービスを作成する方法を
示します。GitHub。GitHub を使用する場合、App Runner は GitHub の組織またはアカウントに接続する
必要があります。そのため、この接続を確立するには、支援する必要があります。アプリケーションラン
ナー接続の詳細については、「」を参照してください。the section called “接続” (p. 49)。
サービスを作成すると、App Runner は、アプリケーションコードと依存関係を含む Docker イメージを作
成します。次に、このイメージのコンテナーインスタンスを実行するサービスを起動します。
トピック
• App Runner コンソールを使用したコードからのサービスの作成 (p. 36)
• App Runner API を使用してコードからサービスを作成するか、AWS CLI (p. 41)

App Runner コンソールを使用したコードからのサービスの作成
コンソールを使用して App Runner サービスを作成するには
1.

ソースコードを設定します。
a.

を開くアプリのランナーコンソール、およびリージョンリストで、AWS リージョン。

b.

そのファイルにAWS アカウントに App Runner サービスがまだない場合は、コンソールのホーム
ページが表示されます。選択App Runner サービスの作成。

そのファイルにAWS アカウントが既存のサービスを持っている場合、サービスページにサービス
のリストが表示されます。[Create service] を選択します。
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2.

c.

リポジトリの []ソースとデプロイ[] ページで次の操作を行います。送信元セクション
の[Repository type]] で、[ソースコードのリポジトリ。

d.

を使用する場合GitHub Connect する] で、以前使用したことがある GitHub アカウントまたは組織
を選択するか、[Add New。次に、GitHub の認証情報を入力し、接続する GitHub アカウントまた
は組織を選択するプロセスを実行します。

e.

を使用する場合リポジトリで、アプリケーションコードを含むリポジトリを選択します。

f.

を使用する場合ブランチで、デプロイするブランチを選択します。

配置を構成します。
a.

左展開設定セクションの [] セクションで手動または自動。
デプロイ方法の詳細については、「」を参照してください。the section called “デプロイ方
法” (p. 46)。

b.

[Next] を選択します。
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3.

アプリケーションのビルドを構成します。
a.

リポジトリの []ビルドの設定ページ、[] の設定ファイル] で、[ここですべての設定を構成する、リ
ポジトリに App Runner 設定ファイルが含まれていない場合は設定ファイルを使用するもし可能
です。

Note
アプリケーションランナー構成ファイルは、アプリケーションソースの一部としてビル
ド構成を維持する方法です。指定すると、App Runner はファイルからいくつかの値を読
み取り、コンソールで設定することはできません。
b.

次のビルド設定を指定します。
• ランタイム— アプリケーションの特定のマネージランタイムを選択します。
• ビルドコマンドソースコードからアプリケーションを構築するコマンドを入力します。これ
は、言語固有のツールまたはコードで提供されているスクリプトである可能性があります。
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• 開始コマンド— Web サービスを開始するコマンドを入力します。
• ポート— Web サービスがリッスンする IP ポートを入力します。
c.

4.

[Next] を選択します。

サービスを設定します。
a.

リポジトリの []サービスの構成[] ページで次の操作を行います。サービス設定セクションで、
サービス名を入力します。

Note
その他のサービス設定はすべてオプションであるか、コンソールで提供されるデフォル
ト設定のいずれかです。
b.

必要に応じて、アプリケーションの要件を満たすように他の設定を変更または追加します。

c.

[Next] を選択します。
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5.

リポジトリの []確認と作成] ページで、入力した詳細をすべて確認し、[作成とデプロイ。
結果: サービスの作成が成功すると、コンソールにサービスダッシュボードが表示され、サービスの概
要新しいサービスの.

6.

サービスが実行中であることを確認します。
a.

サービスダッシュボードページで、サービスステータス、実行中。

b.

[デフォルトのドメインの値です。これは、サービスの Web サイトへの URL です。

c.

Web サイトを使用し、適切に実行されていることを確認します。
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App Runner API を使用してコードからサービスを作成するか、AWS CLI
App Runner API を使用してサービスを作成するには、またはAWS CLIを呼び出すに
は、CreateServiceAPI アクション。詳細と例については、「」を参照してください。CreateService。
特定の GitHub 組織またはアカウントを使用してサービスを初めて作成する場合は、ま
ずCreateConnection。これにより、App Runner と GitHub の組織またはアカウント間の接続が確立されま
す。アプリケーションランナー接続の詳細については、「」を参照してください。the section called “接
続” (p. 49)。
呼び出しが成功した応答を返すと、サービスの作成が開始されます。サービスオブジェクトを表
示"Status": "CREATING"。
呼び出しの例については、「」を参照してください。ソースコードリポジトリサービスの作成()AWS App
RunnerAPI リファレンス

Amazon ECR イメージからのサービスの作成
以下のセクションでは、ソースがコンテナーイメージである場合に App Runner サービスを作成する方
法を示します。Amazon ECR。Amazon ECR は、AWSサービス。したがって、Amazon ECR イメージ
に基づいてサービスを作成するには、必要な Amazon ECR アクション権限を含むアクセスロールを App
Runner に提供する必要があります。

Note
イメージが一般公開されている Amazon ECR パブリックに保存されている場合は、アクセスロー
ルは必要ありません。
サービスの作成中に、App Runner は、指定したイメージのコンテナーインスタンスを実行するサービス
を起動します。この場合、ビルドフェーズはありません。
トピック
• App Runner コンソールを使用したイメージからのサービスの作成 (p. 41)
• App Runner API を使用してイメージからサービスを作成するか、AWS CLI (p. 46)

App Runner コンソールを使用したイメージからのサービスの作成
コンソールを使用して App Runner サービスを作成するには
1.

ソースコードを設定します。
a.
b.

を開くアプリのランナーコンソール、およびリージョンリストで、AWS リージョン。
そのファイルにAWS アカウントに App Runner サービスがまだない場合は、コンソールのホーム
ページが表示されます。選択App Runner サービスの作成。

そのファイルにAWS アカウントが既存のサービスを持っている場合、サービスページにサービス
のリストが表示されます。[Create service] を選択します。
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c.

リポジトリの []ソースとデプロイ[] ページで次の操作を行います。送信元セクション
の[Repository type]] で、[コンテナレジストリ。

d.

を使用する場合プロバイダーで、画像が格納されているプロバイダを選択します。
• Amazon ECR— Amazon ECR に保存されたプライベート画像AWS アカウント。
• Amazon ECR Public— Amazon ECR パブリックに保存されている、パブリックに読み取り可
能な画像。

2.

e.

を使用する場合コンテナイメージURI] で、[参照。

f.

左Amazon ECR コンテナーイメージを選択ダイアログボックスで、[] を選択します。イメージリ
ポジトリで、イメージを含むリポジトリを選択します。

g.

を使用する場合イメージタグデプロイする特定のイメージタグ (たとえば、latestを選択してか
ら、[] を選択します。続行。

配置を構成します。
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a.

左展開設定セクションの [] セクションで手動または自動。
デプロイ方法の詳細については、「」を参照してください。the section called “デプロイ方
法” (p. 46)。

Note
App Runner は、Amazon ECR パブリックイメージの自動デプロイをサポートしていま
せん。
b.

[Amazon ECRプロバイダ] のECR アクセスロール[] で、アカウントの既存のサービスロールを選
択するか、新しいロールを作成するかを選択します。手動デプロイを使用している場合は、デプ
ロイ時に IAM ユーザーロールを使用することもできます。

c.

[Next] を選択します。
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3.

サービスを設定します。
a.

リポジトリの []サービスの構成[] ページで次の操作を行います。サービス設定セクションで、
サービス名と、サービス Web サイトがリッスンする IP ポートを入力します。

Note
その他のサービス設定はすべてオプションであるか、コンソールで提供されるデフォル
ト設定のいずれかです。
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4.

b.

（オプション）アプリケーションのニーズに合わせて他の設定を変更または追加します。

c.

[Next] を選択します。

リポジトリの []確認と作成ページで、入力した詳細をすべて確認して、[] を選択します。作成とデプ
ロイ。
結果: サービスの作成が成功すると、コンソールにサービスダッシュボードが表示され、サービスの概
要新しいサービスの.
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5.

サービスが実行中であることを確認します。
a.
b.

サービスダッシュボードページで、サービスステータス、実行中。
[デフォルトのドメインの値です。これは、サービスの Web サイトへの URL です。

c.

Web サイトを使用し、適切に実行されていることを確認します。

App Runner API を使用してイメージからサービスを作成するか、AWS CLI
App Runner API を使用してサービスを作成するには、またはAWS CLIを呼び出すには、CreateServiceAPI
アクション。
呼び出しが成功した応答を返すと、サービスの作成が開始されます。サービスオブジェクトを表
示"Status": "CREATING"。
呼び出しの例については、「」を参照してください。ソースイメージリポジトリサービスの作成()AWS
App RunnerAPI リファレンス

サービスの作成に失敗した場合
App Runner サービスの作成に失敗すると、サービスのステータスがCREATE_FAILED(作成に失敗しまし
た。)。
アプリケーションコード、ビルドプロセス、または構成に問題がある場合や、リソースクォータに達した
ために、または基礎となるAWSサービスを使用する必要があります。障害のトラブルシューティングを行
うには、次の操作を実行することをお勧めします。まず、サービスイベントとログを読み取り、障害の原
因を調べます。次に、コードまたは設定に必要な変更を加えます。最後に、サービスクォータに達した場
合は、1 つ以上のサービスを削除します。その後、これらの手順をすべて完了したら、サービスを再度作
成してみてください。

Important
失敗したサービスは使用できません。最初の作成の試行を超えて、追加の料金は発生しません。
ただし、App Runner は失敗したサービスを自動的に削除せず、サービスのクォータにカウントさ
れます。障害の分析が完了したら、失敗したサービスを必ず削除してください。

App Runner への新しいアプリケーションバージョ
ンのデプロイ
ときサービスを作成する (p. 35)がAWS App Runnerでは、アプリケーションソース（コンテナイメージ
またはソースリポジトリ）を設定します。App Runner は、サービスを実行するためのリソースをプロビ
ジョニングし、アプリケーションをデプロイします。
このトピックでは、新しいバージョンが利用可能になったときに、アプリケーションソースを App
Runner サービスに再デプロイする方法について説明します。これは、イメージリポジトリ内の新しいイ
メージバージョンでも、コードリポジトリ内の新しいコミットでもかまいません。App Runner は、サー
ビスにデプロイするための 2 つの方法を提供します。自動および手動。

デプロイ方法
App Runner には、アプリケーションのデプロイの開始方法を制御するための次のメソッドが用意されて
います。
自動デプロイ
サービスの継続的インテグレーションとデプロイ（CICD）動作が必要な場合は、自動デプロイを使
用します。App Runner は、イメージまたはコードリポジトリを監視します。新しいイメージバー
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ジョンをイメージリポジトリにプッシュするか、新しいコミットをコードリポジトリにプッシュする
と、App Runnerは自動的にそれをサービスに配備します。
手動デプロイ
サービスへの各デプロイを明示的に開始する場合は、手動デプロイを使用します。サービス用に構成
したリポジトリに、デプロイする新しいバージョンがある場合は、デプロイを開始します。詳細につ
いては、「the section called “手動デプロイ” (p. 47)」を参照してください。
サービスのデプロイ方法は、以下の方法で設定できます。
• コンソール— 作成する新しいサービスの場合、または既存のサービスの場合、展開設定の セクショ
ンソースとデプロイ設定ページで、[] を選択します。手動または自動。

• API またはAWS CLI— いずれかの呼び出しでCreateServiceまたはUpdateServiceアクションを実行する
には、AutoDeploymentsEnabledメンバーのSourceConfigurationパラメータをFalseまたは、手動デ
プロイメントのTrueで自動展開できます。

手動デプロイ
手動デプロイでは、サービスへの各デプロイメントを明示的に開始する必要があります。新しいバージョ
ンのアプリケーションイメージまたはコードをデプロイする準備ができたら、以下のセクションを参照し
て、コンソールと API を使用してデプロイを実行する方法を学習できます。

App Runner コンソールを使用したアプリケーションバージョン
のデプロイ
App Runner コンソールを使用してデプロイするには
1.

を開くアプリランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

[Deploy] を選択します。
結果: 新しいバージョンのデプロイが開始されます。サービスダッシュボードページで、ステータスの
変更点操作を実行中。

4.

デプロイが完了するのを待ちます。サービスダッシュボードページで、ステータスに変更する必要が
あります実行中。

5.

デプロイメントが正常に完了したことを確認するには、サービスダッシュボードページでデフォルト
のドメインの値です。これは、サービスの Web サイトへの URL です。Web アプリケーションを検査
または操作し、バージョン変更を確認します。
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App Runner API を使用してアプリケーションバージョンをデプ
ロイするか、AWS CLI
アプリケーションランナー API またはAWS CLIを呼び出すにはStartDeploymentAPI アクション。渡す唯一
のパラメータは、サービス ARN です。サービスの作成時にアプリケーションのソースの場所をすでに設
定しており、App Runner は新しいバージョンを検索できます。呼び出しが成功応答を返すと、展開が開
始されます。

アプリランナーサービスの設定
ときを作成するAWS App Runnerservice (p. 35)では、さまざまな設定値を設定します。これらの設定の
一部は、サービスの作成後に変更できます。その他の設定は、サービスの作成中にのみ適用でき、その後
変更することはできません。このトピックでは、App Runner API、App Runner コンソール、App Runner
設定ファイルを使用したサービスの構成について説明します。

App Runner API を使用してサービスを設定する
か、AWS CLI
API は、サービスの作成後に変更できる設定を定義します。次のリストでは、関連するアクション、タイ
プ、および制限について説明します。
• UpdateServiceaction — 作成後に呼び出して、一部の構成設定を更新できます。
• 更新できます。— 設定を更新するにはSourceConfiguration,InstanceConfiguration, お
よびHealthCheckConfigurationパラメータ。しかし、でSourceConfigurationを使用する
と、ソースタイプをコードから画像に変更したり、その逆に切り替えることはできません。サービ
スの作成時に指定したものと同じ repositorypareter を指定する必要があります。それはどちらかで
すCodeRepositoryまたはImageRepository。
また、更新することができますAutoScalingConfigurationArn、サービスに関連付けられた Auto
Scaling 設定リソースの ARN です。
• 更新できません— 変更することはできませんServiceNameおよびEncryptionConfigurationパ
ラメーターで利用可能なCreateServiceaction. 作成後に変更することはできません。-UpdateServiceア
クションには、これらのパラメータは含まれません。
• API とファイル— 設定することができますConfigurationSourceパラメータのコーデコンフィグ
レーション型 (ソースコードリポジトリにSourceConfiguration) をRepository。この場合、App
Runner はCodeConfigurationValuesから読み取り、これらの設定を設定ファイル (p. 70)リポ
ジトリにあります。設定した場合ConfigurationSource～APIに設定されている場合、App Runner
は API 呼び出しからすべての設定を取得し、設定ファイルが存在していても無視します。
• TagResourceaction — サービスの作成後に呼び出して、サービスにタグを追加したり、既存のタグの値
を更新したりできます。
• UntagResourceaction — サービスの作成後に呼び出して、サービスからタグを削除できます。

App Runner コンソールを使用してサービスを構成す
る
コンソールは App Runner API を使用して設定の更新を適用します。前のセクションで定義されているよ
うに、API が課す更新ルールによって、コンソールを使用して設定できる内容が決まります。サービスの
作成中に使用可能な設定の中には、後で変更できないものもあります。さらに、あなたが使用することを
決定した場合設定ファイル (p. 70)に設定されている場合、追加の設定はコンソールに表示されず、App
Runner はファイルから読み込みます。
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サービスを設定するには
1.

を開くアプリランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで、[] [] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択し
ます。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

[サービスダッシュボード] ページで、[サービスダッシュボード] ページの設定タブ。
結果: コンソールには、サービスの現在の構成設定がいくつかのセクションに表示されます。ソースと
デプロイ,ビルドの設定, およびサービスの構成。

4.

任意のカテゴリの設定を更新するには、編集。

5.

設定の編集ページで、希望する変更を行い、[設定の編集] を選択します。変更の保存。

App Runner 構成ファイルを使用してサービスを構成
する
App Runner サービスを作成または更新するときに、App Runner に、ソースリポジトリの一部として指定
した設定ファイルから一部の設定を読み取るように指示できます。これにより、ソースコードに関連する
設定を、ソースコード自体と一緒にソースコード自体を管理できます。設定ファイルには、コンソールや
API では設定できない特定の詳細設定も用意されています。詳細については、「アプリランナー構成ファ
イル (p. 70)」を参照してください。

アプリランナー接続の管理
ときサービスを作成する (p. 35)がAWS App Runnerでは、アプリケーションソース (コンテナーイメー
ジまたはプロバイダーに保存されるソースリポジトリ) を設定します。サードパーティプロバイダに保存
されたリポジトリがプライベート（パブリックに読めない）である場合、App Runner はプロバイダと
の認証および承認された接続を確立する必要があります。次に、App Runner はリポジトリを読み取り、
サービスにデプロイできます。App Runner に保存されたコードにアクセスするサービスを作成するとき
に、接続を確立する必要はありません。AWS アカウントまたはパブリックコードの場所に格納します。
アプリケーションランナーは、接続。App Runner では、サードパーティの接続情報を必要とするサービ
スを作成するときに接続リソースが必要です。以下は、接続に関するいくつかの重要な情報です。
• プロバイダー— 現在、App Runner はGitHub。
• 共有— 接続リソースを使用して、同じリポジトリプロバイダアカウントを使用する複数の App Runner
サービスを作成できます。
• リソース管理— App Runner では、接続を作成および削除できます。ただし、既存の接続は変更できま
せん。
• リソースクォータ— 接続リソースには、AWS アカウントFand EachAWS リージョン。このクォー
タに達した場合、新しいプロバイダーアカウントに接続する前に、接続を削除する必要がある場
合があります。アプリケーションランナーを使用して、接続を削除するにはconsole (p. 49)また
はAPI (p. 50)。詳細については、「the section called “App Runner リソースクォータ” (p. 18)」を参照
してください。

App Runner コンソールを使用して接続を管理する
App Runner コンソールを使用してサービスを作成する (p. 35)には、接続の詳細を指定します。明示的
に接続リソースを作成する必要はありません。コンソールでは、以前接続したことがある GitHub アカウ
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ントに接続するか、新しいアカウントに接続するかを選択できます。必要に応じて、App Runner が接続
リソースを作成します。新しい接続の場合、一部のプロバイダー (GitHub など) では、接続を使用する前に
認証ハンドシェイクを完了する必要があります。コンソールは、このプロセスを実行します。
コンソールには、既存の接続を管理するためのページもあります。サービスの作成時に認証ハンドシェイ
クを行わなかった場合は、接続の認証ハンドシェイクを完了できます。使用しなくなった接続を削除する
こともできます。次の手順は、GitHub 接続を管理する方法を示しています。

アカウントで GitHub 接続を管理するには
1.

を開くアプリランナーで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。GitHub の接続。
コンソールには、アカウント内の GitHub 接続の一覧が表示されます。

3.

リスト内の任意の接続に対して、以下のいずれかの操作を実行できます。
• GitHub アカウントまたは組織を開く— 接続の名前を選択します。
• 認証ハンドシェイクを完了する— 接続を選択して、[] メニューから [] を選択します。ハンドシェイ
クを完了する。コンソールは、認証ハンドシェイクプロセスを実行します。
• 接続の削除— 接続を選択して、[] メニューから [] を選択します。削除。削除プロンプトの指示に従
います。

アプリケーションランナー API またはAWS CLI
次の App Runner API アクションを使用して、接続を管理することができます。
• CreateConnection— リポジトリプロバイダアカウントへの接続を作成します。接続が作成された
ら、App Runner コンソールを使用して認証ハンドシェイクを手動で完了する必要があります。このプ
ロセスについては、前のセクションで説明しています。
• リスト接続— アプリケーションランナーの接続の一覧を返すAWS アカウント。
• DeleteConnection— 接続を削除します。接続クォータに達すると、不要な接続を削除する必要がある場
合があります。AWS アカウント。

アプリケーションランナーの自動スケーリングの管
理
AWS App Runnerは、App Runner アプリケーションのコンピューティングリソース (インスタンス) を自
動的に拡大または縮小します。自動スケーリングは、着信トラフィックが多い場合に適切な要求処理を
提供し、トラフィックの速度が遅くなる場合のコストを削減します。いくつかのパラメータを設定して、
サービスの Auto Scaling の動作を調整できます。
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App Runner は、自動スケーリングの構成。サービスを作成または更新するとき、Auto Scaling 設定リソー
スを指定できます。App Runner コンソールは、新しい App Runner サービスを作成するときに自動的に作
成されます。Auto Scaling 設定の提供はオプションです。指定しない場合、App Runner は、推奨値を使用
してデフォルトの Auto Scaling 設定を提供します。
Auto Scaling 設定には名numericrevision。コンフィギュレーションの複数のリビジョンは、同じ名前と異
なるリビジョン番号を持ちます。高可用性や低コストなど、Auto Scaling シナリオごとに異なる設定名を
使用できます。名前ごとに、複数のリビジョンを追加して、特定のシナリオの設定を微調整できます。
Auto Scaling 設定に関する重要な情報を以下に示します。
• 設定設定可能な項目は次のとおりです。
• 最大同時実行数インスタンスが処理する同時リクエストの最大数。同時要求の数がこのクォータを超
えると、App Runner はサービスをスケールアップします。
• Max Sizeサービスがスケールアップするインスタンスの最大数。最大で、この数のインスタンスは、
サービスのトラフィックに積極的にサービスを提供しています。
• Min Sizeサービスに App Runner がプロビジョニングするインスタンスの最小数。サービスには常に
少なくともこの数のプロビジョニング済みインスタンスがあります。それらのうちのいくつかは、積
極的にトラフィックを提供しています。残りのインスタンス（プロビジョニングされたインスタンス
および非アクティブなインスタンス）は、コスト効率に優れたコンピューティングキャパシティーリ
ザーブとして立っており、すぐにアクティブ化できます。プロビジョニングされたすべてのインスタ
ンスのメモリ使用量に対してお支払いいただきます。アクティブなサブセットのみの CPU 使用量に
対して支払います。
App Runner は、デプロイ時にプロビジョニングされたインスタンスの数を一時的に2倍にし、古い
コードと新しいコードの両方で同じ容量を維持します。
• revisions— 名前を使用して最初に作成したコンフィギュレーションは、リビジョン番号 1 を取得しま
す。同じ名前を持つ後続の設定では、連続するリビジョン番号 (2 から始まる) が取得されます。App
Runner サービスは、特定の Auto Scaling 設定リビジョンまたは最新の設定リビジョンに関連付けるこ
とができます。
• 共有— 複数の App Runner サービスで 1 つの Auto Scaling 設定リソースを共有できます。これは、ス
ケーリング要件が似ている場合に便利です。特に、コンフィギュレーション名を指定し、リビジョンを
指定せずに、すべてのコンフィギュレーションが最新バージョンのコンフィギュレーションを使用する
ように複数のサービスを設定できます。これにより、サービスを更新するときに、この方法で設定した
サービスが Auto Scaling 設定の更新を受け取ります。設定変更について詳しくは、the section called “設
定” (p. 48)。
• リソース管理— App Runner を使用して、Auto Scaling 設定を作成および削除できます。構成を直接更
新することはできません。代わりに、既存のコンフィギュレーション名に対して新しいリビジョンを作
成して、コンフィギュレーションを効果的に更新することができます。

Note
現時点では、App Runner コンソールでは、1 つのリビジョンの設定のみを作成できます。さら
に多くのリビジョンを作成し、設定を削除するには、App RunnerAPI (p. 52)。
• リソースクォータ— Auto Scaling 設定リソースに対して設定できる一意の設定名とリビジョンの数に
対するクォータが設定されています。AWS リージョン。これらのクォータに達した場合は、構成名ま
たは少なくともそのリビジョンの一部を削除してから、構成名を削除する必要があります。アプリの
ランナーの使用API (p. 52)をクリックして削除します。詳細については、「the section called “App
Runner リソースクォータ” (p. 18)」を参照してください。
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App Runner コンソールを使用して Auto Scaling を管
理する
次の場合サービスを作成する (p. 35)では、デフォルトの Auto Scaling 設定またはカスタム設定を使用
できます。カスタム設定を使用するには、既存の設定を選択するか、新しい名前と設定を指定します。新
しい設定の場合、App Runner は新しい Auto Scaling 設定リソースを作成し、新しいサービスに関連付け
ます。

App Runner API またはAWS CLI
以下の App Runner API アクションを使用して、Auto Scaling 設定を管理することができます。
• 自動スケール設定の作成— 新しい Auto Scaling 設定または既存の設定のリビジョンを作成します。
• リスト自動スケール設定— 関連付けられている Auto Scaling 設定のリストを返すAWS アカウント概要
情報とともに。
• 説明スケールの設定— Auto Scaling 設定の完全な説明を返します。
• 自動スケール設定の削除— Auto Scaling 設定を削除します。特定のリビジョンまたは最新のアクティブ
なリビジョンを削除できます。Auto Scaling 設定クォータに達すると、不要な Auto Scaling 設定を削除
する必要がある場合があります。AWS アカウント。

App Runner サービスのカスタムドメイン名の管理
を作成するとAWS App Runnerサービスでは、App Runner はドメイン名を割り当てます。このサブドメイ
ンはawsapprunner.comドメインをアプリケーションランナーが所有します。これは、サービスで実行さ
れている Web アプリケーションにアクセスするために使用できます。
ドメイン名を所有している場合は、App Runner サービスに関連付けることができます。App Runner が新
しいドメインを検証した後、App Runner ドメインに加えてアプリケーションにアクセスするために使用
できます。最大 5 つのカスタムドメインを関連付けることができます。

Note
必要に応じて、wwwサブドメインを選択します。ただし、これは現在のところ API のみでサポー
トされています。App Runner コンソールではサポートされません。
カスタムドメインをサービスに関連付けると、App Runner によって一連の証明書検証レコードが提供さ
れます。ドメインネームシステム（DNS）に追加して、App Runner がドメインを所有または管理してい
ることを検証できるようにします。さらに、CNAME レコードまたは ALIAS レコードを DNS に追加し
て、App Runner ドメインをターゲットにします。カスタムドメイン用のレコードを 1 つ追加し、wwwサブ
ドメイン (このオプションを選択した場合)。次に、カスタムドメインステータスがアクティブアプリラン
ナーコンソールで。これには通常、数分かかります（ただし、24～48時間かかる場合があります）。この
時点で、カスタムドメインが検証され、App Runner はこのドメインから Web アプリケーションへのトラ
フィックのルーティングを開始します。
App Runner サービスに関連付けるドメインは、次の方法で指定できます。
• ルートドメイン— 例:example.com。オプションでwww.example.com同じ操作の一部としても使用で
きます。
• サブドメイン— 例:login.example.comまたはadmin.login.example.com。オプションで、wwwサ
ブドメインも同じオペレーションの一部として作成されます。
• ワイルドカード— 例:*.example.com。使用することはできませんwwwこの場合、オ
プションを使用します。ワイルドカードは、ルートドメインの直接のサブドメインと
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してのみ指定でき、それ自体でのみ指定できます（これらは有効な仕様ではありませ
ん：login*.example.com,*.login.example.com). このワイルドカード仕様では、すべての即時サ
ブドメインが関連付けられ、ルートドメイン自体は関連付けられません（ルートドメインは別の操作で
関連付けられる必要があります）。
より具体的なドメインアソシエーションは、より具体的なドメインアソシエーションよりも優先されま
す。例:login.example.comオーバーライド＃*.example.com。より具体的な関連付けの証明書と
CNAME が使用されます。
以下の例は、複数のカスタムドメインの関連付けを使用する方法を示しています。
1. 関連付けexample.comをサービスのホームページに置き換えます。を有効にするwwwも関連付け
るwww.example.com。
2. 関連付けlogin.example.comをサービスのログインページに置き換えます。
3. 関連付け*.example.comをカスタムの「見つかりません」ページに置き換えます。
App Runner サービスからカスタムドメインの関連付けを解除（リンク解除）できます。ドメインのリン
クを解除すると、App Runner はこのドメインから Web アプリケーションへのトラフィックのルーティン
グを停止します。DNS からこのドメインのレコードを削除する必要があります。
App Runner はドメインの有効性を追跡する証明書を内部的に作成します それらはAWS Certificate
Manager(ACM) である。App Runner は、ドメインがサービスから関連付け解除された後、またはサービ
スが削除された後 7 日間これらの証明書を削除しません。

App Runner コンソールを使用してカスタムドメイン
を管理する
App Runner コンソールを使用してカスタムドメインを関連付け（リンク）するには
1.

を開くアプリのランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

サービスのダッシュボードページで、[] を選択します。カスタムドメイン[] タブ。
コンソールには、サービスに関連付けられているカスタムドメインが表示されます。カスタムドメイ
ンなし。
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4.

リポジトリの []カスタムドメイン[] タブで、ドメインのリンク。

5.

左カスタムドメインのリンク[] ダイアログで、ドメイン名を入力し、[] を選択します。DNS 設定の表
示。
[] の手順に従います。DNS を設定するページをクリックして、ドメインの検証プロセスを開始しま
す。
ドメインのステータスがアクティブで、ドメインを参照して、トラフィックをルーティングするため
に動作することを確認します。

6.
7.

App Runner コンソールを使用してカスタムドメインの関連付け解除（リンク解除）するには
1.

リポジトリの []カスタムドメイン[] タブで、関連付けを解除するドメインのタイルを選択し、[] を選択
します。ドメインのリンクの解除。

2.

左ドメインのリンクの解除ダイアログで、ドメインのリンクの解除。

App Runner API を使用してカスタムドメインを管理
するか、AWS CLI
App Runner API または App Runner を使用してカスタムドメインをサービスに関連付けるには
AWS CLI[] を呼び出すには、カスタムドメインの関連付けAPI アクション。呼び出しが成功する
と、CustomDomainオブジェクトを使用して、サービスに関連付けられているカスタムドメインを記述し
ます。オブジェクトのステータスはCREATINGのリストのある証明書検証レコードオブジェクト。これら
は、DNS に追加できるレコードです。
App Runner API または App Runner を使用して、サービスからカスタムドメインの関連付けを解除するに
はAWS CLI[] を呼び出すには、カスタムドメインの関連付けを解除するAPI アクション。呼び出しが成功
すると、CustomDomainオブジェクトで、サービスとの関連付けが解除されているカスタムドメインを記
述します。オブジェクトのステータスはDELETING。

App Runner サービスの一時停止と再開
Web アプリケーションを一時的に無効にし、コードの実行を停止する必要がある場合は、AWS App
Runnerサービス。App Runner は、サービスのコンピューティング能力をゼロに減らします。
アプリケーションを再度実行する準備ができたら、App Runner サービスを再開できます。App Runner
は、新しいコンピューティング能力をプロビジョニングし、アプリケーションをデプロイして、アプリ
ケーションを実行します。アプリケーションソースは再デプロイされず、ビルドは必要ありません。代わ
りに、App Runnerは現在デプロイされているバージョンで再開します。アプリケーションの App Runner
ドメインは保持されます。

Important
• サービスを一時停止すると、アプリケーションはその状態を失います。たとえば、コードが使
用していた一時ストレージは失われます。コードでは、サービスを一時停止して再開すること
は、新しいサービスにデプロイすることと同じです。
• コードの欠陥 (検出されたバグやセキュリティの問題など) が原因でサービスを一時停止した場
合、サービスを再開する前に新しいバージョンを展開することはできません。
したがって、サービスの実行を維持し、代わりに最新の安定したアプリケーションバージョン
にロールバックすることをお勧めします。
• サービスを再開すると、App Runner は、サービスを一時停止する前に最後に使用したアプリ
ケーションバージョンを展開します。サービスを一時停止してから新しいソースバージョンを
追加した場合、自動デプロイが選択されていても、App Runner は自動的にデプロイされませ
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ん。たとえば、イメージリポジトリに新しいイメージバージョンがある場合や、コードリポジ
トリに新しいコミットがあるとします。これらのバージョンは自動的に展開されません。
新しいバージョンをデプロイするには、App Runner サービスの再開後に、手動デプロイを実行
するか、別のバージョンをソースリポジトリに追加します。

一時停止と削除の比較
[Pause]アプリランナーサービスを一時的に無効にする。コンピュートリソースのみが終了し、保存された
データ (アプリケーションバージョンを含むコンテナーイメージなど) はそのまま残ります。サービスの再
開は迅速です。アプリケーションを新しいコンピュートリソースにデプロイする準備が整いました。App
Runner ドメインは変更されません。
削除アプリランナーサービスを永久に削除を実行します。保存されたデータが削除されます。サービスを
再作成する必要がある場合、App Runnerはソースを再度取得し、コードリポジトリの場合はビルドする必
要があります。Web アプリケーションが新しい App Runner ドメインを取得します。

サービスが一時停止されている場合
サービスを一時停止し、それが一時停止中ステータスの場合、API 呼び出しやコンソール操作などのアク
ションリクエストに対して異なる応答を行います。サービスが一時停止されている場合でも、ランタイム
に影響を与える方法でサービスの定義や構成を変更しない App Runner アクションを実行できます。つま
り、アクションによって実行中のサービスの動作、スケール、またはその他の特性が変更された場合、一
時停止中のサービスに対してそのアクションを実行することはできません。
次の一覧は、一時停止したサービスに対して実行できる API アクションと実行できない API アクションに
関する情報を示します。同等のコンソール操作も同様に許可または拒否されます。

アクションあなたcan一時停止したサービスで実行する
• List*およびDescribe*のアクション— 情報のみを読み取るアクション。
• DeleteService— サービスはいつでも削除できます。
• TagResource,UntagResource— タグはサービスに関連付けられますが、その定義の一部ではなく、
実行時の動作には影響しません。

アクションあなたcannot一時停止したサービスで実行する
• StartDeploymentのアクション(または手動による展開 (p. 47)コンソールを使用した設定)
• UpdateService（またはコンソールを使用した設定の変更（タグ付けの変更を除く）
• CreateCustomDomainAssociations, DeleteCustomDomainAssociations
• CreateConnection, DeleteConnection

App Runner コンソールを使用してサービスを一時停
止および再開する
App Runner コンソールを使用してサービスを一時停止するには
1.
2.

を開くApp Runner コンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。
ナビゲーションペインで [] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。
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3.

選択アクションを選択してから、[] を選択します。[Pause]。
サービスダッシュボードページで、ステータスの変更点操作を実行中に変更し、一時停止中。これ
で、サービスは一時停止されました。

App Runner コンソールを使用してサービスを再開するには
1.

選択アクションを選択してから、[] を選択します。Resume。
サービスダッシュボードページで、ステータスの変更点操作を実行中。

2.

サービスが再開されるまで待ちます。サービスダッシュボードページで、ステータスが戻る実行中。

3.

サービスの再開が成功したことを確認するには、サービスダッシュボードページでApp Runner ドメ
イン値. これは、サービスの Web サイトの URL です。Web アプリケーションが正しく実行中である
ことを確認します。

App Runner API を使用してサービスを一時停止およ
び再開するか、AWS CLI
App Runner API またはAWS CLIを呼び出して、パウゼサービスAPI アクション。呼び出しが成功した応
答を返した場合サービスオブジェクトを表示"Status": "OPERATION_IN_PROGRESS"をクリックする
と、App Runner がサービスの一時停止を開始します。
App Runner API を使用してサービスを再開するには、AWS CLIを呼び出して、履歴書サービ
スAPI アクション。呼び出しが成功した応答を返した場合サービスオブジェクトを表示"Status":
"OPERATION_IN_PROGRESS"をクリックすると、App Runner がサービスの再開を開始します。

App Runner サービスの削除
あなたが実行されているWebアプリケーションを終了したいときAWS App Runnerサービスから削除でき
ます。サービスを削除すると、実行中の Web サービスが停止し、基になるリソースが削除され、関連付
けられたデータが削除されます。
App Runner サービスを削除する場合の理由には次のものが考えられます (複数が考えられます)。
• Web アプリケーションは不要です。— たとえば、廃止されたか、使用を終了した開発版です。
• App Runner サービスのクォータに達しました。— 新しいサービスを同じAWS リージョンで、アカウン
トに関連付けられたクォータに達しました。詳細については、「the section called “App Runner リソー
スクォータ” (p. 18)」を参照してください。
• セキュリティまたはプライバシーに関する考慮事項— App Runner がサービス用に格納するデータを削
除するようにします。

一時停止と削除
[Pause]アプリランナーサービスを一時的に無効にする。コンピュートリソースのみが終了し、保存され
たデータ（アプリケーションバージョンのコンテナーイメージなど）はそのまま残ります。サービスの再
開は迅速です。アプリケーションを新しいコンピュートリソースにデプロイする準備が整いました。App
Runner ドメインは変更されません。
削除アプリランナーサービスを永久に削除. 保存されたデータが削除されます。サービスを再作成する必
要がある場合、App Runnerはソースを再度取得し、コードリポジトリの場合はビルドする必要がありま
す。Web アプリケーションが新しい App Runner ドメインを取得します。
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アプリランナーは何を削除しますか？
サービスを削除すると、App Runner は一部の関連アイテムを削除し、他のアイテムは削除しません。次
に、詳細を示します。

App Runner が削除するアイテム:
• コンテナイメージ— デプロイしたイメージ、または App Runner がソースコードからビルドしたイメー
ジのコピー。これは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存されます。AWS アカウ
ントアプリランナーが所有しています。
• サービス設定— App Runner サービスに関連付けられている構成設定です。それらは、Amazon
DynamoDB に保存されます。AWS アカウントアプリランナーが所有しています。

App Runner が削除しないアイテム:
• 接続— サービスに関連付けられている接続がある可能性があります。App Runner 接続は、複数の App
Runner サービス間で共有される別のリソースです。接続が不要になった場合は、明示的に削除できま
す。詳細については、「the section called “接続” (p. 49)」を参照してください。
• カスタムドメイン証明書— カスタムドメインを App Runner サービスにリンクする場合、App Runner
はドメインの有効性を追跡する証明書を内部的に作成します。それらはAWS Certificate Manager(ACM)
である。App Runner は、ドメインがサービスからリンク解除された後、またはサービスが削除さ
れてから 7 日間証明書を削除しません。詳細については、「the section called “カスタムドメイン
名” (p. 52)」を参照してください。

App Runner コンソールを使用してサービスを削除す
る
App Runner コンソールを使用してサービスを削除するには
1.
2.

を開くアプリランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。
ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービス概要。

3.

[アクション] を選択して、[削除] を選択します。
コンソールに移動します。サービスページで. 削除されたサービスには、操作を実行中ステータスを削
除し、サービスが一覧から消えます。これで、サービスが削除されます。

App Runner API を使用してサービスを削除する
か、AWS CLI
App Runner API を使用してサービスを削除するには、またはAWS CLIを呼び出すと、DeleteServiceAPI
アクション。呼び出しが成功した応答を返した場合、サービスオブジェクトを表示"Status":
"OPERATION_IN_PROGRESS"をクリックすると、App Runner がサービスの削除を開始します。
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App Runner サービスのログ記録とモ
ニタリング
AWS App Runnerは、いくつかのAWSサービスを使用して、App Runner サービス用のログおよび監視
ツールの広範なスイートを提供します。この章のトピックでは、これらの機能について説明します。
トピック
• アプリランナーサービスアクティビティの追跡 (p. 58)
• CloudWatch Logs にストリーミングされたアプリケーションランナーのログの表示 (p. 59)
• CloudWatch にレポートされたアプリケーションランナーサービスメトリックスの表示 (p. 61)
• EventBridgeでのアプリケーションランナーのイベントの処理 (p. 63)
• による API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 66)

アプリランナーサービスアクティビティの追跡
AWS App Runnerは、操作のリストを使用して、App Runner サービスのアクティビティを追跡します。オ
ペレーションは、サービスの作成、設定の更新、サービスのデプロイなど、API アクションの非同期呼び
出しを表します。以下のセクションでは、App Runner コンソールおよび API を使用してアクティビティ
を追跡する方法について説明します。

コンソールでのアプリランナーサービスアクティビ
ティの追跡
App Runner コンソールには、App Runner サービスのアクティビティが表示され、さらに多くの方法で操
作を確認できます。

サービスのアクティビティを表示するには
1.

を開くアプリランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービスの概要。

3.

サービスダッシュボードページで、[] を選択します。アクティビティタブを選択します (まだ選択して
いない場合)。
コンソールには、操作のリストが表示されます。

4.

特定の操作を検索するには、検索語を入力してリストを絞り込みます。テーブルに表示される任意の
値を検索できます。

5.

一覧表示された操作を選択して、関連ログを表示またはダウンロードします。

58

AWS App Runner 開発者ガイド
App Runner API を使用したApp Runner
サービス操作の取得、またはAWS CLI

App Runner API を使用したApp Runner サービス操作
の取得、またはAWS CLI
-ListOperationsアクションを App Runner サービスの Amazon リソースネーム (ARN) に指定すると、この
サービスで実行されたオペレーションのリストが返されます。各リスト項目には、オペレーション ID とい
くつかの追跡の詳細が含まれています。

CloudWatch Logs にストリーミングされたアプリ
ケーションランナーのログの表示
Amazon CloudWatch Logs を使用して、リソースのログファイルをモニタリング、保存、およびア
クセスできます。AWSサービスが生成します。詳細については、「」を参照してください。Amazon
CloudWatch Logs ユーザーガイド。
AWS App Runnerは、アプリケーションデプロイメントとアクティブなサービスの出力を収集
し、CloudWatch Logs にストリーミングします。以下のセクションでは、App Runner ログストリームを
一覧表示し、App Runner コンソールでそれらを表示する方法を示します。

App Runner ロググループとストリーム
CloudWatch Logs は、ログデータをログストリームに保持し、ロググループにさらに整理します。Aログ
ストリーム特定のソースのログイベントのシーケンスです。ロググループは、保持、モニタリング、アク
セス制御について同じ設定を共有するログストリームのグループです。
アプリケーションランナーは、アプリケーションランナーサービスごとに 2 つの CloudWatch Logs グルー
プを定義します。各ロググループには複数のログストリームがあります。AWS アカウント。

サービスログ
サービスロググループには、App Runner サービスが管理され、それに対して動作するため、App Runner
によって生成されたログ出力が含まれます。
ロググループ名

例

/aws/apprunner/service-name/serviceid/service

/aws/apprunner/python-test/
ac7ec8b51ff34746bcb6654e0bcb23da/
service

サービスロググループ内で、App Runner はイベントログストリームを作成し、App Runner サービスのラ
イフサイクルにおけるアクティビティをキャプチャします。たとえば、アプリケーションの起動や一時停
止などが考えられます。
さらに、App Runner は、サービスに関連する長時間実行される非同期操作ごとにログストリームを作成
します。ログストリーム名は、操作の種類と特定の操作 ID を反映します。
Aのデプロイは操作の一種です。デプロイメントログには、サービスを作成するとき、またはアプリケー
ションの新しいバージョンをデプロイするときに App Runner が実行するビルドおよびデプロイメントの
ステップのログ出力が含まれます。デプロイメントログストリーム名はdeployment/に設定され、デプロ
イメントを実行する操作の ID で終わります。この操作はCreateServiceを呼び出し、アプリケーションの
初期デプロイメントまたはStartDeployment追加のデプロイメントごとに、呼び出しを実行します。
デプロイメント・ログ内では、各ログ・メッセージはプレフィックスで始まります。
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• [AppRunner]— デプロイメント中に App Runner が生成する出力です。
• [Build]— 独自のビルドスクリプトの出力です。

ログストリーム名

例

events

該当なし (固定名)

operation-type/operation-id

deployment/
c2c8eeedea164f459cf78f12a8953390

アプリケーションログ
アプリケーションロググループには、実行中のアプリケーションコードの出力が含まれます。
ロググループ名

例

/aws/apprunner/servicename/service-id/application

/aws/apprunner/python-test/
ac7ec8b51ff34746bcb6654e0bcb23da/
application

アプリケーションロググループ内で、App Runner は、アプリケーションを実行している各インスタンス
（スケーリング単位）のログストリームを作成します。
ログストリーム名

例

instance/instance-id

instance/1a80bc9134a84699b7b3432ebeebb591

コンソールでの App Runner ログの表示
App Runner コンソールには、サービスのすべてのログのサマリーが表示され、ログを表示、検索、ダウ
ンロードできます。

サービスのログを表示するには
1.

を開くアプリランナーコンソールで、リージョンリストで、AWS リージョン。

2.

ナビゲーションペインで [] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。

3.

コンソールには、サービスダッシュボードにサービス概要。
サービスダッシュボードページで、[] および [] を選択します。ログタブに表示されます。
コンソールには、いくつかのセクションにいくつかのタイプのログが表示されます。
• イベントログ— App Runner サービスのライフサイクルにおけるアクティビティ。コンソールに最
新のイベントが表示されます。
• デプロイメント・ログ— App Runner サービスへのソースリポジトリのデプロイメント。コンソー
ルには、デプロイごとに個別のログストリームが表示されます。
• アプリケーションログ— App Runner サービスにデプロイされた Web アプリケーションの出力で
す。コンソールは、実行中のすべてのインスタンスからの出力を 1 つのログストリームに結合しま
す。
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4.

特定の展開を検索するには、検索語を入力して展開ログの一覧を絞り込みます。テーブルに表示され
る任意の値を検索できます。

5.

ログの内容を表示するには、ログ全体を表示する（イベントログ）またはログストリーム名（デプロ
イメントログとアプリケーションログ）を選択します。

6.

選択のダウンロードをクリックしてログをダウンロードします。デプロイメントログストリームの場
合は、まずログストリームを選択します。
選択CloudWatch で表示をクリックして CloudWatch コンソールを開き、その全機能を使用して App
Runner サービスログを調べます。デプロイメントログストリームの場合は、まずログストリームを選
択します。

7.

Note
CloudWatch コンソールは、結合されたアプリケーションログではなく、特定のインスタン
スのアプリケーションログを表示する場合に特に便利です。

CloudWatch にレポートされたアプリケーションラ
ンナーサービスメトリックスの表示
Amazon CloudWatch は、Amazon Web Services (AWS) リソースとで実行されるアプリケーションAWSを
リアルタイムで取得します。CloudWatch を使用してメトリクスを収集し、追跡できます。メトリクスと
は、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数です。を使用してアラームを作成し、メトリク
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スを監視することもできます。特定のしきい値に達すると、CloudWatch は通知を送信するか、監視対象
のリソースに自動的に変更を加えます。詳細については、「」を参照してください。Amazon CloudWatch
ユーザーガイド。
AWS App Runnerは、App Runner サービスの使用状況、パフォーマンス、可用性をより詳細に把握でき
るさまざまな指標を収集します。メトリックスの中には、ウェブサービスを実行する個々のインスタンス
を追跡するものもあれば、全体的なサービスレベルにあるものもあります。以下のセクションでは、App
Runner の指標を一覧表示し、App Runner コンソールでそれらを表示する方法を示します。

アプリケーションランナーのメトリクス
App Runner は、サービスに関連する以下のメトリックスを収集し、AWS/AppRunner名前空間。
インスタンスレベルのメトリクスは、インスタンス（スケーリング単位）ごとに個別に収集されます。
何を測定したの？

メトリクス

説明

CPU utilization

CPUUtilization

1 分間の平均 CPU 使用率。

Memory utilization

MemoryUtilization

1 分間の平均メモリ使用量。

サービスレベルのメトリクスは、サービス全体について収集されます。
何を測定したの？

メトリクス

説明

HTTP request
count

Requests

サービスが受信した HTTP リクエストの数。

HTTP status
counts

2xxStatusResponses

各レスポンスステータスを返した HTTP リクエストの
数。カテゴリ別 (2XX、4XX、5XX)。

4xxStatusResponses
5xxStatusResponses

HTTP request
latency

RequestLatency

Web サービスが HTTP 要求を処理するのにかかった
時間。

Instance counts

ActiveInstances

サービスに対する HTTP リクエストを処理しているイ
ンスタンスの数。

コンソールでの App Runner メトリクスの表示
App Runner コンソールには、App Runner がサービスのために収集する指標がグラフィカルに表示され、
さらに多くの方法で指標を探索できます。

Note
現時点では、コンソールにはサービスメトリックのみが表示されます。インスタンスメトリック
スを表示するには、CloudWatch コンソールを使用します。

サービスのログを表示するには
1.
2.

を開くアプリケーションRunnerで、リージョンリストで、AWS リージョン。
ナビゲーションペインで、[] を選択します。サービスをクリックし、App Runner サービスを選択しま
す。
コンソールには、サービスダッシュボードにサービス概要。
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3.
4.
5.

サービスダッシュボードページで、[] を選択します。メトリクスタブ。
コンソールには、一連のメトリックスグラフが表示されます。
期間を選択します (たとえば、12h）を使用して、メトリクスグラフをその期間の最近の期間に適用で
きます。
選択ダッシュボードに追加をクリックするか、任意のグラフのメニューを使用して、CloudWatch コ
ンソールのダッシュボードに関連するメトリックスを追加して、詳細な調査を行います。

EventBridgeでのアプリケーションランナーのイベ
ントの処理
Amazon EventBridge を使用すると、イベント駆動型のルールを設定できます。これは、AWS App Runner
サービスを特定のパターンに適用します。ルールのパターンが一致すると、EventBridge はターゲットで
AWS Lambda、Amazon ECS、AWS Batch、および Amazon SNS で利用できます。たとえば、サービス
へのデプロイが失敗したたびに、それを Amazon SNS トピックに伝達することで、E メール通知を送信
させるルールを設定できます。または、サービスの更新が失敗した場合に Slack チャネルに通知するよう
に、Lambda 関数を設定できます。EventBridge の詳細については、「」を参照してください。Amazon
EventBridge ユーザーガイド。
アプリケーションランナーは、次のイベントタイプをEventBridgeに送信します
• サービスステータスの変更— App Runner サービスのステータスの変更。たとえば、サービスのステー
タスがDELETE_FAILED。
• サービスオペレーションステータスの変更— App Runner サービスでの長時間非同期操作の状態の変
更。たとえば、サービスの作成が開始された場合や、サービスの更新が正常に完了した場合や、サービ
スの展開がエラーで完了した場合などです。

App Runner イベントを処理するための EventBridge
ルールの作成
An EventBridgeeventは、いくつかの標準の EventBridge フィールドを定義するオブジェクトです。たとえ
ば、ソースAWSサービスと detail (イベント) タイプ、およびイベントの詳細を含むイベント固有のフィー
ルドセットが含まれます。EventBridge ルールを作成するには、EventBridge コンソールを使用してイベ
ントパターン（どのイベントが追跡されるべきか）を指定し、ターゲットアクション（マッチで何をすべ
きか）。イベントパターンは、一致するイベントに似ています。照合するフィールドのサブセットを指定
し、フィールドごとに可能な値のリストを指定します。このトピックでは、App Runner イベントとイベ
ントパターンの例を示します。
EventBridge ルールの作成の詳細については、「」を参照してください。のルールの作成
AWSservice()Amazon EventBridge ユーザーガイド。

Note
一部のサービスサポート定義済みパターンEventBridge で。これにより、イベントパターンの作
成方法が簡単になります。フォームでフィールド値を選択すると、EventBridge によってパター
ンが生成されます。現時点では、App Runner は事前定義されたパターンをサポートしていませ
ん。パターンは JSON オブジェクトとして入力する必要があります。開始点として、このトピッ
クの例を使用できます。

アプリランナーイベントの例
App Runner が EventBridge に送信するイベントの例をいくつか示します。
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• サービス状態変更イベント。具体的には、OPERATION_IN_PROGRESSをRUNNINGステータスがであ
る。
{

"version": "0",
"id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
"detail-type": "Service Status Change",
"source": "aws.apprunner",
"account": "111122223333",
"time": "2021-04-29T11:54:23Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:apprunner:us-east-2:123456789012:service/myapp/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
],
"detail": {
"PreviousStatus": "OPERATION_IN_PROGRESS",
"CurrentStatus": "RUNNING",
"ServiceName": "my-app",
"ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
"Message": "Service status is set to RUNNING.",
"Severity": "INFO"
}
}

• オペレーションステータスの変更イベント。具体的には次のとおりです。UpdateServiceオペレー
ションが正常に完了しました。
{

"version": "0",
"id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
"detail-type": "Service Operation Status Change",
"source": "aws.apprunner",
"account": "111122223333",
"time": "2021-04-29T18:43:48Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:apprunner:us-east-2:123456789012:service/myapp/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
],
"detail": {
"Status": "UpdateServiceCompletedSuccessfully",
"ServiceName": "my-app",
"ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
"Message": "Service update completed successfully. New application and configuration
is deployed.",
"Severity": "INFO"
}
}

アプリランナーイベントパターンの例
以下の例は、EventBridge ルールで 1 つまたは複数の App Runner イベントに一致させることができるイ
ベントパターンを示しています。イベントパターンはイベントに似ています。一致させるフィールドのみ
を含めて、それぞれにスカラーではなくリストを指定します。
• 特定のアカウントのサービスのすべてのサービスステータス変更イベントを照合します。このイベント
では、サービスがRUNNINGステータスがである。
{
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}

"detail-type": [ "Service Status Change" ],
"source": [ "aws.apprunner" ],
"account": [ "111122223333" ],
"detail": {
"PreviousStatus": [ "RUNNING" ]
}

• 操作が失敗した特定のアカウントのサービスのすべての操作ステータス変更イベントを照合します。
{

}

"detail-type": [ "Service Operation Status Change" ],
"source": [ "aws.apprunner" ],
"account": [ "111122223333" ],
"detail": {
"Status": [
"CreateServiceFailed",
"DeleteServiceFailed",
"UpdateServiceFailed",
"DeploymentFailed",
"PauseServiceFailed",
"ResumeServiceFailed"
]
}

アプリランナーイベントリファレンス
サービスステータスの変更
サービスステータス変更イベントには、detail-typeがに設定されたService Status Change。以下
の詳細フィールドと値があります。
"PreviousStatus": "any valid service status",
"CurrentStatus": "any valid service status",
"ServiceName": "your service name",
"ServiceId": "your service ID",
"Message": "Service status is set to CurrentStatus.",
"Severity": "varies"

オペレーションステータスの変更
オペレーションステータス変更イベントには、detail-typeがに設定されたService Operation
Status Change。以下の詳細フィールドと値があります。
"Status": "see following table",
"ServiceName": "your service name",
"ServiceId": "your service ID",
"Message": "see following table",
"Severity": "varies"

以下のテーブルは、すべてのステータスコードと関連メッセージを示しています。
ステータス

メッセージ

CreateServiceStarted

サービスの作成を開始しました。
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ステータス

メッセージ

サービスの作成が正常に完了しました。
CreateServiceCompletedSuccessfully
CreateServiceFailed

サービスの作成に失敗しました。詳細については、サービスログを
参照してください。

DeleteServiceStarted

サービスの削除を開始しました。

サービスの削除が正常に完了しました。
DeleteServiceCompletedSuccessfully
DeleteServiceFailed

サービスの削除に失敗しました。

UpdateServiceStarted
サービスの更新が正常に完了しました。新しいアプリケーションと
UpdateServiceCompletedSuccessfully
設定がデプロイされます。
サービスの更新が正常に完了しました。新しい設定がデプロイされ
ます。
UpdateServiceFailed

サービスの更新に失敗しました。詳細については、サービスログを
参照してください。

DeploymentStarted

展開が開始されました。

デプロイが正常に完了しました。
DeploymentCompletedSuccessfully
DeploymentFailed

デプロイに失敗しました 詳細については、サービスログを参照して
ください。

PauseServiceStarted

サービス一時停止を開始しました。

サービスの一時停止が正常に完了しました。
PauseServiceCompletedSuccessfully
PauseServiceFailed

サービスの一時停止に失敗しました。

ResumeServiceStarted

サービス再開を開始しました。

サービス再開が正常に完了しました。
ResumeServiceCompletedSuccessfully
ResumeServiceFailed

サービスの再開に失敗しました。

による API コールのログ記録AWS CloudTrail
アプリランナーはAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはAWSサービスを App Runner で実行しま
す CloudTrail のすべての API コールをイベントとして App Runner にキャプチャします。キャプチャされ
た呼び出しには、App Runner コンソールからの呼び出しと、App Runner API オペレーションへのコード
呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、App Runner のイベントなど、Amazon S3 バケットへの
CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail
コンソールの [Event history] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、App Runner に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時など
の詳細を確認できます。
CloudTrail に関する詳細は、AWS CloudTrailユーザーガイド。
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CloudTrail でのアプリケーションランナー情報
CloudTrail は、AWS アカウントアカウントを作成すると、その旨が表示されます。App Runner でアク
ティビティが発生すると、CloudTrail アクティビティは [他のAWSのサービスイベントイベント履歴。最
近のイベントは、AWS アカウント。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を
参照してください。
イベントの継続的な記録については、AWS アカウントApp Runner のイベントなど、証跡を作成しま
す。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべてのAWS リージョン。この証跡では、すべてのリージョン
のイベントがAWSパーティションを作成し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを渡します。
さらに、その他のAWSサービスを使用して、CloudTrail ログで収集されたデータに基づいて、詳細な分析
やアクティビティを行うことができます。詳細については、以下を参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
すべての App Runner アクションは CloudTrail によって記録され、AWS App RunnerAPI リファレン
ス。例えば、CreateService、DeleteConnection、StartDeployment の各アクションを呼び出す
と、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この ID 情報により
以下を確認できます。
• リクエストが、root 認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちら
を使用して送信されたか.
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか。
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

App Runner ログファイルエントリの概要
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できる設定です。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは任意の発生元からの 1 つのリクエ
ストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメーターが含まれま
す。CloudTrail ログファイルは、パブリック API 呼び出しの順序付けられたスタックトレースではないた
め、特定の順序では表示されません。
次は、CreateService アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。

Note
セキュリティ上の理由から、一部のプロパティ値はログ内で編集さ
れ、HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS。これにより、秘密情報が意図しない露出を防ぎま
す。ただし、これらのプロパティがリクエストで渡されたか、レスポンスで返されたことがわか
ります。

の CloudTrail ログエントリの例CreateServiceアプリランナーのアクション
{
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"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/aws-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "aws-user",
},
"eventTime": "2020-10-02T23:25:33Z",
"eventSource": "apprunner.amazonaws.com",
"eventName": "CreateService",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.75 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"serviceName": "python-test",
"sourceConfiguration": {
"codeRepository": {
"repositoryUrl": "https://github.com/github-user/python-hello",
"sourceCodeVersion": {
"type": "BRANCH",
"value": "main"
},
"codeConfiguration": {
"configurationSource": "API",
"codeConfigurationValues": {
"runtime": "python3",
"buildCommand": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"startCommand": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"port": "8080",
"runtimeEnvironmentVariables": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
}
}
},
"autoDeploymentsEnabled": true,
"authenticationConfiguration": {
"connectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-2:123456789012:connection/yourconnection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
}
},
"healthCheckConfiguration": {
"protocol": "HTTP"
},
"instanceConfiguration": {
"cpu": "256",
"memory": "1024"
}
},
"responseElements": {
"service": {
"serviceName": "python-test",
"serviceId": "dfa2b7cc7bcb4b6fa6c1f0f4efff988a",
"serviceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-2:123456789012:service/python-test/
dfa2b7cc7bcb4b6fa6c1f0f4efff988a",
"serviceUrl": "generated domain",
"createdAt": "2020-10-02T23:25:32.650Z",
"updatedAt": "2020-10-02T23:25:32.650Z",
"status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
"sourceConfiguration": {
"codeRepository": {
"repositoryUrl": "https://github.com/github-user/python-hello",
"sourceCodeVersion": {
"type": "Branch",
"value": "main"
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},
"codeConfiguration": {
"codeConfigurationValues": {
"configurationSource": "API",
"runtime": "python3",
"buildCommand": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"startCommand": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"port": "8080",
"runtimeEnvironmentVariables": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
}
}
},
"autoDeploymentsEnabled": true,
"authenticationConfiguration": {
"connectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-2:123456789012:connection/yourconnection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
}
},
"healthCheckConfiguration": {
"protocol": "HTTP",
"path": "/",
"interval": 5,
"timeout": 2,
"healthyThreshold": 3,
"unhealthyThreshold": 5
},
"instanceConfiguration": {
"cpu": "256",
"memory": "1024"
},
"autoScalingConfigurationSummary": {
"autoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:useast-2:123456789012:autoscalingconfiguration/
DefaultConfiguration/1/00000000000000000000000000000001",
"autoScalingConfigurationName": "DefaultConfiguration",
"autoScalingConfigurationRevision": 1
}
}
},
"requestID": "1a60af60-ecf5-4280-aa8f-64538319ba0a",
"eventID": "e1a3f623-4d24-4390-a70b-bf08a0e24669",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
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設定ファイルを使用した App Runner
サービスオプションの設定
Note
設定ファイルはソースコードに基づくサービス (p. 21)。設定ファイルはイメージベースのサービ
ス (p. 19)。
を作成するときAWS App Runnerソースコードリポジトリを使用してAWS App Runnerには、サービスの
構築と開始に関する情報が必要です。この情報は、App Runner コンソールまたは API を使用してサービ
スを作成するたびに提供できます。または、サービスオプションを設定することもできます。設定ファイ
ル。ファイル内で指定するオプションはソースリポジトリの一部となり、これらのオプションに対する変
更は、ソースコードに対する変更を追跡する方法と同様に追跡されます。App Runner 設定ファイルを使
用して、API でサポートされるより多くのオプションを指定できます。API がサポートする基本オプショ
ンだけが必要な場合は、設定ファイルを指定する必要はありません。
App Runner 設定ファイルは、apprunner.yamlアプリケーションリポジトリのルートディレクトリに
ある。それはあなたのサービスのためのビルドとランタイムオプションを提供します。このファイルの値
は、App Runner にサービスの構築と開始方法を指定し、ネットワーク設定や環境変数などのランタイム
コンテキストを提供する方法を示します。
App Runner 構成ファイルには、CPU やメモリなどの操作設定が含まれていません。
App Runner 設定ファイルの例については、the section called “例” (p. 70)。完全なリファレンスガイド
については、the section called “リファレンス” (p. 71)。
トピック
• アプリランナー構成ファイルの例 (p. 70)
• アプリケーションランナー設定ファイルリファレンス (p. 71)

アプリランナー構成ファイルの例
Note
設定ファイルは、ソースコードに基づくサービス (p. 21)。設定ファイルはイメージベースのサー
ビス (p. 19)。
次の例は、以下を示しています。AWS App Runner設定ファイル。一部は最小限で、必要な設定のみが含
まれています。設定ファイルのすべてのセクションを含め、その他のセクションは完了です。App Runner
設定ファイルの概要については、」アプリランナー構成ファイル (p. 70)。

設定ファイルの例
最小構成ファイル
最小の設定ファイルを使用すると、App Runner は次の前提条件になります。
• ビルド中または実行中にカスタム環境変数は必要ありません。
• 最新のランタイムバージョンが使用されます。
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• デフォルトのポート番号とポート環境変数が使用されます。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
build:
- pip install pipenv
- pipenv install
run:
command: python app.py

設定ファイルの完了
この例は、管理対象ランタイムでのすべての設定キーの使用を示しています。

Example apprunner.yaml
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
pre-build:
- wget -c https://s3.amazonaws.com/DOC-EXAMPLE-BUCKET/test-lib.tar.gz -O - | tar -xz
build:
- pip install pipenv
- pipenv install
post-build:
- python manage.py test
env:
- name: DJANGO_SETTINGS_MODULE
value: "django_apprunner.settings"
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"
run:
runtime-version: 3.7.7
command: pipenv run gunicorn django_apprunner.wsgi --log-file network:
port: 8000
env: MY_APP_PORT
env:
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"

特定の管理対象ランタイム設定ファイルの例については、」コードベースのサービス (p. 21)。

アプリケーションランナー設定ファイルリファレン
ス
Note
設定ファイルは、ソースコードに基づくサービス (p. 21)。設定ファイルは、イメージベースの
サービス (p. 19)。
このトピックは、構文とセマンティクスの包括的なリファレンスガイドです。AWS App Runner設定ファ
イルの。App Runner 設定ファイルの概要については、」アプリランナー構成ファイル (p. 70)。
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アプリケーションランナー設定ファイルは YAML ファイルです。名前を付けるapprunner.yamlし、ア
プリケーションのリポジトリのルートディレクトリに配置します。

ストラクチャの概要
アプリケーションランナー設定ファイルは YAML ファイルです。名前を付けるapprunner.yamlし、ア
プリケーションのリポジトリのルートディレクトリに配置します。
App Runner 設定ファイルには、次の主要部分が含まれています。
• 上部セクション— 最上位キーが含まれます。
• BUILD セクション— ビルドステージを設定する
• ランセクション— ランタイムステージを設定する

上部セクション
ファイルの先頭にあるキーは、ファイルとサービスランタイムに関する一般的な情報を提供します。利用
可能なキーは次のとおりです。
• version–必須。アプリケーションランナー構成ファイルのバージョン。理想的には、最新のバージョ
ンを使用します。
構文
version: version

Example
version: 1.0

• runtime–必須。アプリケーションが使用するランタイムの名前。現在使用できるランタイムは次のと
おりです。
python3, nodejs12

Note
マネージランタイムの命名規則は<language-name> <major-version>。
構文
runtime: runtime-name

Example
runtime: python3

BUILD セクション
ビルドセクションでは、App Runner サービスデプロイメントのビルド段階を設定します。ビルドコマン
ドと環境変数を指定できます。ビルドコマンドが必要です。
セクションは、build:キーがあり、次のサブキーがあります。
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• commands–必須。さまざまなビルドフェーズで App Runner が実行するコマンドを指定します。次のサ
ブキーが含まれます。
• pre-build–オプション。ビルド前に App Runner が実行するコマンド。たとえば、npm依存関係ま
たはテストライブラリ。
• build–必須。アプリケーションランナーがアプリケーションを構築するために実行するコマンド。た
とえば、pipenv。
• post-build–オプション。ビルドの後に App Runner が実行するコマンド。たとえば、Maven を使
用してビルドアーティファクトを JAR または WAR ファイルにパッケージ化するか、テストを実行し
ます。
構文
build:
commands:
pre-build:
- command
- …
build:
- command
- …
post-build:
- command
- …

Example
build:
commands:
pre-build:
- yum install openssl
build:
- pip install -r requirements.txt
post-build:
- python manage.py test

• env–オプション。ビルドステージのカスタム環境変数を指定します。名前と値のスカラーマッピングと
して定義されます。ビルドコマンドでは、これらの変数を名前で参照することができます。
構文
build:
env:
- name: name1
value: value1
- name: name2
value: value2
- …

Example
build:
env:
- name: DJANGO_SETTINGS_MODULE
value: "django_apprunner.settings"
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"
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ランセクション
実行セクションでは、App Runner アプリケーションデプロイメントのコンテナー実行ステージを設定し
ます。ランタイムバージョン、start コマンド、ネットワークポート、および環境変数を指定できます。
セクションは、run:キーがあり、次のサブキーがあります。
• runtime-version–オプション。App Runner サービスに対してロックするランタイムバージョンを指
定します。
デフォルトでは、メジャーバージョンだけがロックされます。App Runner は、デプロイメントまたは
サービスの更新ごとにランタイムで使用できる最新のマイナーバージョンとパッチバージョンを使用
します。メジャーバージョンとマイナーバージョンを指定すると、両方がロックされ、App Runner は
パッチバージョンのみを更新します。メジャーバージョン、マイナーバージョン、およびパッチバー
ジョンを指定すると、サービスは特定のランタイムバージョンでロックされ、App Runner はそれを更
新しません。
構文
run:
runtime-version: major[.minor[.patch]]

Example
runtime: python3
run:
runtime-version: 3.7

• command–必須。アプリケーションのビルドが完了した後、アプリケーションを実行するために App
Runner が使用するコマンド。
構文
run:
command: command

• network–オプション。アプリケーションがリッスンするポートを指定します。これには以下が含まれ
ます。
• port–オプション。指定すると、アプリケーションがリッスンするポート番号になります。デフォル
ト: 8080。
• env–オプション。指定すると、App Runner はこの環境変数のコンテナにポート番号を渡します。ま
た、デフォルトの環境変数PORT。つまり、envの場合、App Runner は 2 つの環境変数でポート番号
を渡します。
構文
run:
network:
port: port-number
env: env-variable-name

Example
run:
network:
port: 8000
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env: MY_APP_PORT

• env–オプション。実行ステージのカスタム環境変数の定義。名前と値のスカラーマッピングとして定義
されます。これらの変数は、ランタイム環境で名前で参照できます。
構文
run:
env:
- name: name1
value: value1
- name: name2
value: value2
- …

Example
run:
env:
- name: MY_VAR_EXAMPLE
value: "example"
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アプリランナー API
-AWS App Runnerアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) は、App Runner サービスに
要求するための RESTful API です。API を使用して、App Runner リソースを作成、一覧表示、説明、更
新、削除できます。AWS アカウント。
API を直接呼び出すことができます。または、アプリケーションコードで API を呼び出すには、AWSSDK
コマンドラインスクリプトの場合は、AWS CLIを使用して App Runner サービスを呼び出します。の詳細
AWSデベロッパー用ツールの概要については、ビルドするツールAWS。
API リファレンスを詳細については、の API リファレンスを参照してください。AWS App RunnerAPI リ
ファレンス。
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アプリランナーのセキュリティ
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説明しています。
• クラウドのセキュリティ–AWS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。AWSの
サービスAWS クラウド。AWSまた、安全に使用できるサービスも用意されています。AWSコンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、AWS App
Runner「」を参照してください。AWSコンプライアンスプログラム対象範囲内のサービス。
• クラウドのセキュリティ— お客様の責任はAWSサービスを使用します。また、お客様は、お客様のデー
タの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因についても責任を担いま
す。
このドキュメントは、App Runner 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のに役立ち
ます。以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を達成するように App Runner を設
定する方法を示します。また、他のAWSサービスを使用して、App Runner リソースのモニタリングや保
護に役立ちます。
トピック
• App Runner でのデータ保護 (p. 77)
• アプリケーションランナーの Identity and Access Management (p. 81)
• App Runner でのログ記録とモニタリング (p. 99)
• アプリケーションランナーのコンプライアンス検証 (p. 99)
• アプリランナーの耐障害性 (p. 100)
• AWS App Runner でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 100)
• アプリランナーでの設定と脆弱性の分析 (p. 100)
• App Runner のセキュリティのベストプラクティス (p. 101)

App Runner でのデータ保護
-AWS 責任共有モデルでのデータ保護に適用されます。AWS App Runner。このモデルで説明したよう
に、AWSのすべてを実行するグローバルインフラストラクチャの保護を担います。AWSクラウド お客様
は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。
このコンテンツには、セキュリティ設定および管理タスクが含まれます。AWSのサービスは、次のとお
りです。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。ヨーロッパでのデータ保護の詳細については、「」を参照してください。AWS責任共有モデルと
GDPRブログ投稿AWSセキュリティブログ。
データ保護の目的で、以下のようになります。AWSアカウントの認証情報を共有し、個々のユーザーアカ
ウントをAWS Identity and Access Management(IAM) である。この方法により、それぞれの職務を遂行す
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るために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、以下の方法でデータを保護するこ
とをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを、AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンドポ
イントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2」を参照してください。
顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[名前] フィールドなどの自由形式のフィールドに配置し
ないことを強くお勧めします。これには、App Runner やその他のAWSサービス、API、AWS CLI, または
AWSSDK App Runner や他のサービスに入力したすべてのデータは、診断ログに取り込まれる場合があり
ます。外部サーバーへの URL を指定するときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報
を URL に含めないでください。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。
トピック
• 暗号化を使用したデータの保護 (p. 78)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 79)
• VPC エンドポイントでの App Runner の使用 (p. 79)

暗号化を使用したデータの保護
AWS App Runnerは、指定したリポジトリからアプリケーションソース (ソースイメージまたはソース
コード) を読み取り、サービスへのデプロイ用に保存します。詳細については、「アーキテクチャと概
念 (p. 16)」を参照してください。
データ保護とは、データを保護することを指し、転送時（App Runnerとの間で移動するとき）と保管時に
保存されています（AWSデータセンター）。
データ保護の詳細については、「」を参照してください。the section called “データ保護” (p. 77)。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。

転送時の暗号化
転送中のデータ保護は、トランスポート層セキュリティ (TLS) を使用して接続を暗号化する方法と、クラ
イアント側の暗号化 (オブジェクトが送信される前に暗号化される) を使用する 2 つの方法で実現できま
す。どちらの方法も、アプリケーションデータを保護するために有効です。接続をセキュリティで保護す
るには、アプリケーション、開発者、管理者、エンドユーザーがオブジェクトを送受信するたびに TLS を
使用して暗号化します。App Runner は、TLS 経由でトラフィックを受信するようにアプリケーションを
設定します。
クライアント側の暗号化は、展開のために App Runner に提供するソースイメージまたはコードを保護す
るための有効な方法ではありません。App Runner は、アプリケーションのソースにアクセスする必要が
あるため、暗号化できません。したがって、開発環境またはデプロイ環境と App Runner の間の接続をセ
キュリティで保護してください。
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保管時の暗号化とキー管理
保管時のアプリケーションのデータを保護するために、アプリケーションソースイメージまたはソースバ
ンドルで保存されているすべてのコピーを暗号化します。App Runner サービスを作成するときは、カス
タマーマスターキー (CMK) を指定できます。提供した場合、App Runner は提供したキーを使用してソー
スを暗号化します。指定しない場合、App Runner はAWS代わりに管理 CMK を使用します。
App Runner サービスの作成パラメータの詳細については、CreateService。の詳細については、AWS Key
Management Service(AWS KMS) の詳細については、「」を参照してください。AWS Key Management
Service開発者ガイド。

インターネットトラフィックのプライバシー
App Runner は Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して、App Runner アプリケーション
のリソース間に境界を作成し、それらの間のトラフィック、オンプレミスネットワーク、インターネット
を制御できます。Amazon VPC セキュリティの詳細については、「」を参照してください。Amazon VPC
でのインターネットワークトラフィックのプライバシー()Amazon VPC ユーザーガイド。
VPC エンドポイントを使用した App Runner へのリクエストのセキュリティ保護の詳細については、「」
を参照してください。the section called “VPC エンドポイント” (p. 79)。
データ保護の詳細については、「」を参照してください。the section called “データ保護” (p. 77)。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。

VPC エンドポイントでの App Runner の使用
あなたのAWSアプリケーションが統合される可能性があるAWS App Runner他ののサービスAWSサービス
で実行されているAmazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)。アプリケーションの一部が VPC 内から
App Runner にリクエストを行う場合があります。たとえば、以下のようになります。AWS CodePipeline
を使用して、App Runner サービスに継続的にデプロイできます。アプリケーションのセキュリティを向
上させる1つの方法は、これらのApp Runnerリクエスト（および他のAWSサービス) を VPC エンドポイン
ト経由で実行します。
VPC エンドポイント を使用すると、サポートされる AWS のサービスおよび AWS PrivateLink を使用す
る VPC エンドポイントのサービスに VPC をプライベートに接続できます。インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続は不要です。
VPC のリソースは、パブリック IP アドレスがなくても App Runner リソースを操作できます。VPC と
App Runner 間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。VPC エンドポイントの詳細につ
いては、「」を参照してください。VPC エンドポイント()AWS PrivateLinkGuide。
App Runner サポートAWS PrivateLinkでは、App Runnerへのプライベート接続を提供するをサポート
しており、パブリックインターネットへのトラフィックの公開を排除します。アプリケーションを使
用して App Runner にリクエストを送信できるようにするにはAWS PrivateLinkでは、VPC エンドポイ
ントのタイプをインターフェイス VPC エンドポイント（インターフェイスエンドポイント）。詳細に
ついては、「」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)()AWS
PrivateLinkGuide。

Note
App Runner サービスのウェブアプリケーションは、App Runner が提供および設定する VPC で
実行されます。この VPC はパブリックであり、パブリックインターネットに接続されていま
す。App Runner は、プライベート VPC でのアプリケーションの実行や VPC エンドポイントの
作成をサポートしていません。
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App Runner 用の VPC エンドポイントを設定する
VPC で App Runner サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、イン
ターフェイスエンドポイントを作成するの手順をAWS PrivateLinkGuide。[サービス名] には
[com.amazonaws.region.apprunner] を選択します。

VPC ネットワークプライバシーに関する考慮事項
Important
App Runner に VPC エンドポイントを使用しても、VPC からのすべてのトラフィックがインター
ネットから離れることは保証されません。VPC はパブリック（インターネット接続）であり、
ソリューションの一部で VPC エンドポイントを使用してAWSAPI コールです。例:AWSサービス
は、パブリックエンドポイントを使用して他のサービスを呼び出すことがあります。VPC 内の
ソリューションでトラフィックのプライバシーが必要な場合は、このセクションをお読みくださ
い。
VPC のネットワークトラフィックのプライバシーを確保するには、以下の点を考慮します。
• DNS 名を有効化— アプリケーションの一部が、インターネット経由で App Runner にリクエストを送信
することがあります。apprunner.region.amazonaws.comパブリックエンドポイント VPC がパブ
リックインターネットアクセスで設定されていると、これらのリクエストは成功し、何も通知されませ
ん。これを防ぐには、エンドポイントの作成時に [Enable DNS name (DNS 名を有効にする)] が有効に
なっていることを確認します (デフォルトでは true)。これにより、パブリックサービスエンドポイント
をインターフェイス VPC エンドポイントにマップする DNS エントリが VPC に追加されます。
• 追加のサービスの VPC エンドポイントを設定する— ソリューションはリクエストを他のAWSのサービ
ス。例:AWS CodePipelineにリクエストを送信する可能性がありますAWS CodeBuild。これらのサービ
スの VPC エンドポイントも設定し、これらのエンドポイントで DNS 名を有効にします。

エンドポイントポリシーを使用して VPC エンドポイントでアク
セスを制御する
デフォルトでは、VPC エンドポイントは、関連付けられているサービスへのフルアクセスを許可しま
す。App Runner 用の VPC エンドポイントを作成または変更するときに、エンドポイントポリシーとす
る。
エンドポイントポリシーは、AWS Identity and Access Management(IAM) リソースポリシーで、エンドポ
イントから指定されたサービスへのアクセスを制御します。エンドポイントポリシーは、エンドポイント
に固有のものです。これは、環境が持つ可能性のあるユーザーまたはインスタンスの IAM ポリシーとは別
のものであり、上書きしたり置き換えたりすることはありません。VPC エンドポイントポリシーの作成と
使用の詳細については、「」を参照してください。VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール()AWS PrivateLinkGuide。
次の例では、VPC エンドポイントから App Runner への読み取り専用アクセスを許可しています。これら
は、VPC エンドポイントを使用する際の最小限のアクセス権です。プリンシパルには、他のポリシーを使
用して追加のアクセス許可がある場合があります。
{

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apprunner:List*",
"apprunner:Describe*"
],
"Resource": "*"
}
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}

]

アプリケーションランナーの Identity and Access
Management
AWS Identity and Access Management(IAM) とはAWSへのアクセスを安全にコントロールするために役立
つのサービスAWSリソースの使用料金を見積もることができます。IAM 管理者は、認証済み(サインイン)
と承認済み（権限を持っている）を使用して、App Runner リソースを使用することもできます。IAM と
はAWSサービスには、追加料金は発生しません。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。
トピック
• Audience (p. 81)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 81)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 83)
• アプリケーションランナーと IAM の連携 (p. 85)
• App Runner アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 91)
• App Runner のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 94)
• AWS App Runner 用の AWS 管理ポリシー (p. 96)
• アプリケーションランナーのIdentity and Access のトラブルシューティング (p. 97)

Audience
を使用する方法AWS Identity and Access Management(IAM) は、App Runner で行う作業によって異なり
ます。
サービスユーザー-App Runner サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。さらに多くの App Runner 機能を使用して作業を行う場合は、追加のアクセ
ス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切なアクセス許可
をリクエストするのに役に立ちます。App Runner の機能にアクセスできない場合は、」を参照してくだ
さい。アプリケーションランナーのIdentity and Access のトラブルシューティング (p. 97)。
サービス管理者-社内の App Runner リソースを担当している場合は、おそらく App Runner へのフルアク
セスがあります。管理者は、従業員にアクセスを許可する App Runner 機能とリソースを決定します。そ
の後で、サービスユーザーのアクセス許可を変更するために、IAM 管理者にリクエストを送信する必要が
あります。IAM の基本概念については、このページの情報を確認します。会社で App Runner を使用して
IAM を利用する方法の詳細については、「」を参照してください。アプリケーションランナーと IAM の連
携 (p. 85)。
IAM 管理者— IAM 管理者は、App Runner へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確
認する場合があります。IAM で使用できる App Runner アイデンティティベースのポリシーの例を表示す
るには、「」を参照してください。App Runner アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 91)。

アイデンティティを使用した認証
認証は、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。を使用したサインイン
の詳細については、「」を参照してください。AWS Management Console「」を参照してください。にサ
インインします。AWS Management ConsoleIAM ユーザーまたはルートユーザーとして()IAM ユーザーガ
イド。
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以下を行う必要があります。認証済み(にサインインしたAWS) としてAWSアカウントのルートユーザー、
または IAM ユーザー、または IAM ロールを引き受けることによって実行できます。会社のシングルサイ
ンオン認証を使用することも、Google や Facebook を使用してサインインすることもできます。このよう
な場合、管理者は以前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情
報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールを間接的に割り当てられています。
直接サインインするにはAWS Management Consoleルートユーザーの E メールアドレスまたは自分の IAM
ユーザー名と自分のパスワードを使用します。アクセスすることができますAWSルートユーザーまたは
IAM ユーザーのアクセスキーをプログラムで使用することもできます。AWSSDK とコマンドラインツー
ルを提供して、お客様の認証情報を使用して、リクエストに暗号で署名できます。AWS ツールを使用しな
い場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証
するためのプロトコル、署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、」を参照
してください。署名バージョン 4 の署名プロセス()AWSの全般的なリファレンス。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。たとえ
ば、AWS では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを高めることを推奨しています。
詳細については、次を参照してください。での多エレメント認証 (MFA) の使用AWS()IAM ユーザーガイ
ド。

AWS アカウントのルートユーザー
AWS アカウントを初めて作成する場合は、このアカウントのすべての AWS サービスとリソースに対して
完全なアクセス権限を持つシングルサインインアイデンティティで始めます。この ID は、AWSアカウン
トルートユーザーアカウントの作成に使用したメールアドレスとパスワードでのサインインによりアクセ
スされます。強くお勧めしているのは、日常的なタスクには、それが管理者タスクであっても、root ユー
ザーを使用しないことです。代わりに、最初の IAM ユーザーを作成するためにのみ、ルートユーザーを
使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユーザーの認証情報を安全な場所に保管
し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行します。

IAM ユーザーとグループ
あんIAM ユーザー内のアイデンティティですAWS単一のユーザーまたはアプリケーションに特定のアク
セス許可があるアカウント。IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、
長期的な認証情報を持つことができます。アクセスキーの生成方法については、「」を参照してくださ
い。IAM ユーザーのアクセスキーの管理()IAM ユーザーガイド。IAM ユーザーにアクセスキーを生成する
とき、必ずキーペアを表示して安全に保存してください。後になって、シークレットアクセスキーを回復
することはできません。新しいアクセスキーペアを生成する必要があります。
IAM グループは、IAM ユーザーのコレクションを指定するアイデンティティです。グループとしてサ
インインすることはできません。グループを使用して、一度に複数のユーザーに対してアクセス許可を
指定できます。多数の組のユーザーがある場合、グループを使用すると管理が容易になります。たとえ
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理するアクセス許
可を与えることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の特定の人またはアプリケーションに一意に関連付
けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永続
的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が利用できます。詳細については、次を
参照してください。IAM ユーザーを作成する適している場合 (ロールではなく)()IAM ユーザーガイド。

IAM; ロール
あんIAM ロール内のアイデンティティですAWS特定のアクセス許可を持つアカウントです。これは IAM
ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていません。IAM ロールを一時的に引き受ける
には、AWS Management Consoleによって役割の切り替え。ロールを引き受けるには、AWS CLI または
AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使用する方法の詳細につ
いては、」を参照してください。IAM ロールの使用()IAM ユーザーガイド。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
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• 一時的な IAM ユーザーアクセス許可 – IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス許
可を一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス— IAM ユーザーを作成するのではなく、AWS Directory Service、
エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーのいずれかを付
与します。このようなユーザーはフェデレーティッドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイ
ダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てま
す。フェデレーティッドユーザーの詳細については、「」を参照してください。フェデレーティッド
ユーザーとロール()IAM ユーザーガイド。
• クロスアカウントアクセス – IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスするこ
とを別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。ロールは、クロスアカウントア
クセスを許可する主な方法です。ただし、一部の AWS のサービスでは、(ロールをプロキシとして使
用する代わりに) リソースにポリシーを直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスでのロール
とリソースベースのポリシーの違いの詳細については、」IAM ロールとリソースベースのポリシーの違
い()IAM ユーザーガイド。
• クロスサービスアクセス— ある程度AWSサービスでは、他のAWSのサービス。たとえば、サービスで
呼び出しを行う場合、そのサービスでは Amazon EC2 でアプリケーションを実行したり、Amazon S3
にオブジェクトを保存したりするのが一般的です。サービスは、呼び出し元プリンシパルのアクセス許
可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを行う場合があります。
• プリンシパルアクセス許可— IAM ユーザーまたはロールを使用して、でアクションを実行する場合
AWSの場合、あなたはプリンシパルとみなされます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付
与します。一部のサービスを使用する場合、別のサービスで別のアクションをトリガーするアクショ
ンを実行することがあります。この場合、両方のアクションを実行するためのアクセス許可が必要
です。アクションにポリシーで追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、」のアクショ
ン、リソース、条件キーAWS App Runner()サービス認証リファレンス。
• サービスロール – サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。サービスロールは、お客様のアカウント内のみでアクセスを提供します。他のアカウントの
サービスへのアクセス権を付与するためにサービスロールを使用することはできません。IAM 管理者
は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「」を参照してくだ
さい。にアクセス許可を委任するロールの作成AWSservice()IAM ユーザーガイド。
• サービスにリンクされたロール— サービスにリンクされたロールは、サービスロールの一種で、AWS
サービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができま
す。サービスにリンクされたロールは、IAM アカウント内に表示され、サービスによって所有されま
す。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できますが、編集すること
はできません。
• Amazon EC2 で実行中のアプリケーション— IAM ロールを使用して、EC2 インスタンスで実行され
ているアプリケーションの一時的な認証情報を管理し、AWS CLIまたはAWSAPI リクエスト数。これ
は、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 インスタンスに
割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされ
たインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含まれ、EC2 イン
スタンスで実行されるプログラムは一時認証情報を取得することができます。詳細については、「」を
参照してください。IAM ロールを使用して、Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーション
にアクセス許可を付与する()IAM ユーザーガイド。
IAM ロールまたは IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、IAM ロールの作成が適している場合
(ユーザーではなく)()IAM ユーザーガイド。

ポリシーを使用したアクセスの管理
でのアクセス制御AWSポリシーを作成して IAM アイデンティティまたは IAM アイデンティティにアタッ
チします。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。ポリシーは AWS のオブジェクトであ
り、ID やリソースに関連付けて、これらのアクセス許可を定義します。ルートユーザーまたは IAM ユー
ザーとしてサインインすることも、IAM ロールを引き受けることもできます。その後、リクエストを行
うと、AWSは、関連するアイデンティティベースまたはリソースベースのポリシーを評価します。ポリ
シーでのアクセス許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは
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JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細につ
いては、「」を参照してください。JSON ポリシーの概要()IAM ユーザーガイド。
管理者はAWSJSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定します。つまり、どのプリン
シパル実行できるのアクションでののリソース、そして何の下での条件。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、アクセス許可のない状態からスタートします。
言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらでき
ません。何かを実行するアクセス許可をユーザーに付与するには、管理者がユーザーにアクセス許可ポリ
シーをアタッチする必要があります。また、管理者は、必要なアクセス許可があるグループにユーザーを
追加できます。管理者がグループにアクセス許可を付与すると、そのグループ内のすべてのユーザーにこ
れらのアクセス許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションのアクセス許可を定義します。例
えば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースのポリシーは、IAM user ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデ
ンティティにアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユー
ザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベース
のポリシーを作成する方法については、」を参照してください。IAM ポリシーの作成()IAM ユーザーガイ
ド。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたは管理ポリシーに分類できます。
インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれています。管理ポリ
シーは、AWS アカウント内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできるスタンドアロ
ンポリシーです。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。管理ポ
リシーまたはインラインポリシーのどちらを選択する方法については、」を参照してください。管理ポリ
シーとインラインポリシーの比較()IAM ユーザーガイド。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーの例は、IAM ロールの信頼ポリシーおよび Amazon S3 バケットポリシーです。リソース
ベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソース
へのアクセスを制御できます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、ポリシーは、指定された
プリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件を定義します。リソースベースのポリ
シーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、
フェデレーティッドユーザー、またはAWSのサービス。
リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。を使用することはできま
せん。AWS管理ポリシーを、リソースベースのポリシーで IAM から選択します。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
Amazon S3,AWS WAFACL をサポートするサービスの例としては、、、Amazon VPC などがあり
ます。ACL の詳細については、「」を参照してください。アクセスコントロールリスト (ACL) の概
要()Amazon Simple Storage Service 開発者ガイド。

その他のポリシータイプ
AWS では、別のあまり一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大のアクセス許可を設定できます。
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• アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM エンティティ
(IAM ユーザーまたはロール) に付与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティのアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティの ID
ベースのポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分です。Principal フィールドでユーザーまた
はロールを指定するリソースベースのポリシーは、アクセス許可の境界では制限されません。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。アクセス許可の境界の詳細
については、」を参照してください。IAM エンティティのアクセス許可の境界()IAM ユーザーガイド。
• サービスコントロールポリシー (SCP)— SCP は JSON ポリシーで、組織または組織単位 (OU) のアクセ
ス許可の上限を指定します。AWS Organizations。AWS Organizationsは、複数のAWSビジネスが所有
するアカウント。組織内のすべての機能を有効にすると、サービス制御ポリシー (SCP) を一部またはす
べてのアカウントに適用できます。SCP は、メンバーアカウントのエンティティに対するアクセス許可
を制限します (各AWSアカウントのルートユーザー。Organizations と SCP の詳細については、「」を
参照してください。SCP の仕組み()AWS Organizationsユーザーガイド。
• セッションポリシー – セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時セッ
ションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果として得られる
セッションのアクセス許可は、ユーザーまたはロールの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共
通部分です。また、リソースベースのポリシーからアクセス許可が派生する場合もあります。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。詳細については、「」を参
照してください。セッションポリシー()IAM ユーザーガイド。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解
するのがさらに複雑になります。方法については、AWS複数のポリシータイプが関連するとき、リクエス
トを許可するかどうかを指定します。詳細については、ポリシー評価論理()IAM ユーザーガイド。

アプリケーションランナーと IAM の連携
IAM を使用してへのアクセス権をに管理する前にAWS App RunnerApp Runner で使用できる IAM 機能を
理解しておく必要があります。App Runner およびその他の方法についてハイレベルのビューを取得する
にはAWSサービスが IAM と連携する場合は、AWSIAM と連携するサービス()IAM ユーザーガイド。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。
トピック
• App Runner アイデンティティベースのポリシー (p. 85)
• App Runner リソースベースのポリシー (p. 87)
• アプリケーションランナータグに基づく承認 (p. 88)
• アプリケーションランナーのユーザー権限 (p. 88)
• アプリケーションランナー IAM ロール (p. 89)

App Runner アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。App Runner は、特定のアクション、リソース、および条
件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、」を参照してくださ
い。IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス()IAM ユーザーガイド。

Actions
管理者はAWSJSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定します。つまり、どのプリン
シパル実行できるのアクションでののリソース、そして何の下での条件。
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JSON ポリシーの Action 要素は、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションを記述します。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションを持たないアクセス許可のみのアクションなど、いくつかの例外があり
ます。また、ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクション
は、依存アクションと呼ばれます。
このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。
App Runner のポリシーアクションは、アクションの前に、次のプレフィックスであるを使用しま
す。apprunner:。 たとえば、Amazon EC2 を使用して Amazon EC2 インスタンスを実行するアクセス
許可を付与するには、RunInstancesAPI 操作を実行する場合は、ec2:RunInstances彼らのポリシー
のアクション。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要がありま
す。App Runner は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義しま
す。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"apprunner:CreateService",
"apprunner:CreateConnection"
]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。
"Action": "apprunner:Describe*"

App Runner アクションのリストを表示するには、「」を参照してください。で定義されるアクション
AWS App Runner()サービス認証リファレンス。

Resources
管理者はAWSJSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定します。つまり、どのプリン
シパル実行できるのアクションでののリソース、そして何の下での条件。
Resource JSON ポリシーエレメントは、アクションが適用されるオブジェクトを指定します。ステート
メントには、Resource または NotResource エレメントを含める必要があります。ベストプラクティス
として、リソースは Amazon リソースネーム (ARN) を使用して指定します。これは、リソースレベルのア
クセス許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
オペレーションのリスト化など、リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、
ワイルドカード (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。
"Resource": "*"

アプリケーションランナーのリソースには、次の ARN 構造があります。
arn:aws:apprunner:region:account-id:resource-type/resource-name[/resource-id]

ARN の形式の詳細については、「」を参照してください。Amazon リソースネーム (ARN) とAWSサービ
スの名前空間()AWSの全般的なリファレンス。
たとえば、指定するには、my-serviceサービスを実行するには、次の ARN を使用します。
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"Resource": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/my-service"

特定のアカウントに属するすべてのサービスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/*"

リソースを作成するためのアクションなど、一部の App Runner アクションは、特定のリソースで実行で
きません。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

App Runner リソースタイプおよびその ARN のリストを表示するには、」を参照してください。で定義し
たリソースAWS App Runner()サービス認証リファレンス。各リソースの ARN を指定できるアクションに
ついては、」で定義されるアクションAWS App Runner。

条件キー
管理者はAWSJSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定します。つまり、どのプリン
シパル実行できるのアクションでののリソース、そして何の下での条件。
Condition エレメント (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指
定できます。Conditionエレメントはオプションです。イコールや以下などの条件演算子を使用する条件
式を作成して、リクエスト内に値のあるポリシーの条件に一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition エレメントを指定する場合、または 1 つの Condition エレ
メントに複数のキーを指定する場合、AWS が論理 AND 演算を使用してそれらを評価します。単一の条件
キーに複数の値を指定する場合、AWS が論理 OR 演算を使用して条件を評価します。ステートメントのア
クセス許可が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。たとえば、IAM ユーザー名でタグ付けされて
いる場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、
「」を参照してください。IAM ポリシーエレメント:変数とタグ()IAM ユーザーガイド。
AWSは、グローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべてを表示するには
AWSグローバル条件キーの詳細については、「」を参照してくださいAWSグローバル条件コンテキスト
キー()IAM ユーザーガイド。
App Runner は、いくつかのグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべてを表示するには
AWSグローバル条件キーの詳細については、「」を参照してくださいAWSグローバル条件コンテキスト
キー()IAM ユーザーガイド。
App Runner は、サービス固有の条件キーのセットを定義します。さらに、App Runner は、条件キーを
使用して実装されるタグベースのアクセス制御をサポートしています。詳細については、「the section
called “アプリケーションランナータグに基づく承認” (p. 88)」を参照してください。
App Runner 条件キーのリストを表示するには、」を参照してください。の条件キーAWS App
Runner()サービス認証リファレンス。条件キーを使用できるアクションおよびリソースについては、」で
定義されるアクションAWS App Runner。

Examples
App Runner アイデンティティベースのポリシーの例については、」を参照してください。App Runner ア
イデンティティベースのポリシーの例 (p. 91)。

App Runner リソースベースのポリシー
App Runner は、リソースベースのポリシーをサポートしていません。
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アプリケーションランナータグに基づく承認
App Runner リソースにタグをアタッチしたり、App Runner へのリクエストでタグを渡したりす
ることができます。タグに基づいてアクセスを制御するには、apprunner:ResourceTag/keyname、aws:RequestTag/key-name または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件
要素でタグ情報を提供します。App Runner リソースのタグ付けの詳細については、」を参照してくださ
い。the section called “設定” (p. 48)。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグに基づくアプリケーションランナーサービスへのアクセスの制御 (p. 93)」を
参照してください。

アプリケーションランナーのユーザー権限
App Runner を使用するには、IAM ユーザーは App Runner アクションに対するアクセス権限が必要です。
ユーザーにアクセス許可を付与する一般的な方法は、IAM ユーザーまたはグループにポリシーをアタッチ
することです。ユーザーのアクセス許可の管理の詳細については、」を参照してください。IAM ユーザー
のアクセス許可の変更()IAM ユーザーガイド。
App Runner には、ユーザーにアタッチできる 2 つの管理ポリシーが用意されており、
• AWSAppRunnerReadOnlyAccess-App Runner リソースの詳細をリストおよび表示するアクセス許可を
付与します。
• AWSAppRunnerFullAccess— すべての App Runner アクションに対する権限を付与します。
ユーザー権限をより細かく制御するために、カスタムポリシーを作成してユーザーにアタッチできます。
詳細については、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成()IAM ユーザーガイド。
ユーザーポリシーの例については、「」を参照してください。the section called “ユーザーポリ
シー” (p. 92)。

AWSAppRunnerReadOnlyAccess
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apprunner:List*",
"apprunner:Describe*"
],
"Resource": "*"
}
]

AWSAppRunnerFullAccess
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/apprunner.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppRunner",
"Condition": {
"StringLike": {
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}

}

]

"iam:AWSServiceName": "apprunner.amazonaws.com"

}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": "apprunner.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Administrative permission over AppRunner applications",
"Effect": "Allow",
"Action": "apprunner:*",
"Resource": "*"
}

アプリケーションランナー IAM ロール
あんIAM ロール内のエンティティですAWS アカウント特定のアクセス許可を持つ。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールによって、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的
にアクションを完了できます。サービスにリンクされたロールは、IAM アカウント内に表示され、サービ
スによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できます
が、編集することはできません。
App Runner はサービスにリンクされたロールをサポートします。App Runner サービスにリンクされた
ロールの作成または管理の詳細については、」the section called “サービスにリンクされたロールの使
用” (p. 94)。

サービスロール
この機能では、サービスのロールをユーザーに代わって引き受けることをサービスに許可します。この
ロールにより、サービスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを実
行できます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、サービスによって所有されます。つま
り、IAM 管理者は、このロールのアクセス許可を変更できます。ただし、これを行うことにより、サービ
スの機能が損なわれる場合があります。
App Runnerは、いくつかのサービスロールをサポートしています。

アクセスロール
アクセスロールは、アカウントの Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のイ
メージにアクセスするために、App Runner が使用するロールです。Amazon ECR の画像に
アクセスする必要があるため、Amazon ECR パブリックでは必須ではありません。Amazon
ECR でイメージに基づいてサービスを作成する前に、IAM を使用してサービスロールを作成
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し、AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess管理ポリシーにログオンします。このロールを App
Runner に渡すには、CreateServiceAPI の使用AuthenticationConfiguration構造体 (SourceConfigurationパ
ラメーターを使用)、または App Runner コンソールを使用してサービスを作成するときに使用します。

AWSAppRunnerServicePolicyForECRAccess
{

}

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

Note
アクセスロールに独自のカスタムポリシーを作成する場合は、必ず"Resource": "*"向け
のecr:GetAuthorizationTokenaction. トークンを使用して、アクセス権限がある Amazon
ECR レジストリにアクセスできます。
アクセスロールを作成するときは、App Runner サービスプリンシパルを宣言する信頼ポリシーを追加し
てくださいbuild.apprunner.amazonaws.com信頼されたエンティティとして。

アクセスロールの信頼ポリシー
{

}

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

App Runner コンソールを使用してサービスを作成する場合、コンソールは自動的にアクセスロールを作
成し、新しいサービス用にそのロールを選択できます。コンソールには、アカウント内の他のロールも一
覧表示され、必要に応じて別のロールを選択できます。

インスタンスロール
インスタンスロールは、App Runner が使用するオプションのロールで、AWSサービスアクションをア
プリケーションコードで呼び出します。App Runner サービスを作成する前に、IAM を使用して、アプ
リケーションコードに必要なアクセス許可を持つサービスロールを作成します。その後、このロール
をCreateServiceAPI を使用してサービスを作成する場合、または App Runner コンソールを使用してサー
ビスを作成する場合。
インスタンスロールを作成するときは、必ず App Runner サービスプリンシパルを宣言する信頼ポリシー
を追加してくださいtasks.apprunner.amazonaws.com信頼されたエンティティとして。
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インスタンスロールの信頼ポリシー
{

}

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

App Runner コンソールを使用してサービスを作成する場合、コンソールにはアカウントのロールが一覧
表示され、この目的のために作成したロールを選択できます。
サービスの作成方法については、「」を参照してください。the section called “作成” (p. 35)。

Note
インスタンスロールが提供するアクセス権限は、アプリケーションによって完全に異なります。
あなたのコードはAWSAPI を使用しており、この場合、App Runner にインスタンスロールを提
供する必要はありません。
あなたのコードがAWSAPIでは、どの呼び出しであるかを予測する方法はありません。したがっ
て、インスタンスロールの管理ポリシーは提供されません。必要なアクセス権限をインスタンス
ロールに明示的に含めるか、独自のカスタムポリシーを作成してインスタンスロールで使用する
必要があります。

App Runner アイデンティティベースのポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、作成または変更するアクセス許可はありません。AWS
App Runnerリソースの使用料金を見積もることができます。また、AWS Management Console、AWS
CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロール
に必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロール
に付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス権限が必要な
IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。
これらの例の JSON ポリシードキュメントを使用して IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「」を参照してください。[JSON] タブでのポリシーの作成()IAM ユーザーガイド。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 91)
• ユーザーポリシー (p. 92)
• タグに基づくアプリケーションランナーサービスへのアクセスの制御 (p. 93)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースのポリシーは非常に強力です。アカウント内で、App Runner リソースを作成、
アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント
に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースのポリシーを作成または編集するとき
は、以下のガイドラインと推奨事項に従います。
• の使用を開始します。AWS管理ポリシー— App Runner の使用をすぐに開始するには、AWS管理ポリ
シーを使用して、従業員に必要なアクセス許可を付与します。これらのポリシーはアカウントですでに
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有効になっており、AWS によって管理および更新されています。詳細については、「」を参照してくだ
さい。を使用してアクセス許可の使用を開始します。AWS管理ポリシー()IAM ユーザーガイド。
• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみ
を付与します。最小限のアクセス権限から開始し、必要に応じて追加のアクセス権限を付与します。こ
の方法は、寛容なアクセス権限で始め、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。詳細について
は、「」を参照してください。最小限の特権を認める。()IAM ユーザーガイド。
• 機密性の高いオペレーションに MFA を有効にする – 追加セキュリティとして、機密性の高いリソース
または API オペレーションにアクセスするために IAM ユーザーに対して、Multi-Factor Authentication
(MFA) の使用を要求します。詳細については、「」を参照してください。での多エレメント認証 (MFA)
の使用AWS()IAM ユーザーガイド。
• 追加のセキュリティとしてポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、アイデンティティベースの
ポリシーでリソースへのアクセスを許可する条件を定義します。たとえば、要求が発生しなければなら
ない許容 IP アドレスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内で
のみリクエストを許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求することもできます。詳細に
ついては、「」を参照してください。IAM JSON ポリシーエレメント: 条件()IAM ユーザーガイド。

ユーザーポリシー
App Runner コンソールにアクセスするには、IAM ユーザーに最小限のアクセス許可が必要です。これら
のアクセス許可により、App Runner リソースの詳細をリストおよび表示できます。AWS アカウント。
最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリ
シーを付加したユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。
App Runner には、ユーザーにアタッチできる 2 つの管理ポリシーが用意されており、
• AWSAppRunnerReadOnlyAccess-App Runner リソースの詳細をリストおよび表示するアクセス許可を
付与します。
• AWSAppRunnerFullAccess— すべての App Runner アクションに対する権限を付与します。
ユーザーが App Runner コンソールを使用できるようにするには、少なくと
もAWSAppRunnerReadOnlyAccess管理ポリシーをユーザーに付与します。アタッチすることができま
す。AWSAppRunnerFullAccess管理ポリシーを使用したり、特定の権限を追加したりして、ユーザーが
リソースを作成、変更、削除できるようにします。詳細については、「」を参照してください。ユーザー
にアクセス許可を追加する()IAM ユーザーガイド。
AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必
要はありません。代わりに、ユーザーに実行を許可する API オペレーションに一致するアクションのみへ
のアクセスが許可されます。
次の例は、カスタムユーザーポリシーを示しています。独自のカスタムユーザーポリシーを定義するため
の出発点として使用できます。例をコピーし、アクションを削除したり、リソースを絞り込んだり、条件
を追加したりします。

例:コンソールと接続管理ユーザーポリシー
このポリシー例では、コンソールアクセスを有効にし、接続の作成と管理を許可します。App Runner
サービスの作成と管理は許可されません。ソースコード資産への App Runner サービスのアクセスを管理
する役割を持つユーザーにアタッチできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apprunner:List*",
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"apprunner:Describe*",
"apprunner:CreateConnection",
"apprunner:DeleteConnection"

}

]

}

],
"Resource": "*"

例:条件キーを使用するユーザーポリシー
このセクションの例では、一部のリソースプロパティまたはアクションパラメータに依存する条件付き
パーミッションを示します。
このポリシー例では、App Runner サービスの作成は有効になりますが、prod。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCreateAppRunnerServiceWithNonProdConnections",
"Effect": "Allow",
"Action": "apprunner:CreateService",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"apprunner:ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:*:*:connection/prod/*"
}
}
}
]

このポリシー例では、App Runner サービスのpreprodという名前の Auto Scaling 設定でのみ使用できま
す。preprod。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUpdatePreProdAppRunnerServiceWithPreProdASConfig",
"Effect": "Allow",
"Action": "apprunner:UpdateService",
"Resource": "arn:aws:apprunner:*:*:service/preprod/*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"apprunner:AutoScalingConfigurationArn":
"arn:aws:apprunner:*:*:autoscalingconfiguration/preprod/*"
}
}
}
]

}

タグに基づくアプリケーションランナーサービスへのアクセスの
制御
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて App Runner リソースへのアクセ
スを制御できます。この例では、App Runner サービスの削除を許可するポリシーを作成する方法を示し
ます。ただし、アクセス許可は、サービスタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、
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付与されます。このポリシーでは、このアクションをコンソールで実行するために必要なアクセス権限も
付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListServicesInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "apprunner:ListServices",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DeleteServiceIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "apprunner:DeleteService",
"Resource": "arn:aws:apprunner:*:*:service/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"apprunner:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
}
]

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーにアタッチできます。という名前のユーザーがrichardroeApp Runner サービスを削除するには、サービスにタグ付けする必要がありますOwner=richardroeまたはowner=richard-roe。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件キー名では大文字と
小文字は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner に一致します。詳細については、
「」を参照してください。IAM JSON ポリシーエレメント: 条件()IAM ユーザーガイド。

App Runner のサービスにリンクされたロールの使用
AWS App Runnerが使用AWS Identity and Access Management(IAM)サービスにリンクされたロール。
サービスにリンクされたロールは、App Runner に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。
サービスにリンクされたロールは、App Runner によって事前定義され、他のAWSのサービスをお客様に
代わってから実行します。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、App Runner の設定が簡単になります。App Runner は、サービスにリンクされたロールのアクセス
許可を定義します。別の指定がない限り、App Runner のみがそのロールを引き受けることができます。
定義されるアクセス許可は、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーに含まれており、そのアクセス許可ポ
リシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、App
Runner リソースが保護されます。これは、リソースにアクセスする権限を誤って削除できないためです。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS サービ
ス」を参照のうえ、[サービスにリンクされたロール] 列が「はい」になっているサービスを検索してくだ
さい。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、リンクではいを
選択します。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。

App Runner のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
App Runner では、サービスにリンクされたロールとしてAWSservicerOreforApprunner。
このロールでは、App Runner は次のタスクを実行できます。
• ログを Amazon CloudWatch Logs ロググループにプッシュします。
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• Amazon CloudWatch Events ルールを作成して、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) イ
メージプッシュを購読します。
AWSServiceRoleForAppRunner サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次のサービス
を信頼します。
• apprunner.amazonaws.com
AWSServiceRoleForAppRunner サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーには、App
Runner がお客様に代わってアクションを完了するために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

AppRunnerServiceRolePolicy
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apprunner/*:log-stream:*"
]
},
{
"Sid": "AllowPutRuleForManagedRules",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events: PutRule",
"events: PutTargets",
"events: DeleteRule",
"events: RemoveTargets",
"events: DisableRule",
"events: EnableRule"
],
"Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/apprunner-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"events:ManagedBy": "apprunner.amazonaws.com",
"events:source": "aws.ecr",
"events:detail-type": "ECR Image Action"
}
}
}
]

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、アクセス権限を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのサービスにリンクされたロールのアクセス権限を参照してください。
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App Runner のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。App Runner サービスを作成する
と、AWS Management Consoleとすると、AWS CLI、またはAWSAPI を使用して、App Runner は、サー
ビスにリンクされたロールを作成します。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。App Runner サービスを作成すると、App Runner によってサービスにリ
ンクされたロールが再度作成されます。

App Runner のサービスにリンクされたロールの編集
アプリケーションランナーでは、AWSServiceRoleForAppRunner サービスにリンクされたロールを編集す
ることはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロール
が参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロール
の説明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編
集」を参照してください。

App Runner のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリン
クされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。
App Runner では、アカウントの App Runner サービスをすべて削除することを意味します。App Runner
サービスの削除について詳しくは、the section called “削除” (p. 56)。

Note
リソースを削除する際に、App Runner サービスでそのロールが使用されている場合、削除は失
敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実行してくださ
い。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソールを使用して、AWS CLI、またはAWSAPI を使用して、AWS ServiceRoleForAppRunner
サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリン
クされたロールの削除」を参照してください。

App Runner のサービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
App Runner は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用を
サポートします。詳細については、「」を参照してください。AWS App Runnerエンドポイントとクォー
タ()AWSの全般的なリファレンス。

AWS App Runner 用の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、およびロールにアクセス権限を追加するには、AWS管理ポリシーよりも、自分で
ポリシーを記述する必要があります。それはに時間と専門知識を要するIAM カスタマー管理ポリシーの作
成チームに必要なアクセス許可のみを付与します。すぐに開始するには、当社のAWS管理ポリシーの場
合。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象としており、AWSアカウント. の詳細AWS管理ポ
リシーの詳細については、「」を参照してくださいAWS管理ポリシー()IAM ユーザーガイド。
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AWSサービスの保守と更新AWS管理ポリシーの場合。のアクセス許可は変更できません。AWS管理ポリ
シーの場合。サービスは、ときどき追加のアクセス許可をAWS管理ポリシーを使用して、新機能をサポー
トできます。このタイプの更新は、ポリシーがアタッチされたすべての ID (ユーザー、グループ、ロール)
に影響します。サービスが更新する可能性が最も高い場合、AWS管理ポリシーは、新しい機能の起動時ま
たは新しい操作が使用可能になったときに有効になります。サービスからアクセス許可を削除しないAWS
管理ポリシーを使用できるため、ポリシーの更新によって既存の権限が壊れることはありません。
また、AWSは、複数のサービスにまたがる職務機能の管理ポリシーをサポートします。たとえ
ば、ReadOnlyAccess AWS管理ポリシーは、すべてのAWSのサービスとリソース。サービスが新しい機
能を起動すると、AWSは、新しい操作とリソースに対する読み取り専用のアクセス許可を追加します。職
務機能ポリシーのリストと説明については、」を参照してください。AWS職務機能の 管理ポリシー()IAM
ユーザーガイド。

アプリランナーの更新AWS管理ポリシー
の更新の詳細を表示します。AWS管理ポリシー。このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからで
す。このページへの変更に関する自動アラートについては、App Runner Document 履歴ページの RSS
フィードを購読してください。

変更

説明

日付

ApprunnerServiceRoleポリ
シー (p. 94)— 新しいポリシー

App Runner は、App Runner サービスの代わりに
Amazon CloudWatch Logs と Amazon CloudWatch
Events への呼び出しを許可する新しいポリシーを
追加しました。

2021 年 3
月1日

AWSAPPrunnerReadOnlyアクセ
ス (p. 88)— 新しいポリシー

App Runner は、ユーザーがApp Runner リソース
の詳細を一覧表示および表示できるようにする新
しいポリシーを追加しました。

2021 年 3
月1日

AWSAPPrunnerフルアクセ
ス (p. 88)— 新しいポリシー

App Runner は、ユーザーがすべてのApp Runner
アクションを実行できるようにする新しいポリ
シーを追加しました。

2021 年 3
月1日

AWSAPrunnerサービスポリシー予測
アクセス (p. 89)— 新しいポリシー

App Runner は、アカウントの Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR) イメージへの
アクセスをアプリランナーに許可する新しいポリ
シーを追加しました。

2021 年 3
月1日

アプリランナーが変更の追跡を開始
しました

App Runner は、そのAWS管理ポリシーの場合。

2021 年 3
月1日

アプリケーションランナーのIdentity and Access のト
ラブルシューティング
次の情報は、の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。AWS App
Runnerと IAM を使用します。
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その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。
トピック
• App Runnerでアクションを実行する権限がない (p. 98)
• 管理者として App Runner へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 98)
• 自分の以外のユーザーを許可したいAWS アカウントアプリランナーのリソースにアクセスす
る (p. 98)

App Runnerでアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合は、管理者に問い合
わせてサポートを依頼してください。お客様の責任は、お客様にAWSユーザー名とパスワード。
以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがmarymajorは、コンソールを使用して App Runner サービ
スの詳細を表示しようとしますが、apprunner:DescribeServiceアクセス許可。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
apprunner:DescribeService on resource: my-example-service

この場合、メアリーは管理者にポリシーを更新して、管理者にmy-example-serviceを使用し
て、apprunner:DescribeServiceaction.

管理者として App Runner へのアクセスを他のユーザーに許可し
たい
App Runner へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
ティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、App Runner の適切なアクセス許可を付与
するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、「」を参照してください。最初の IAM 委任されたユーザーおよびグループの作
成()IAM ユーザーガイド。

自分の以外のユーザーを許可したいAWS アカウントアプリラン
ナーのリソースにアクセスする
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールを引き受けるように信頼されたユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用
して、リソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• App Runner がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、」を参照してください。ア
プリケーションランナーと IAM の連携 (p. 85)。
• リソースへのアクセスを提供する方法を学ぶにはAWSアカウントについては、別のの IAM ユーザーへの
アクセスを許可するAWS所有するアカウント()IAM ユーザーガイド。
• サードパーティにリソースへのアクセスを提供する方法を学習するにはAWSアカウントの詳細について
は、へのアクセス権を提供AWSサードパーティが所有するアカウント()IAM ユーザーガイド。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、外部で認証された（ID フェデレー
ション）ユーザーにアクセスを許可する()IAM ユーザーガイド。
• クロスアカウントアクセスでロールとリソースベースのポリシーを使用する方法の違いについて
は、」IAM ロールとリソースベースのポリシーの違い()IAM ユーザーガイド。
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App Runner でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、お客様の信頼性、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 App
Runnerサービス。のあらゆる部分から監視データを収集するAWSソリューションを使用すると、障害が発
生した場合に簡単にデバッグできます。アプリランナーは、いくつかと統合しますAWSツールを使用して
App Runner サービスをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応できます。
Amazon CloudWatch アラーム
Amazon CloudWatch アラームを使用して、指定した期間にわたって、サービスメトリクスを監視で
きます。指定した期間数にわたってメトリクスがしきい値を超えると、通知を受け取ります。
App Runner は、サービス全体およびウェブサービスを実行するインスタンス（スケーリン
グ単位）に関するさまざまなメトリックスを収集します。詳細については、「メトリックス
（CloudWatch） (p. 61)」を参照してください。
アプリケーションログ
アプリケーションランナーは、アプリケーションコードの出力を収集し、Amazon CloudWatch Logs
にストリーミングします。この出力にはあなた次第です。たとえば、Web サービスに対して行われ
たリクエストの詳細なレコードを含めることができます。これらのログ記録は、セキュリティとアク
セスの監査に役立ちます。詳細については、「ログ（CloudWatch Logs） (p. 59)」を参照してくださ
い。
AWS CloudTrailアクションログ
アプリランナーはAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはAWSサービスを App Runner で
実行します CloudTrail は、App Runner のすべての API コールをイベントとしてキャプチャしま
す。CloudTrail コンソールで最新のイベントを表示できます。また、Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットに CloudTrail イベントを継続的に配信するための証跡を作成できます。詳細に
ついては、「API アクション (CloudTrail) (p. 66)」を参照してください。

アプリケーションランナーのコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数のAWSコンプライアンスプログラムの一環として、AWS App Runner
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA
などがあります。
アプリランナーかその他かを知るにはAWSのサービスには、特定のコンプライアンスプログラムの対象
となるサービスが含まれています。詳細は、AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービ
ス。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、AWS Artifactにおけるレポートのダウンロードを参照してください。
AWS サービスを使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライアン
ス目的、適用法規によって決まります。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用意してい
ます。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド-これらのデプロイメントガイドでは、
アーキテクチャー上の考慮事項について説明し、ベースライン環境をにデプロイするための手順AWS
は、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いています。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on コンプライアンス— このホワイトペーパーでは、企
業がAWSを使用して HIPAA に準拠するアプリケーションを作成します。

Note
すべてのサービスが HIPAA に準拠しているわけではありません。
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• AWSコンプライアンスのリソース-このワークブックおよびガイド群には、貴社の所在地や業界に適用可
能なものが含まれています。
• ルールでのリソースの評価()AWS Config開発者ガイド—AWS Configサービスでは、自社プラクティス、
業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub— このAWSサービスでは、セキュリティ状態に関する包括的な表示を提供しま
す。AWSセキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認できます。
• AWS Audit Manager— このAWSサービスを使用すると、AWSの使用方法により、リスクの管理方法を
簡素化し、規制や業界標準へのコンプライアンスを実現できます。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、」セキュリティ (p. 77)。

アプリランナーの耐障害性
-AWSのグローバルインフラストラクチャはAWS リージョンとアベイラビリティーゾーン。AWS リー
ジョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続されている複
数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティーゾーンで
は、アベイラビリティーゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
の詳細AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンについては、AWSグローバルインフラストラク
チャ。
AWS App Runner は、ユーザーに代わって AWS グローバルインフラストラクチャの使用を管理および自
動化します。App Runnerを使用する場合、AWSオファー。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。

AWS App Runner でのインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスとして、AWS App Runnerによって保護されているAWSグローバルネットワークセ
キュリティ手順については、Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー
You use AWSが公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で App Runner にアクセスします。ク
ライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。

アプリランナーでの設定と脆弱性の分析
AWS とお客様は、高いレベルのソフトウェアコンポーネントのセキュリティとコンプライアンスを達成す
るための責任を共有します。詳細については、AWS 責任共有モデルを参照してください。
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その他の App Runner その他の App Runnerセキュリティ (p. 77)。

App Runner のセキュリティのベストプラクティス
AWS App Runner では、お客様が独自のセキュリティポリシーを開発および実装するにあたって検討すべ
き数多くのセキュリティ機能を提供しています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであ
り、完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは
お客様の環境に適切ではないか、十分ではない場合があるため、絶対的な解決策ではなく、役に立つ情報
としてお考えください。
その他の App Runner セキュリティトピックについては、セキュリティ (p. 77)。

予防的セキュリティのベストプラクティス
予防的セキュリティ管理では、インシデントが発生する前に防ぐことを試みます。

最小特権アクセスの実装
App RunnerAWS Identity and Access Managementの IAM 管理ポリシーIAM ユーザー (p. 92)とアクセス
ロール (p. 89)。これらの管理ポリシーでは、App Runner サービスの正しいオペレーションに必要なす
べてのアクセス権限を指定します。
アプリケーションで、管理ポリシーのすべてのアクセス権限が必要とは限りません。カスタマイズして、
ユーザーとApp Runner サービスに必要なアクセス権限のみを付与できます。これは特に、ユーザーロー
ルごとに異なるアクセス権限のニーズを持つユーザーポリシーに関連します。最小限の特権アクセスの実
装は、セキュリティリスクはもちろん、エラーや悪意ある行動によってもたらされる可能性のある影響を
減らす上での基本となります。

検出に関するセキュリティのベストプラクティス
セキュリティコントロールの検出により、セキュリティ違反が発生した後に識別されます。セキュリティ
上の脅威やインシデントの検出に役立ちます。

モニタリングを実装する
モニタリングは、App Runner ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な
部分です。AWSのモニタリングに役立つツールとサービスが用意されています。AWSのサービス。
以下は、モニタリングする項目のいくつかの例です。
• アプリケーションランナーの Amazon CloudWatch メトリクス— 主要な App Runner メトリクスと
アプリケーションのカスタムメトリクスのアラームを設定します。詳細については、「メトリックス
（CloudWatch） (p. 61)」を参照してください。
• AWS CloudTrailエントリ— 可用性に影響する可能性があるアクションを追跡します。PauseServiceま
たはDeleteConnection。詳細については、「API アクション (CloudTrail) (p. 66)」を参照してくださ
い。
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AWS用語集
最新の用のAWSの用語については、AWS用語集()AWSの全般的なリファレンス。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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